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●掲載日・掲載回数

　　　月　　　日

月

　回

扱い担当者：お申し込み・お問い合わせ
※原稿マスが足りない場合は、別紙をご用意ください（ホームページからもダウンロードできます）

山形新聞社広告局「スウィング」係
〒990-8550 山形市旅篭町2丁目5-12

TEL（023）622－2101
FAX（023）627－1041専用

e-mail swing@yamagata-np.jp

●枠内に必要事項をもれなく記入してください。
●文字原稿は横組みで、本文1行が14文字、見出し9文字になります。
●「ビジネス（営業広告）」の内容には、本文中に必ず広告主社名・
　住所と電話番号を明記してください（携帯電話のみの表記はできません）。
●洋数字、かっこ、句読点は1マスに2文字入れられます。
●原稿・支払い方法などについて確認が必要になる場合があります
　ので、連絡先を明記願います。

●複数写真の組み合わせや切り抜き作業は不可。
●当社広告掲載基準に抵触するものは掲載できません。
●都合により掲載内容の変更をお願いすることがあります。

1.銀行振り込み  2.現金書留  3.現金持参
●支払い方法（いずれかに○をつけてください）

写真・イラスト・地図　 　□ 有　　□ 無
●いずれかに□を入れてください

1行料金

行数

掲載回数

写真・イラスト・地図料金

枠・その他料金

合計金額

（使用する場合のみ）　　　　　　　　（Ｗ41㍉×Ｈ31㍉）

臨時・募集広告
●タイトル一覧（いずれかに□を入れてください）

ビジネス（営業広告）
□ 同窓会
□ お知らせ
□ ショッピング
□ 家庭教師・塾
□ ペット
□ 旅行
□ 釣り情報
□ リフォーム
□ 美容・健康
□ イベント
□ 趣味
□ 娯楽
□ 会員権

□ 引き受けます
□ 教室・講座
□ フリーマーケット
□ グルメ
□ 不動産・住宅
□ 保育・育児
□ レンタル
□ ブライダル
□ レジャー
□ 宴会情報
□ カー情報
□ 福祉・介護

パーソナル（個人広告）
□ 売ります
□ 買います
□ 尋ね犬・猫
□ チケット
□ 探し物

□ サークル
□ メッセージ
□ おめでとう
□ 教えます

申込用紙の記入方法
掲 載 申 込 用 紙

注意事項

●振込窓口（銀行振り込みの場合のみ記入してください）

銀行
振込予定日   　　　 　　年　　 　　　月　　　　 　日
振込人名義

支店

□ 社員募集
□ パート
□ 派遣
□ 特約店
□ チェーン店募集

□ アルバイト
□ 請負
□ 代理店
□ 経営者募集
□ フランチャイズ募集

使い方はあなた次第
「スウィング」は、すてきな暮らしを応援します

山形新聞社広告局「スウィング」係 〒990-8550 山形市旅篭町2丁目5-12

すてきな毎日のために

●利用しやすい料金。パーソナル（個人広告）なら1行550円（消費税込み）
●誕生日のお祝いから、お店のバーゲン情報、イベント告知まで山形新聞
　を気軽に活用いただける読者参加型の広告ページ
●写真やイラストもカラーで掲載できます
●山形新聞のホームページでもご覧いただけます

◆火曜 掲載は、
◆木曜 掲載は、
◆土曜 掲載は、

前週 木曜の正午
当週 月曜の正午
当週 水曜の正午

専用の掲載申込用紙にもれなく記入の上、ＦＡＸまたは郵送
で、お申し込みください。直接ご持参いただいても結構で
す。支社または取扱広告会社でもお申し込みいただけます。
受け付けは、月曜日から金曜日までの午前9時30分から午
後5時までです。
（土曜・日曜・祝日・年末年始は受け付けできません）

