
 

2020 年度 横浜市民ギャラリー情報誌に掲載する 

広告大募集！ 

お問合せ：横浜市民ギャラリー（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団/西田装美株式会社 共同事業体） 

〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26-1  TEL:045-315-2828  FAX:045-315-3033  https://ycag.yafjp.org/ 

申込方法：直接来館 または FAX 裏面に必要事項を明記の上、お申込みください。 

受付期間：2020 年 1/14（火）10：00 ～ 1/21（火）18：00 必着 
 
※希望が重なった場合は、当館で調整させていただきます。調整の目安は、 

①1 媒体あたりにより広く掲載希望の方、②広告掲載料の合計がより多い方、③先着順です。 

※空きが出た場合は、随時先着順で受付を行います。 

アートヨコハマ 

●体  裁：29.7×84.0cm、5 山蛇腹折り、全 12 頁、両面カラー 

●発行日：2020 年 6/1（68 号）、10/1（69 号）、2021 年 2/1（70 号） 

●発行部数：10,000 部／回 

●配布場所：市内公共施設、美術施設、民間画廊、県内大学、 

      専門学校など 

 

ヨコハマ・ギャラリー・マップ 

横浜画廊散歩 ①大人のためのアトリエ講座 
②ハマキッズ・アートクラブ 

●体    裁：29.7×69.0cm、片見出し 5 面折り、両面カラー 

●発 行 日：2020 年 夏頃    

●発行部数：10,000 部/年 

●配布場所：市内公共施設、美術施設、民間画廊、県内大学、 

専門学校など 約 210 ヶ所 

 

●体    裁：A3 の巻三つ折り、全 6 頁、両面カラー 

●発 行 日：毎月 1 日発行  ●発行部数：4,500 部／月 

●配布場所：市内公共施設、美術施設、民間画廊など約 210 ヶ所 

 

●体    裁：A3 二つ折り、4 頁、両面カラー 

●発 行 日：① 2020 年 3 月、9 月  ② 2020 年 3 月 

●発行部数：① 10,000 部/回        ② 14,000 部 

●配布場所：市内公共施設、美術施設、民間画廊など 

① 約 220 ヶ所         ② 約 340 ヶ所 

 

2020年度分の広告申込み、1月 14日から受付一斉スタート！ 
配布先は、横浜市内の美術施設や画廊、公共施設、学校など。 

展覧会や貴店のイベントの広報・宣伝に、ぜひご活用ください。 

※価格変更しています。また、より効果的な広報のために配布先を変更しております。
ご確認の上、お申込下さい。 

申込書は裏面

毎月発行。市内の展覧会情報を掲載する、美術愛好家に

人気の情報誌。1枠 5,500円からでお手頃！ 

裏表紙全面 55,000 円 

（タテ 28.4×ヨコ 12.8cm） 

裏表紙 1/2  27,500 円 

（タテ 13.8×ヨコ 12.8cm） 

中面記事下 11,000 円 

（タテ 6.0×ヨコ 13.0cm） 

1 回で 4 ヶ月間掲載も魅力！当館の展覧会、イベント

情報満載の総合情報誌。 
裏表紙全面 100,000 円 

（タテ 28.4×ヨコ 12.8cm） 

裏表紙 1/2   50,000 円 

（タテ 13.8×ヨコ 12.8cm） 

中面記事下  25,000 円 

（タテ 6.0×ヨコ 13.0cm） 

市内の美術施設・画廊約 140施設の情報を掲載！ 

1 年を通して利用されます。 

裏表紙全面 16,500 円 

（タテ 26.5×ヨコ 12.8cm） 

裏表紙 2/3 11,000 円 

（タテ 17.5×ヨコ 12.8cm） 

裏表紙 1/3 5,500 円 

（タテ 8.5×ヨコ 12.8cm） 

当館主催の各講座案内。 

お申込期間が 

早まりました！ 

原稿締切：2/3（月）予定 

裏面記事下   20,000 円 

（タテ 6×ヨコ 9.5cm） 

裏面記事下横長 40,000 円 

（タテ 6×ヨコ 19cm） 

NEW 



                                                                                           年   月   日

2020年度 横浜市民ギャラリー情報誌広告申込書 

横浜市民ギャラリー 行 

企業・団体名： 

代表者名： 

連絡担当者名：              (以下は連絡担当者について記入) 

住所：〒 

電話番号： 

E-メールアドレス： 

希望納品部数：       部 （最大 50 部） 

 

下記の通り横浜市民ギャラリー情報誌の広告を申込みます。（ご希望の誌面・号の広告に、○印をご記入ください） 

  

アートヨコハマ 発行日 裏表紙全面（55,000 円） 裏表紙 1/2（27,500 円） 中面記事下（11,000 円） 

68 号（6 月～9 月） 6/1    

69 号（10 月～1 月） 10/1    

70 号（2 月～5 月） 2/1    

 

ヨコハマ・ギャラ

リー・マップ 
発行日 裏表紙全面（100,000 円） 裏表紙 1/2（50,000 円） 中面記事下（25,000円） 

2020-2021 版 夏頃    

 

横浜画廊散歩 発行日 裏表紙全面（16,500 円） 裏表紙 2/3（11,000 円） 裏表紙 1/3（5,500 円） 

5 月号 5/1    

6 月号 6/1    

7 月号 7/1    

8 月号 8/1    

9 月号 9/1    

10 月号 10/1    

11 月号 11/1    

12 月号 12/1    

1 月号 1/1    

2 月号 2/1    

3 月号 3/1    

4 月号 4/1    

 

 発行日 裏面記事下横長（各期 40,000 円） 裏面記事下（各期 20,000 円） 

大人のためのアトリエ講座 年 2 回 前期 後期 前期 後期 

ハマキッズ・アートクラブ 年 1 回   

【申込先】横浜市民ギャラリー 情報誌広告担当 

〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26-1 TEL：045-315-2828 FAX：045-315-3033 

開館 10:00～18:00 （毎月第 3 月曜日、年末年始休館） 


