読者層
Ｑ．「ビジネス香川」入手経路 （MA)

Ｑ．「ビジネス香川」掲載の反響 （FA)
ビジネス上のリアルな反応
ビジネスパーソンからの支持

（広報面）
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ｑ．得た情報・掲載の影響 （MA)

自社でアピールできていないポイントを引き出せてもらえた
知人やお客様から連絡をもらう機会が増えたり
県外客から「空港で掲載記事を見た」と連絡が来た。
お客様にわかりやすく自社のことを伝える媒体として活用できた
広報として、経営層や管理職への重点的な発信ができた
（実際にマネジメント層から記事についての問い合わせが来た）
リクルート活動で高いＰＲ効果が得られた
県外企業へのプロモーションツールとして影響が大きい
お客様がウェブ検索をしたときにほぼ掲載記事を読んでくれる
地域での信用度が高まった

（交流面）

活きた情報・つながり効果

•
•
•
•

交流の途絶えていた知人との交流が再開した
県内の女性企業家と知り合う機会となり、事業に活かせている
個人に焦点が当てられているので、一層付き合いが深まった
訪問時の話題にできる

ふたつのＢＫが、人・企業・地域をつなぐ。

（社内への影響）
• 活字になることで、会社の指針の源とできた
• 社員の自信につながった
• 社員のモチベーションが上がった

「香川県の企業経営者へのアンケート」結果による
2017年2月9日実施
設問用紙配布数129名・回答数85名

関連企画のご案内
記事掲載

デジタルサイネージ

1/3ページ程度の枠をご用意致しま
すので、御社の得意分野で文章を
作成、入稿していただきます。

県内5大学キャンパスに設置。動画の多彩
な表現力を活かしたPRが可能です。動画
素材の制作からお手伝い致します。

ビジネスパーソンが関心の高いテーマ
で連載することで、記事内容を通じ
た御社への理解が深まります。

利用しやすいように、柔軟な料金体系となっています。

インパクトのあるオールカラー

ビジネス意識の高い読者層

高い保存率と回読率

カラーならではの訴求力と視覚に
訴えるコミュニケーション効果が期
待されます。

地域や職場での影響力の高いビ
ジネスパーソンをターゲットにした
コミュニケーション活動にお役立て
ください。

「ビジネス香川」は、隔週発行の保
存性と職場での回読性によって高
いコミュニケーション効果を実現し
ます。

豊富な広告スタイル

営業活動をバックアップ

届ける媒体としての信頼感

フリーペーパーならではの多彩で
豊富な広告スタイルを提案してい
ます。既成概念にとらわれない広
告企画で顧客層の拡大を目指し
てください。

取材記事や広告の掲載された情
報紙は、貴社の商品やサービスを
客観的に語る営業ツールとして活
躍します。

折込広告と編集業務のノウハウを
生かして制作、紙面の一部一部を
全て、弊社社員が読者の手元まで
届けています。

紙面概要

詳細はお問合せ下さい

【仕 様】

タブロイド判オールカラー／【BK】８ページ 【ｙBK】４ページ

【発行日】

毎月第１・第３木曜日／うち【ｙBK】発行：奇数月第３木曜日

1号掲載当たり 15万円
• 1クール（3ヶ月6号）掲載が前提となります。
• 開始日、掲載内容については事前に打ち
合わせをさせていただきます。

職業紹介
【発行部数】
求人情報に企業ストーリー＝ビジネス香川での掲載記事を載
せて紹介、「求人情報を確認する」と「企業のストーリーを知る」
をワンストップで提供。 求職者の企業理解を深めます。

ＢＫラジオ

【配 布】

① 香川県内の朝日新聞・日本経済新聞・毎日新聞（一部地域除く）への挟み込み
② 協力企業による配布
③ 香川県内各所に設置
• 高松空港のJAL・ANA便搭乗口／ことでん瓦町駅／JR四国バス等の交通拠点
• 高松市内中心部のセブンイレブン／ファミリーマート各店内
• ワークプラザ香川／病院／美術館／図書館等の主要公共施設
④ 東京都内（せとうち旬彩館／ふるさと回帰支援センター等）
※ 最新の詳細はBKWebをご覧ください。
【yBK】（上記に加えて）香川県内の全高校（１～３年生及び教職員の方々）

【発 行】

朝日オリコミ四国（高松市木太町2663ｰ１）

【編 集】

ビジネス香川編集室（高松市天神前２ｰ１朝日新聞高松ビル４階）

有料職業紹介事業 （許可番号 37-ユ-300149）

毎週金曜日12:55～13:00にＦＭ香
川で放送中の紙面連動番組「BK
Radio」。

詳細はお問合せ下さい

×

 番組前後提供クレジット

紙面利用・増刷

 番組内20秒ＣＭ 週1本
 番宣告知スポット（社名入り） 月60本以上
 付帯20秒スポットＣＭ 30本
• ご契約期間は6ヶ月とさせていただきます。
• 付帯スポットの消化は契約期間内となります。

