
SAVVYの定番＆人気コンテンツ「京都」。今年も京都に夏を告げる
祇園祭のタイミングでの「夏の京都」です。
今号のテーマは「ひとりで楽しむ京都」。ひとりだからこそ楽しめる
京都、ひとりでも楽しい京都を地元出版社ならではの視点でご紹介。
リピーターはもちろん京都在住者も必携！の一冊です。
■タイアップ広告企画一覧　

　ひとり京都

 

   

全ての企画はＨＰ より 取り 出せます！www.Lmaga.jpにアクセスして下さい。

広告のお申し込み・お問い合わせ先
（株）京阪神エルマガジン社　広告部　広告課　06-6446-7717（大阪本社） 

 

  

カラー1ページ　　…………　　 680,000円（制作費込み・税別）
カラー1/2ページ     …………　　 350,000円（制作費込み・税別）
カラー1/4ページ     …………　　 180,000円（制作費込み・税別）
クライアントソース：コスメメーカー、エステティック・リラクゼーションサロン、
　　　　　　　　   ビューティ系ショップ　等

 

  

SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer

 

 

版   　型：A4変型・中綴じ
仕　　様：カラー24ページ、46/90kgマット紙（予定）
配布部数：20,000部（本誌部数170,000部）
配 布 先 ( 予 定 ) ：大阪（梅田･本町･心斎橋）神戸（三宮･元町）京都（烏丸･河原町）

SAVVY8月号では、抜き刷り配布付き広告企画「SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer」を実施
致します。SAVVY本誌での掲載に加え、その誌面を抜き刷り冊子にし、大阪・神戸・京都で、
20,000部を街頭無料配布致します。※詳細は別紙をご覧下さい。

【SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer】概要

 

配 布 日 ：6月23日（金）頃

2017年8月号
6月23日発売予定

 

SAVVY2017年8月号ご案内(1)

夏だから！ SAVVY BEAUTY NEWS

■広告企画申し込み締め切り日　2017年5月8日   （月）
■広告申込締め切り日　　　　    2017年5月12日(金)

■原稿入稿締め切り日　　　　　            2017年5月23日(火)

関西エリアNo1! 自分らしく毎日を楽しむためのOLライフスタイルマガジン

 SAVVY 本誌
　　　+
抜き刷り配布付



BARGAIN BOOK 2017 Summer
本誌掲載 +街頭配布冊子への掲載

＊クライアントの誌面は SAVVY 本誌に加え、抜き刷り冊子「SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer」にも
掲載致します。
＊同冊子は京阪神の主要駅周辺にて読者世代の女性に向けて専任スタッフが直接手渡します。
＊設置型フリーペーパーとは違うユーザーに向けた直接配布、また「SAVVY」ブランドを活かした冊子体裁
により着実にターゲット層の手に届き、掲載情報を幅広く告知する誌面となります。

クライアント
　広告誌面SAVVY

本誌への掲載

→ → SAVVY
BARGAIN BOOK
への掲載

※街頭配布イメージ
■企画一覧
★好評企画★　編集記事ページ付き特別企画
①スプレッド見開き              特別定価 850,000 円（制作費込み・税別）

②表 2見開き本誌セット     特別定価 1,700,000 円（制作費込み・税別）
　※純広告 2ページを SAVVY 本誌の表 2見開き及び SAVVY BARGAIN BOOK の表 2見開きに掲載。
　　編集記事 2ページを SAVVY 本誌中面及び SAVVY BARGAIN BOOK の中面に掲載。

③表 4本誌セット    　　　 特別定価 1,100,000 円（制作費込み・税別）
　※純広告 1ページを SAVVY 本誌の表 4及び SAVVY BARGAIN BOOK の表 4に掲載。
　　編集記事 1ページを SAVVY 本誌中面及び SAVVY BARGAIN BOOK の中面に掲載。

★純広告企画★
◎SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer 内　表 2見開きセット 1,300,000 円（税別）
　※純広告 2ページを SAVVY 本誌の中面及び SAVVY BARGAIN BOOK の表 2見開きに掲載。

◎SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer 内　表 4セット　　　　700,000 円（税別）
　※純広告 1ページを SAVVY 本誌の中面及び SAVVY BARGAIN BOOK の表 4に掲載。

◎SAVVY BARGAIN BOOK 2017 Summer 内　中面 1Ｐセット　　 650,000 円（税別）
　※純広告 1ページを SAVVY 本誌の中面及び SAVVY BARGAIN BOOK の中面に掲載。

純広告
※純広告 1ページ +編集記事 1ページの見開きを
　SAVVY 本誌及び SAVVY BARGAIN BOOK に掲載

SAVVY2017年8月号ご案内(2)

※価格は変更になる場合があります。　※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。　※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。詳しくは店舗にお問い合わせください。　※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

☎00-0000-0000
住所住所住所住所住所住所住所
ショッピング　午前●時～午後●時
レストラン　午前●時～午後●時
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休
http://www.●●●●●●

施設名称

テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。テ
キストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。テ
キストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。テ
キストはダミーです。

☎06-6346-7088

フォックスファーの
リュクスなオーラ

69,000円→●●●●●円

テキストはダミーです。テキストはダミー
です。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキ
ストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。

☎00-0000-0000

好感度バツグンな
ニットワンピ

28,000円→●●●●●円
テキストはダミーです。テキストはダミー
です。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキ
ストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。

☎00-0000-0000

冬カジュアルの
リッチな名脇役

22,000円→●●●●●円

テキストはダミーです。テキストはダミー
です。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキ
ストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。

☎06-6346-7088

ハイカジュアルな
個性派ブルゾン

80,000円→●●●●●円

テキストはダミーです。テキストはダミー
です。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキ
ストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。

☎00-0000-0000

アンティーク調の
豪華ビジュー

4,800円→●%~OFF

テキストはダミーです。テキストはダミー
です。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキ
ストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダ
ミーです。テキストはダミーです。

☎06-6341-1707

長さもテイストも
自分好みにアレンジ

62,000円→●●●●●円

●月●日（●）～●月●日（●）

テキストはダミーです。テキストはダミーです。テキストは
ダミーです。テキストはダミーです。テキストはダミーで
す。テキストはダミーです。テキストはダミーです。テキス
トはダミーです。テキストはダミーです。テキストはダミー

☎00-0000-0000

優雅でクラッシーな新顔ブランド

88,000円→●●●●●円

憧れブランドを指名買い！
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