ご近所ドクター掲載料金

※消費税別途

フォーマット広告

フリー広告

商品・サイズ

定価

商品・サイズ

定価

ご近所ドクターBOOK広告 1/2ページ

876,000円

表2見開き

780,000円

ご近所ドクターBOOK広告 1/4ページ

560,000円

表3見開き

720,000円

ご近所ドクターBOOK広告 1/8ページ

315,000円

位置指定なし 見開き

680,000円

表4

680,000円

表2

500,000円

表3

450,000円

位置指定なし 1ページ

420,000円

ご近所ドクターBOOK広告 1/16ページ

60,000円

※フォーマット広告のご掲載内容は弊社の掲載基準に準じた範囲となります

※フリーデザイン枠は別途制作費が必要です。
（2P:150,000円、1P:80,000円）

各広告スケジュール・フリー広告サイズ

MEDIA DATA

フォーマット広告
発行日の8週間前金曜日申し込み締切

フリー広告2ページ
裁ち落とし

フリー広告
新規入稿 発行日3週間前火曜日締切
データ入稿 発行日2週間前火曜日締切

260mm×428mm

タイアップ広告

撮影した写真のご提供
数

5点迄

定 価

260mm×214mm

※締切は変更になる場合がありますので詳細はご確認ください。
※当社規定により、出稿スペースの制限、文字・デザインなどの変更をお願いすることがあります。
※データ入稿時の修正はお受けできませんのでご注意ください。

発行日の2ヶ月前申し込み締切

点

フリー広告
1ページ
裁ち落し

※6点以上の場合は1点につき3,000円 ※誌面で使用した写真を発行後にご提供できます。
※利用目的は、貴院内の販促活動や掲示等に該当する場合にのみと限らせていただきます。
他媒体への転用や転売を禁じます。

ご利用料金
ホームページ
基本登録費、
初期費用

地域に特化した医療情報をお届けすることで

『自分の街で信頼できるかかりつけ医をみつけること』
をサポートしています。

媒体概要

NET ご利用料金
15,000円

2019年4月更新

15,000円／月

※12ヵ月未満のご契約は45,000円となります

■媒体コンセプト
『安心・頼れる かかりつけ医をみつけよう』

■体裁

30,000円

AB版 カラー

※初回のみ

■ターゲット
各発行地域在住のファミリー、
主婦

■流通方法

お申し込み・お問合せ

□ 城南支局
□ 城北支局
□ 横浜支局
□ 城東支局
□ 町田支局

0120（090）810（代）
0120（090）810（代）
（287）2810（代）
☎045
（6891）5810（代）
☎03
（723）8102（代）
☎042

ポスティング、
弊社配布スタッフへの郵送、
スーパー・ドラッグストア・保育園・幼稚園・書店・
その他店舗などへ設置し、
約2ヶ月で流通

千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋ビル新館
〒102-0094 FAX.03（5216）
8019

□ 立川支局

（548）8102（代）
☎042

立川市錦町1-8-7 立川錦町ビル3F
〒190-0022 FAX.042（548）
8130

豊島区高松1-11-15 モリタビル西池袋9F
〒171-0042 FAX.03
（6685）
2638

□ 埼玉支局

（650）8100（代）
☎048

さいたま市大宮区宮町2-55-2 第一大宮ビル5F
〒330-0802 FAX.048（650）
8101

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル4F
〒221-0835 FAX.045（287）2811

□ 埼玉東支局 ☎048（960）7810（代）

越谷市弥生町2-20 井橋第2ビル2F
〒343-0816 FAX.048（960）
7811

千代田区東神田2-1-8 秋葉原クロスサイド5F
〒101-0031 FAX.03（6891）
5811

□ 湘南支局

（29）2810（代）
☎0466

藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビル4F
〒251-0052 FAX:0466
（29）2210

