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概要
日本で刊行されているフリーペーパー１０５３点を全国地方別に収録。タイトル、創刊年、配布形態、部数、広告料金、
内容、発行者

2017年12月27日 . みしょらんガイド2017は、このほど「日本タウン誌・フリーペーパー大賞2017」において、. グルメ部門優
秀賞を受賞いたしました。 奄美大島で2014年に生まれ、奄美の飲食情報を集約し奄美で配布してきたみしょらんガイ
ド。 島人と島に訪れる皆様に手に取っていただき、毎年すくすくと成長してきました。 そして４作目となった今年、初めて全
国の場へとエントリー。 全国のハイレベルな冊子のなかから、まさかの受賞のお知らせをいただくことができました。 制作に携
わったすべての方、掲載店の皆様、手に.
2017年5月25日 . 黒田隆憲監修フリーペーパー「FEEDBACK AGAIN ～ A Young Person's Guide To Shoegazer ～」
配布のお知らせ. . ライドとスロウダイヴの新作リリースを記念して音楽レヴュー・サイト＜Mikiki＞で連載されていた「シュー
ゲイザー講座」。2010年の名著「シューゲイザー・ディスク・ガイド」の共同監修を務めた音楽ライター黒田隆憲さんが、その
ルーツから後世への影響など、シューゲイザーの魅力を多岐に渡り伝える連載は＜Mikiki＞ . 配布は6月2日（金）頃より
全国のレコード店などにて順次開始。
商品番号：3010154013. 全国フリーペーパーガイド ２０１７. 発行：メディア・リサーチ・センター 編集：『雑誌新聞総かたろ
ぐ』編集部. 全国フリーペーパーガイド ２０１７. 発行年月日：2017/07/25. ＩＳＢＮ：978-4-89554-117-6. 販売価格： 4,320
円（税込）. 個数：. お問い合わせ. 本書には、国内で発行されている定期刊行物の総目録である『雑誌新聞総からご
る』（２０１７年版：２０１７年５月２５日発行）の別冊として、フリーペーパー１，０５３点の情報を収録。 広告・宣伝・広報
部門における媒体選定資料として、あるいはフリー.
2017年12月2日 . タウン誌とフリーペーパーの祭典「日本タウン誌・フリーペーパー大賞 2017」において、英国ニュースダイ
ジェストが海外媒体部門賞の最優秀賞を受賞いたしました。 日本全国のみならず、海外に拠点を持つ有料・無料のタウ
ン誌及びフリーペーパーも参加する同賞では、過去に姉妹誌であるドイツニュースダイジェスト、フランスニュースダイジェスト
が海外媒体部門賞の最優秀賞をいただいており、今回、英国もその仲間入りを果たすことができました。1985年の創刊
以来、長きにわたってご支援、ご愛読.
WORKS 書籍実績 国内 - フリーペーパー. . 編集プロダクション（総合コンテンツ制作）のP.M.A.トライアングル > これまで
の実績 > 国内 > フリーペーパー一覧. 国内 - フリーペーパー. TOKYO GUIDE MAP KABUKICHO2018年 1月号 · 番
町瓦版 27号 · TOKYO GUIDE MAP KABUKICHO2017年 12月号 · TOKYO GUIDE MAP KABUKICHO2017年
11 .. 真夏の夜空に百花繚乱！2010年8月5発行 ―「2010花火大会ガイド」 メトロガイド8月号 · HOT PEPPAR 7月号
（全国エリア） · 京急線 普通電車の旅vol.17 三崎口.
フリーペーパーナビは、日本全国+海外のフリーペーパーを、ジャンル・地域・スケジュール別でご紹介！フリーペーパーに関
わる全ての方々がご利用いただけるポイントラグが運営する情報検索サイトです!!
2017年1月15日 . 金沢のすごいフリーペーパー。LinkとFavo。 どこか旅行に出かけると一度は見かけるもの、フリーペー
パー。駅や空港やサービスエリアなんかでフリーペーパーを見かけるとつい手にとってしまいますよね。それで、そこにインター

ネットやガイドブックに載らない観光情報が書いてあったりして面白いですよね。 . 2017年1月号では2016年に売れた金沢
のお土産が特集されました。この特集 . 私は日本全国47都道府県を旅しましたが、ここまでクオリティが高いフリーペーパー
を他に見つけられませんでした。
トップ＞全国フリーペーパーガイド 2017. 全国フリーペーパーガイド 2017. [書誌情報]. 出版者: メディア・リサーチ・センター;
出版年月日: 2017.7. 請求記号: UC1-L7; 書誌ID: 028358247. [書誌情報 続き]. 出版地: [東京]; 資料形態: 228p
30cm; 注記: 索引あり; ISBN: 978-4-89554-117-6; 全国書誌番号: 22926514; 件名: フリーペーパー--書目; NDLC: UC1
／ UC191; 本文の言語: jpn. [書誌情報 追記] · [書誌情報 追記]. 出版地: [東京]; 資料形態: 228p 30cm; 注記: 索
引あり; ISBN: 978-4-89554-117-6; 全国書誌番号:.
2017年12月4日 . 株式会社福井銀行（頭取 林 正博）は、一般社団法人日本地域振興協会主催の「日本タウン誌・.
フリーペーパー大賞 2017」において、福井銀行が作成した観光ガイドブック「福井銀行 Presents. ふくジェンヌのいこっさ！
福井～福井の楽しみ方ガイド～」が企業誌部門賞にて優秀賞を受賞し. ましたので下記のとおりお知らせいたします。 同
アワードでの金融機関の受賞は全国で初、福井県内企業の受賞も初の快挙です。 福井銀行は、今後とも、福井の観
光活性化に「ふくジェンヌ」による関わりを始め、様々.