月額 5万円

||

「掲載記事を利用したい」「自社掲載号を関係者に配布した
い」 ．．．そうしたニーズにも対応します。
詳細はお問合せ下さい

【BK】６万部 【ｙBK】８万部

増刷：一部当たり 50円

【お問合せ】

☎ 087・812・2811／FAX 087・812・2377／✉ bk-info@asahi-os.com

「いま」を伝え、「未来」を育てる
2007年6月創刊。香川の【「いま」を伝え、「未来」を育てる】をコンセプトに、香川県内の経済や文化の発展に情熱
を注ぐ方たちの熱い思いを、紙面を通じてお届けしています。
Webでは、読者が地元の素晴らしさを再発見し、香川を元気にするための「知恵と実践」のデータベースとなるよう、
創刊以来の記事のアーカイブ化を進めています。

①

わたしと世界を“学び”でつなぐ
ＢＫの“高校生向け”姉妹紙として、2022年5月に創刊。キャッチコピーは、【わたしと社会を“学び”でつなぐ】。
いま学校で学んでいることが、会社の仕事や社会とどんなふうにつながっているんだろう？
その答えのヒントになるような情報をお届けしたい。学びは学校の授業だけじゃない、本紙をきっかけに知識や視
点を広げてほしい、将来を考えてほしい ...そんな、様々な思いを込めて制作しています。

企業、団体など様々な分野の最前線で活
躍する、魅力あふれるリーダーの本音に迫り
ます。

表紙には、校内・校外の多彩な分野で躍
動する高校生が登場。イキイキとした姿が
読者の注目を集めます。

東京商工リサーチほか調査機関が、詳細
な情報データに基づき、香川の経済動向を
鋭く分析します。

生活や産業に欠かせない設備、最先端の
製品などで香川を支える“ものづくり企業”
の素晴らしい”技術”を紹介します。

今後の時代のエンジンとなって、香川経済
をけん引していく企業や団体の技術と商品
をご紹介します。

社会や社内の課題解決に向けた県内企
業の取り組みを、戦略・組織・人材等の
様々な視点で紹介します。

発行期間に合わせて、旬な経済ニュースや
企業動向を独自の視点で選別して取材、
紹介しています。

地域のできごとや課題に目を向けるきっかけ
を、さまざまなテーマでお届けするコーナーで
す。

❶
（中面は発行号により内容が異なります）

若手OBの
活躍に注目

支店経済を支えている方に登場いただき、
香川への思いやオフの顔を披露していただ
きます。

企業の現場は
生きた教材

④
多方面でご活躍中のキーパーソンが、それ
ぞれのスタンスで、香川県についての「あれこ
れ」を語ります。

②

③

記事連動の冊子も発行！

次世代の経営者が思い描く未来とは．．．
自由な発想と情熱を原動力に、明日を担
う経営者や企業に夢を伺います。

⑤

❷

広告料金
ＢＫ

⑥

③ ③

⑥

⑦

⑦

⑧

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

P1記事下
P4ニュース（※）
突出
P5全ページ
P5記事下
P6ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ（※）
P8記事下

サイズ（ミリ）
タテ85×ヨコ248
（タテ75×ヨコ122相当）

タテ74.5×ヨコ28
タテ372×ヨコ248
タテ85×ヨコ248
（枠内調整）
タテ85×ヨコ248

料金
18万円
10万円 ★
3万円
40万円
14万円
1万円
14万円

• 税別／制作費含まず（②⑥除く）
• （※） BK編集室にて取材、記事作成します。
• ★印の広告記事は、Webへの掲載も含みます。

入稿アプリケーション
• 入稿データは４色（CMYK）で制作し、特色は使用しないでください。
• 写真は実データで配置し、アウトライン化済みにてEPS保存してください。
• Adobe Illustrator CS5、Adobe Photoshop CS5 まで

入稿締切日

掲載号の前週水曜日17 時まで

その他
ｙＢＫ

https://www.bk-web.jp

❶
❷

P1記事下
P4記事下

サイズ（ミリ）
タテ85×ヨコ248
タテ85×ヨコ248

料金
20万円
15万円

• 原稿入稿後のデータ修正・変更は行いません。
• 色校正刷りはありません。
• 広告内容については、本紙の広告掲載基準に準じます。掲載基準に触
れる場合は、内容変更もしくは掲載をお断りする場合がございます。