1行：　550円 550円

1回掲載 2回連載 3回以上連載

550円

1行：6,600円 6,050円 5,500円

220,000円 198,000円 176,000円
110,000円 99,000円 88,000円

1行：2,200円 1,980円 1,760円

5,500円 5,500円 5,500円
2,200円 2,200円 2,200円

パーソナル（個人広告）
営業を目的としない個人が使う広告

ビジネス（営業広告）
臨時・募集以外の会社・お店の営業広告

写真・イラスト（ヨコ41㍉×タテ31㍉）
地図（ヨコ41㍉×タテ31㍉）★
臨時・募集広告
案内中広告
大枠・臨時・募集（ヨコ41㍉×タテ62㍉）
大枠・営業（ヨコ41㍉×タテ62㍉）

110,000円 99,000円 88,000円
55,000円 49,500円 44,000円
176,000円 158,400円 140,800円

小枠・臨時・募集（ヨコ41㍉×タテ31㍉）
小枠・営業（ヨコ41㍉×タテ31㍉）
サイド枠広告（ヨコ87㍉×タテ110㍉）★
※連載料金は、同日申し込み・同一原稿・連続掲載の場合に適用。

★地図とサイド枠は別途制作料がかかります。 地図・・・・・・・・・・3,300円 サイド枠・・・・・・15,400円

※制作を伴う案内中広告、サイド枠広告、地図は掲載日の
　5日前（土・日・祝日を除く）正午となります。

e-mail swing@yamagata-np.jp

毎週 に掲載火 木 土

お問い
合わせ 専用 TEL（023）622-2101　FAX（023）627-1041

掲載料（消費税込み）

お申し込み方法

最終締め切り

社 員 募 集

山形株式会社 〒990-0000  山形市旅篭町 2
☎023（622）0000

▲

職種／受付案内

▲

採用人員／若干名

▲

応募条件／大学卒業程度の学力を有する
方

▲

採用条件／4月より勤務可能な方

▲

勤
務先／本社

▲

勤務時間／午前9時30分～
午後5時30分

▲

待遇／社保完備

▲

選考方
法／書類選考の上、後日試験日を連絡しま
す。

▲

応募／履歴書（写真添付）を28日㈪ま
で郵送または持参ください。

社員募集

山形株式会社
〒990-0000  山形市旅篭町2-0-00

☎023（622）0000（代表）

▲

職　　種／受付案内▲

採用人員／若干名▲

応募条件／大学卒業程度の学力
　　　　　　を有する方▲

採用条件／4月より勤務可能な方▲

勤 務 先／本社▲

勤務時間／午前9時30分～
　　　　　　午後5時30分▲

待　　遇／社保完備▲

選考方法／書類選考の上、後日、
　試験日を連絡します。▲

応　　募／履歴書（写真添付）を
　28日㈪まで郵送または持参ください。

27日の朝から姿が見えなくなり

ました。柴犬オス1歳。右耳の

先が割れています。首輪には名

前が「KENT」と彫られていま

す。心当たりの方はご連絡くだ

さい。（山形市緑町・佐藤）
☎０１２３―７７―７７７７

掲 載 料（税抜き）

※連載時の割引もあります。係までお問い合わせください。
※地図とサイド枠は別途制作料を申し受けます（イラスト制作は行いません）。

1行：　500円

1行：6,000円

1行：2,000円

5,000円
2,000円

パーソナル（個人広告）
営業を目的としない個人が使う広告

ビジネス（営業広告）
臨時・募集以外の会社・お店の営業広告

写真・イラスト（ヨコ41㍉×タテ31㍉）
地図（ヨコ41㍉×タテ31㍉）

臨時・募集広告

案内中広告

サイド枠広告（ヨコ87㍉×タテ110㍉）

営 業

臨時・
募集

愛犬を捜しています

スウィングのお申し込み締め切り

火曜掲載は、前週木曜の正午
木曜掲載は、前週月曜の正午
土曜掲載は、前週水曜の正午

親子でクラシックバレエクラ