町田市森野1-35-1 ジアロ町田ビル5F
〒194-0022 FAX.042（723）
8103

2019年4月現在

■発行エリア
・宮前区、
田園都市版（川崎市都筑区
横浜市青葉区・都筑区・緑区）
・中区・南区・神奈川区・港北区・
横浜中央・北 川崎東版（横浜市西区
）
鶴見区、川崎市川崎区・幸区・中原区
横浜市西区・中区・南区・磯子区・港南区・栄区・
横浜南・西版（金沢区・保土ケ谷区・旭区・瀬谷区・戸塚区・泉区）
目黒区、世田谷区、
東急沿線版（渋谷区、
）
大田区、品川区
相模原市、
町田市・相模原市・麻生区・多摩区版（町田市、
川崎市麻生区・多摩区）
武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、
多摩版（杉並区、
立川市、府中市、八王子市、
日野市、昭島市、多摩市）
渋谷区、
小田急線・京王線沿線版（世田谷区、
杉並区、狛江市、調布市）
※（ ）内の行政区は2017年-2018年掲載実績です。
※配布エリアの地図、配布詳細につきましては流通資料をご覧ください。

■ご近所ドクターBOOKの特徴

●
「フリーペーパー」
だから、
潜在患者に訴えることが可能です

●
「医療専門誌」
だから、
イメージを壊しません

●
「年間保存版」
だから、
より長い効果が期待できます

●
「地域密着」
だから、
近隣住民へのPRが可能です

●
「インタビュー形式の記事」
で、
より医院の特徴を伝えられます

BOOK

「ドクターの人柄」
を重視した編集
ポイントは先生の素顔を見せる誌面作り

エリアごとに医院情報を掲載。
クリニックのことがまとめてわかる、検索性のあるページです。

HELLO! ご近所ドクター
先生の人柄やクリニックコンセプトなどを読者に分かりやすく伝えます。

◆多いかもしれませんが、笑顔が素敵で、おも
◆最後まで治療に前向きに取り組めた、治療を
して本当によかったという声を沢山頂きます。
笑顔が素敵で、おもしろくて優しいです。

波 土 先 生 は ︑今 ま で 行った 治 療
が延べ３０００件 以 上という 矯
正の ベテ ラン ︒新 幹 線 通 院 す る
患 者 さんもいるというその確か
な技術に迫ってみた︒