シックバレエは、さまざまなダ

ンスの基本です。親子で楽しく

レッスンしながらしっかり体幹

を鍛えましょう。３歳児から０

K。背筋のピンと伸びた美しい

姿勢は一生の財産です。もちろ

ん、大人からはじめるバレエも

体にいいこといっぱい。

◇バレエ教室「スワンレイク」

　山形・天童・鶴岡教室あり

◇レッスン日／水・金・土

◇お問い合わせ0120-000-000

  随時ご見学いただけます。

大人のピアノ教室

データによれば現在日本には肩

こり・不眠症が各2400万人・頭

痛持3000万人も存在し、それら

の症状は合わない枕に寝ている

からではと言われています。枕

が合わないのは、人はそれぞれ

体質・体型や感受性が違うのに

「お試し寝」なしで購入するの

が原因です。今回、ご自宅で10

日間使って頂くお試しベッド体

験「お試し体験会」を、本日

11日開催します。

期間中、凹凸枕が大特価千円!

山形寝具いづみベッド㈱山形市
枕布団町00-00

☎0120-000-000

庄内地区の方へ、当企画は酒田

寝具館庄内やでも同時開催!

☎0234-00-0000つ

寝具お試し体験
深夜10時から翌朝6時まで働け

る方。時給950円。詳しくは☎

0120-234567担当／阿部まで山

形市七日町99-9

㈲スウィング商事七日町店

アルバイト急募

この広告は山形新聞のホームページでもご覧になれます。https://www.yamagata-np.jp/swing/

すてきな毎日のために

行単価500円×8行=4,000円
＋写真=5,000円
合計=9,000円

パーソナル（個人広告） ビジネス（営業広告）

8月15日午後6時より、新しく

なった同窓会館において行いま

す。出欠席の連絡を各学年担当

幹事に今月25日までお願いしま

す。今回は英語の松木先生も参

加されます（幹事代表・峰）

山形県立鶴岡高等学校事務室
鶴岡市緑町　☎0333-11-2222

荘内中38回同窓会

行単価2,000円×９行＝18,000円
＋地図＝  2,000円
合計＝20,000円

※表示の料金に制作料は
　含まれておりません

住宅・事務所・テナント等のク

リーニング、粗大不用品回収。

引越し作業、家具移動作業、引

越し後のクリーニング実績20年

ご連絡下さい。

お見積に伺います。清掃業務の

総合プランナー。

山形市青柳3-10-16

㈲強井産業　☎0123-55-0000
　　　　　　FAX0123-55-0000

清掃と粗大ゴミ処分

1回掲載
行単価2,000円×11行＝22,000円
2回連載
行単価1,800円×11行＝19,800円
3回以上連載
行単価1,600円×11行＝17,600円

〈掲載見本〉

※サイド枠以外にはQRコードはお入れできません。※イラストはデータ入稿のみとします。当社では制作いたしません。

～読者をつなぐ文字広告ネットワーク～

ビジネス
（営業広告）

サイド枠
広告

写真

案内中広告



スウィングの種類別料金例（消費税込み）

27日の朝から姿が見えなくなり
ました。柴犬オス1歳。右耳の
先が割れています。首輪には名
前が「KENT」と彫られていま
す。心当たりの方はご連絡くだ
さい。（山形市緑町・佐藤）
☎０１２３―７７―７７７７

愛犬を捜しています

41㎜
行単価550円×8行=4,400円

＋写真=5,500円
合計=9,900円

31㎜

8行
6行

初心者を対象に、分かりやすく
楽しいレッスンをモットーにダ
ンスサークルの会員を募集して
います。
無料体験会も行っていますので
お気軽に参加してください。
　　 ～詳細は下記まで～
◇日　時：８月１日、15日
　　　　　９月１日、15日
◇場　所：山形メディアタワー
◇内　容：指導員による講習
◇申込み：随時受付　佐藤まで
☎０２３―０００―００００

ダンスサークル

行単価550円×14行=7,700円

14行

長かった春に終止符を打ち、こ
の4月についに結婚式をあげま
した。遊びに来てね。
（山形市木場町　孝夫・紀子）

私たち結婚しました

行単価550円×5行=2,750円

5行

秀司じいちゃんトメばあちゃん
金婚式おめでとう。これからも
二人仲良く長生きして下さい。
孫一同（まさひで、みゆき、み
ちこ、わたる、のりこ）
☎０１２３―７７―６６６６

金婚式おめでとう

行単価550円×7行=3,850円

7行

営利を目的としない個人が使う広告です。
売ります、買います、尋ね犬・猫、サークル、メッセージ、チケット、おめでとう、探し物、教えます

パーソナル（個人広告） 社員募集、アルバイト、パート、請負、
派遣、代理店、特約店、経営者募集、
チェーン店募集、フランチャイズ募集

臨時・募集広告

サイド枠広告

案内中広告

２世帯住宅見学会を開催します
お気軽にご来場ください。
山新工務店
山形市旅篭町2-5-12
☎０２３―６２２―００００

完成見学会開催！

41㎜

41㎜

行単価2,200円×６行＝13,200円
＋写真＝  5,500円
＋地図＝  2,200円
合計＝20,900円

※連載の場合は行単価が変わります。

31㎜

31㎜

31㎜

6行
8月15日午後6時より、新しく
なった同窓会館において行いま
す。出欠席の連絡を各学年担当
幹事に今月25日までお願いしま
す。今回は英語の松木先生も参
加されます（幹事代表・峰）
山形県立鶴岡高等学校事務室
鶴岡市緑町　☎0333-11-2222

荘内中38回同窓会

行単価2,200円×９行＝19,800円
＋地図＝ 2,200円
合計＝22,000円

※表示の料金に制作料は含まれておりません

9行

住宅・事務所・テナント等のク
リーニング、粗大不用品回収。
引越し作業、家具移動作業、引
越し後のクリーニング実績20年
ご連絡下さい。
お見積に伺います。清掃業務の
総合プランナー。
山形市青柳3-10-16
㈲強井産業　☎0123-55-0000
　　　　　　℻0123-55-0000

清掃と粗大ゴミ処分

11行

臨時・募集以外の会社の営業広告
同窓会、お知らせ、引き受けます、ショッピング、教室・講座、家庭教師・塾、フリーマーケット、
ペット、グルメ、旅行、不動産・住宅、釣り情報、保育・育児、リフォーム、レンタル、美容・健康、
ブライダル、イベント、レジャー、趣味、娯楽、宴会情報、会員権、カー情報、福祉・介護

ビジネス（営業広告）

ナナビーンズ
山形銀行

市
役
所

文翔館

済
生
館

会場

1回掲載
行単価2,200円×11行＝24,200円
2回連載
行単価1,980円×11行＝21,780円
3回以上連載
行単価1,760円×11行＝19,360円