診療のモットーは︑患者さん

ます︒矯正装置を体験してみる

んが納得した上で治療を開始し

をかけてよく話し合い︑患者さ

な治療法を提案すること︒時間

の求めるゴールを理解し︑最適

また︑矯正治療を終えた患者

談やメール相談にも対応してい

ます︒

があった場合は︑無料で個別相

ことも可能ですし︑不安や疑問

さんには無期限でアフターフォ

ローを実施︑装置技術料無料で

再治療も行っています︒

歯は大切な身体の一部であ

ながるということを訴えたい︒

﹃あ﹄歯の健康は心の健康につ

そこで当院では﹃スマイルデザ

や機能だけでなく︑口唇と歯の

イン﹄を提唱︑歯の咬み合わせ

関係︑歯の形態や色調︑個々の

歯の連続性︑歯肉の形態などを

しれませんが︑舌側矯正やブラ

す治療法です︒矯正＝抜歯とい

うイメージを持つ方も多いかも

いわば︑魅力的な笑顔を創り出

院内では常にビートルズなど︑

ます︒気兼ねなく︑リラックス

して治療を受けてほしいですか

ら︒ホスピタリティーを大切に︑

私自身が選んだ音楽を流してい

診療のモットーは︑患者さん

この文字はアタリ文○字です︒
白い丸で十○文字黒い丸で

患者さんを笑顔にしたいという

思いは︑いつも胸にあります︒

をかけてよく話し合い︑患者さ

んが納得した上で治療を開始し

ます︒矯正装置を体験してみる

な治療法を提案すること︒時間

の求めるゴールを理解し︑最適

があった場合は︑無料で個別相

ことも可能ですし︑不安や疑問

談やメール相談にも対応してい

ます︒また︑矯正治療を終えた

フォローを実施︑装置技術料無

患者さんには無期限でアフター

料で再治療も行っています︒

歯は大切な身体の一部であり︑

歯の健康は心の健康につながる

ということを訴えたい︒そこで

当院では﹃スマイルデザイン﹄

療計画を立てています︒いわば︑

治療後の笑顔と口元を考慮し治

だけでなく︑口唇と歯の関係︑

歯の形態や色調︑個々の歯の連

続性︑歯肉の形態などを調べ︑

を提唱︑歯の咬み合わせや機能

内科

東川口

◆怖いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、
笑顔

15:00〜20:00 ● ※ ● ● ● ▲ ― ―
※月曜火曜00:00〜00:00 ※木曜金曜土曜00:00

◆最後まで治療に前向きに取り組めた、
治療をして本当によ
かったという声を沢山頂きます。
◆多いかもしれませんが、
笑顔が素敵で、
おもしろくて優しい
です。
◆最後まで治療に前向きに取り組めた、
治療をして本当によ
かったという声を沢山頂きます。
笑顔が素敵で、
おもしろくて

無理なく適切な健康管理を提案
外科医としての見地から全身を診る
日本内科学会総合内科専門医

波土 太郎先生

当院は自宅で療養する患者

育児相談や受験の話など患者

師︑看護師など全員が女性で︑

らと思っています︒当院は医

ていただいた恩返しができた

したので︑地域の方々に育て

00-0000-0000

この文字はアタリ文○字です。白い丸で
十○文字黒い丸で百文字○になります。
この文○字はアタリ文字です○

関連ページ

00・00

МΑP A-00

良くない

さんを定期的に訪問し診療を

さんのご家族と会話が弾むこ

当院は自宅で療養する患者

行う︑在宅医療専門です︒患

とも多いんですよ︒

者さんと信頼関係を築き︑誠

さんを定期的に訪問し診療を

実に︑自分の家族を診るよう

者さんと信頼関係を築き︑誠

な気持ちで診療にあたってい

実に︑自分の家族を診るよう

疾患や容体は患者さんによ

ます︒

な気持ちで診療にあたってい

ます︒疾患や容体は患者さん

って千差万別︒時には終末期

によって千差万別︒時には終

医療に関わることもあります︒ 行う︑在宅医療専門です︒患

タリ文字です︒白い○丸で十文字黒

文字になり○ます︒この文字はア○

す○︒白い丸で十文字黒○い丸で百

ります︒この文○字はアタリ文字で

丸で十○文字黒い丸で百文字○にな

白い○丸で十文字黒い丸で●この文

す︒この文字はア○タリ文字です︒

十文字黒○い丸で百文字になり○ま

○字はアタリ文字です○︒白い丸で

い丸で百文字○になります︒この文

い丸で

この文字はアタリ文○字です︒白

字はアタリ文○字です︒白い丸で十

なります︒この文○字はアタリ文字

い丸で十○文字黒い丸で百文字○に

この文字はアタリ文○この文字
はアタリ文○この文字

です︒白い○丸で十文字黒い丸で●

り○ます︒この文字はア○タリ文字

い丸で十文字黒○い丸で百文字にな

この文○字はアタリ文字です○︒白

○文字黒い丸で百文字○になります︒

タリ文字です○︒白い丸で十文字黒

文字○になります︒この文○字はア

です︒白い丸で十○文字黒い丸で百

黒い丸で●この文字はアタリ文○字

○タリ文字です︒白い○丸で十文字

です○︒白い丸で十文字黒○い丸で

百文字になり○ます︒この文字はア

この文字はアタリ文○字です︒白

百文字になり○ます︒この文字はア

です○︒白い丸で十文字黒○い丸で

なります︒この文○字はアタリ文字

い丸で十○文字黒い丸で百文字○に

この文字はアタリ文○この文字
はアタリ文○この文字

○字はアタリ文字です○︒

い丸で百文字○になります︒この文

リ文○字です︒白い丸で十○文字黒

で十文字黒い丸で●この文字はアタ

文字はア○タリ文字です︒白い○丸

○い丸で百文字になり○ます︒この

です︒白い丸で十○文字黒い丸で百

●1Pサンプル

0000年 この文字はアタリ文○
0000年 この文字はアタリ文○この文字はアタリ文○
●この文字はアタリ文○
●この文字はアタリ文○この文字はアタリ文○
●この文字はアタリ文○