1回掲載

110㎜

87㎜

41㎜

41㎜

小枠 大枠

31㎜

深夜10時から翌朝6時まで働け
る方。時給９５０円。詳しくは
0120-234567 担当／阿部まで

山形市七日町99─9
㈲スウィング商事七日町店

アルバイト急募
62㎜

1回掲載
行単価6,600円×６行＝39,600円
2回連載
行単価6,050円×６行＝36,300円
3回以上連載
行単価5,500円×６行＝33,000円

1回掲載＝176,000円、２回連載＝158,400円、３回以上連載＝140,800円
※表示の料金に制作料は含まれておりません

●臨時・募集
１回掲載＝110,000円
２回連載＝ 99,000円
３回以上連載＝88,000円

●ビジネス（営業広告）
１回掲載＝55,000円
２回連載＝49,500円
３回以上連載＝44,000円

※大枠・小枠とも指定のロゴ・マーク
　が使用できます。
※ベタ白ヌキ部分は全体の30%
　までとします。
※写真・イラストの使用はできません。

●臨時・募集
１回掲載＝220,000円
２回連載＝198,000円
３回以上連載＝176,000円

●ビジネス（営業広告）
１回掲載＝110,000円
２回連載＝ 99,000円
３回以上連載＝88,000円

スウィング行広告原稿の書き方
①文字はマス目に合わせて楷書で正確に記入してください。
　※FAXで送信する場合は特に濃くハッキリとお願いします。
②一つのマスには半角英数字2文字が使用できます。大文字でも
　小文字でもかまいません。
③「、」「。」「 ）」（結びかっこ）は行の先頭では使用できません。
④原稿量が多く原稿用紙が1枚で足りない場合は、原稿用紙をあら
　かじめコピーするか、ホームページからダウンロードしてお使いくださ
　い。その際、送信総枚数と通番を左上隅付近に明記してください。
⑤用字・用語は常用漢字と現代かな遣いに統一します。
⑥写真をご使用になる場合は写真のコピーにトリミング指示をして
　ください。
⑦使用可能な略号・記号は以下の通りです。

1） 1マス分で使用可能
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩～99、⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽～99
12345678910～99
ⒶⒷⒸⒹ～Ⓩ、ABCD～Z
㈱㈲㈾㈶㈻㈳㈹
㎡㎖㎗ℓ㎘
※  !  !!   々 〃  @△

△ ◎ ◇ ☆
☎℡℻　〒〠ⓒ♤♡♧♢♩♪♬
→←＋－×÷%¥№
㈰、㈪、㈫、㈬、㈭、㈮、㈯、㈷、
㊐、㊊、㊋、㊌、㊍、㊎、㊏、㊗、

2） 全角でも半角でも使用できる記号
「 」、『 』、〈 〉、＝、－（ハイフン）、・（中黒）、：、／
※行もの広告の場合
◇写真原稿等はお返しできませんのでご了承ください。
◇複数写真の組み合わせや切り抜き作業は不可。
◇写真データは原寸で400dpiくらいのJPEG形式で保存してください。
◇原稿量の増減により掲載位置が変動する場合があります。あらか
　じめご了承ください。

※サイド枠広告の場合
◇掲載希望日の空き状況に関しては、事前に確認をお願いします。

社 員 募 集

山形株式会社 〒990-0000  山形市旅篭町 2
☎023（622）0000

▲

職種／受付案内

▲

採用人員／若干名

▲

応募条件／大学卒業程度の学力を有する
方

▲

採用条件／4月より勤務可能な方

▲

勤
務先／本社

▲

勤務時間／午前9時30分～
午後5時30分

▲

待遇／社保完備

▲

選考方
法／書類選考の上、後日試験日を連絡しま
す。

▲

応募／履歴書（写真添付）を28日㈪ま
で郵送または持参ください。

社員募集

山形株式会社
〒990-0000  山形市旅篭町2-0-00
☎023（622）0000（代表）

▲

職　　種／受付案内▲

採用人員／若干名▲

応募条件／大学卒業程度の学力
　　　　　　を有する方▲

採用条件／4月より勤務可能な方▲

勤 務 先／本社▲
勤務時間／午前9時30分～
　　　　　　午後5時30分▲
待　　遇／社保完備▲

選考方法／書類選考の上、後日、
　試験日を連絡します。▲

応　　募／履歴書（写真添付）を
　28日㈪まで郵送または持参ください。

山新カルテットによる

�����
�������
���������
���� やましん音楽ホール

開場00：00開演00：00

お申し込み・お問い合わせ

Ｓｐｅｃｉａｌ Ｇuest

夢路夢子
（声楽）

やましん音楽ホール事務局
山形市○○○00-00　TEL023-000-0000

全席自由 0,000円（前売 0,000 円）

クラシックの名曲から
ジブリまで、

お子さまとともにお楽しみ
いただけます！

チケット残りわずか！