■二世帯

6%

■その他

13%

読者コメント
●先生の顔がでているので親近感がわきました。
医院名だ
けでは詳しく特徴が分からないので、
ありがたいです。
●初めて行くところでも安心していけると思いました。背
中を押していただいたような気持ちです。
●今はインターネットで検索する時代だけど、やはりこう
いった読み物で情報を知ることができると思いました。

16%
22%

誌面全体の満足度
不満2%

記事の反響について

やや不満3%

■写真
■記事内容

やや満足

82%
78%
2%
0%

12%

大変満足

13%

10件以上······ 10%
5〜9件··············5%
3〜4件··········· 10%
1〜2件··········· 12%

満足70%

８割以上の先生方から
「満足」
の声を頂いています。
プロカメラマン・ライターによる写真、記事内容が好評です。

気にしない ······5%
分からない··· 48%
なし·················· 10%

「反響あり」
と答えた先生は4割近くいます。

2016年
5月開院

00-0000-00000 予約専用

●1/2Pサンプル

NET

情報満載の医療情報専門サイト

特集スペース
医療機関専門誌ならではの特集
を行うことで、より利便性の高い
情報提供が可能です。

【掲載実績・予定】
鍼灸・整骨院特集、人間ドック、
病院特集、介護特集、ほか

BOOKのコンセプトを継承した地域密着型サイト

全国16万件の医療機関を網羅。
医療機関のポータルサイト

全国の医院情報から、エリア・診療科目・設備面などから検索が可能。
スマートフォンやタブレットでもスムーズにアクセス。

フリー広告スペース
長期保存され、熟読・活用される
医療機関情報の専門誌で、貴社
の商品・サービスを強くアピール
できます。

反響あり

14・26

この文字はアタリ文○字です。
白い丸で十○文字黒い丸で百文
字○になります。
この文○字はアタリ文字です○。
白い丸で十文
字黒○い丸で百文字になり○ます。
この文字はア○タリ文字で
す。
白い○丸で十文字黒い丸で●百文字になります。

黒い丸で●この文字はアタリ文○字

名前 ○○先生

循環器・内科全般・リハビリ

関連ページ

知っておきたい 治 療 & 検 査 法

解説してくれたドクターは…

アタリ文○｜この文字はアタリ文○

末期医療に関わることもあり

00-0000-00000

アタリ文○○と
は

○タリ文字です︒白い○丸で十文字

※この文字はアタリ文○ ※この文字はアタリ文○

20%

1%
6%
36%
27%
10%
11%
8%
1%

診療時間、曜日の都合が良い
スタッフの対応が良い
待ち時間が短い
医療設備が充実している
最寄りの駅やバス停から近い
院内の雰囲気や医療以外のサービスが充実
その他

横浜市中区桜木町3-14-10
立川市柴崎町2-17-21-2階

この文字はアタリ文○この文字
はアタリ文○この文字はアタリ

す︒この文字はア○タリ文字です︒

リ文○字です︒白い丸で十○文字黒

□アタリ文○ ........... 0,000円〜
□アタリ文○ ........... 0,000円〜

タリ文字です○︒白い丸で十文字黒

で十文字黒い丸で●この文字はアタ

○い丸で百文字になり○ます︒この

文字○になります︒この文○字はア

文字はア○タリ文字です︒白い○丸

この文字はアタリ文○字です︒白

白い○丸で十文字黒い丸で●

い丸で十○文字黒い丸で百文字○に

この文字はアタリ文○この文字
はアタリ文○この文字

□アタリ文○注射 ..........0万円〜
□アタリ文○注射 ..........0万円〜

この文字はアタリ文○字です︒白

百文字になり○ます︒この文字はア

です○︒白い丸で十文字黒○い丸で

なります︒この文○字はアタリ文字

い丸で十○文字黒い丸で百文字○に

この文字はアタリ文○この文字
はアタリ文○この文字

字はアタリ文○字です︒白い丸で十

白い○丸で十文字黒い丸で●この文

す︒この文字はア○タリ文字です︒

十文字黒○い丸で百文字になり○ま

○字はアタリ文字です○︒白い丸で

い丸で百文字○になります︒この文

です︒白い丸で十○文字黒い丸で百

黒い丸で●この文字はアタリ文○字

○タリ文字です︒白い○丸で十文字

百文字になり○ます︒この文字はア

です○︒白い丸で十文字黒○い丸で

なります︒この文○字はアタリ文字

○い丸で百文字になり○ます︒この

タリ文字です○︒白い丸で十文字黒

文字○になります︒この文○字はア
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白い丸で十○文字黒い丸で百文字○になります。
この文○字は
アタリ文字です○。
白い丸で十文字黒○い丸で百文字になり○ます。
この文字はア○タリ文字

字になります。○この文字はアタリ文○字です。白い丸で十○文

﹃あ﹄歯の健康は心の健康につ

白い丸で十○文字黒い丸で百文字○になります。この文○字はア
タリ文字です○。白い丸で十文字黒○い丸で百文字になり○ます。
この文字はア●タリ文字です。白い○丸で十文字黒い丸で○百文

診療のモットーは︑患者さん

歯の連続性︑歯肉の形態などを

字黒い丸で○百文字になります。○この文字はアタリ文○字です。

関係︑歯の形態や色調︑個々の

字になり○ます。この文字はア○タリ文字です。白い●丸で十文

の求めるゴールを理解し︑最適

タリ文○字です。白い丸で十○文字黒い丸で百文字○になります。
この文○字はアタリ文字です○。白い丸で十文字黒○い丸で百文

この文字はアタリ文○字です︒
白い丸で十○文字黒い丸で

白い○丸で十文字黒い丸で●百文字になります。○この文字はア

な治療法を提案すること︒時間

黒○い丸で百文字になり○ます。この文字はア○タリ文字です。

医院選びで重視すること

読者DATA

東川口

在宅医療・訪問リハビリテーション・訪問看護

この文字はアタリ文○字です。
白い丸で十○文字黒い丸で百文字○になりま
す。
この文○字はアタリ文字です○。
白い丸で十文字黒○い丸で百文字にな
り○ます。
この文字はア○タリ文字です。
白い○丸で十文字黒い丸で●百文

この文字はアタリ文○字です。白い丸で十○文字黒い丸で百文字
○になります。この文○字はアタリ文字です○。白い丸で十文字

をかけてよく話し合い︑患者さ

風邪から循環器疾患までを丁寧に診察し早期発見のパ
イオニア。風邪から循環器疾患までを丁寧に診察。

内科

この文字はアタリ文○字です。
白い丸で十○文字黒い丸で

駅名・エリア名

内科・消化器内科・呼吸器内科・胃腸内科・気管食道内科

読者の声
ご近所ドクターBOOKを読んで、
かかってみたい（かかったことがある）
医院はありますか？

患者さんが、安心感をもって医療施設に足を運べるような情報を提供します。
ご近所ドクターガイドフォーマット広告

DATA

自由に編集が可能
【掲載実績】
医薬品メーカー、食品メーカー、
有料老人ホーム、生命保険、
総合スポーツクラブ、医療機関、
薬局、住宅メーカー、ほか

医院紹介ページは、最大16ページ、38枚の写真を掲載可能。
スタートアップ時には撮影・原稿作成のサービスもございます。また、
専用のID・PWで管理画面にログインし、ページ上の情報をいつでも
編集可能です。

充実のサポート体制
ご利用の医院様は、通話料無料、365日年中無休、10時から21時まで、
サポート事務局で直接オペレーターがしっかりサポートいたします。

※各ページのデザインは変更になる場合があります。
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