2011年5月2日 . 2010年12月、東京・渋谷にフリーペーパー専門店「Only Free Paper」がオープン。ファッション、音楽、
アート、旅、食など、様々なフリーペーパーが揃う夢のような空間です。 セレクトショップのような、おしゃれな店内には1000
冊以上のフリーペーパーが並び、気に入ったものは、もちろんフリー（無料）で持ち帰ることもOK。雑誌「Pen」でも表紙を飾
り、各メディアから注目を集めています。そんな今話題のショップを訪れ、代表の石崎孝多さんにお店の魅力を直撃しまし
た。 1. 店内には、全国から集めた.
フリー・ペーパーふりーぺーぱー free paperfree distributed publications. 無料配布紙・誌。収入を専ら広告のみに頼り、
無料で読者に配布される定期刊行物をさす。新聞のように製本されていないものをフリー・ペーパー、雑誌のように製本さ
れたものをフリー・ . を創刊した。1971年に東京多摩地域でサンケイリビング新聞社が創刊した週刊『フジサンケイリビング
ニュース』（現『リビング新聞』）は、その後日本全国で発行されるようになり、2010年（平成22）には全国の56紙誌で800万
部以上を発行するネットワークを構成して.
岐阜を中心に岐阜・愛知・三重・滋賀・東京に拠点を持つ広告と生活情報誌（フリーペーパー・フリーマガジン）の中広.
フリーペーパー. 最新. vol163. うさぎの耳 東・中部・但馬版 12月YONMOKU もうすぐ新年♪ ＊うーちゃんが行く!! 徹底
特集！ お正月の「お年玉」 ＊初詣ガイド2018 GORIYAKU ＊日帰りゲレンデガイド＊ハワイの「インスタ映え」スポット
読む . 朝活」のススメ夏のおすすめスイーツランドセルを選ぼう! 花火GUIDE2017-後編. 読む vol163 スクスクめいと
vol.30 発刊30号記念号 夏のお出かけ特集「鳥取で１日満喫プラン」 かき氷特集 読む vol163 住もっと 2017中部の住
宅特集 ずっと、ずっと、この家でくらしたい。 読む.
全国フリーペーパーガイド ２０１７のページです。日本の書籍・雑誌が早く安くお買い求めいただける日本書店
NihonBooks.comへようこそ。
講談社グループの講談社ビーシー｜クルマの総合情報誌「ベストカー」を始めとして「ベストカープラス」「バスマガジン」「フル
ロード」「講談社BCキッズ」など多数発行の出版社.
2017年8月16日 . 【告知】 全国バンド図鑑2017創刊号に私が掲載されています！大御所も載ってま
す！WANIMA,SUPER BEAVER，スキマスイッチetc…！ 全国のヴィレバンやタワレコで無料配布です！ 手にとってほしい
です！ pic.twitter.com/sS387vmCgD · 返信 リツイート いいね 2017.07.14 20:30. お気に入り詳細を見る · サイバーニュウ
ニュウルーム@CyberNewNew · フォローする. 【掲載情報】 全国のタワーレコードやヴィレッジヴァンガード等で配布のフリー
ペーパー「全国バンド図鑑」へサイバーニュウニュウが.
お得で楽しいインターネット通販のQoo10（キューテン）なら、全国フリーペーパーガイド ２０１６|『雑誌新聞総かたろぐ』編
集部|メディア・リサーチ・センター|送料無料：書籍商品が激安！すぐ使える割引チャンスも豊富！是非お楽しみください。
2016年2月10日 . イベント＆ＭＩＣＥ. サポート企業ガイド ！掲載についてのご案内！ Ver.1 雑誌への掲載.
20160331112609_00001. 雑誌の表紙イメージ. 雑誌は年１回発行のフリーペーパー誌です。 詳細は「イベント＆MICEサ
ポート企業」の雑誌紹介をご覧下さい。 発刊日：毎年１回、３月末発行 . 掲載UP時期：申込後、フォーマットに記載い
ただいてから１週間程度でUP 掲載期間：１年間。掲載UP月は無料サービス（例：2016年７月１日にUPしたら、7月の掲
載料金無料で2016年7月1日～2017年７月31日まで掲載）.
2011年5月9日 . こんにちは、KiDDです。タウン情報全国ネットワーク加盟30誌による.
2017年12月1日 . しーまが毎年夏に発刊している、奄美のグルメ観光ガイドブック「みしょらんガイド」。 今年も地元住民、
観光客のたくさんのみなさんにご活用いただけていますが、なんと今年、このみしょらんガイドが「日本タウン誌・フリーペー
パー大賞2017」最優秀賞にノミネートされました。 ▷ WEBサイトはこちら http://award.nicoanet.jp/ ▷ エントリーページはこ
ちら http://award.nicoanet.jp/media_detail.php?id=155 ▷ 同コンテストの概要はこちら. ◎内容全国各地のタウン誌やフ
リーペーパーに参加を募り、参加.
2017年1月26日 . ＪＲ東小金井駅の高架下沿いに、一風変わった地域密着型のコミュニティースペースがある。地元の野
菜を扱う料理店や工房併設の革物雑貨店、生豆から売るコーヒー豆専門店など個性派ショップが軒を連ねるなか、ひと
き…
本と人をつなげるコミュニティ「＃好きな本を語ろう」フリーペーパー第3号発行！12月下旬より全国書店で連動フェア開
始！ 2017年12月21日. フリペ3号表紙.jpg ＃好きな本を語ろう とは… 本が好きな方もそうでない方も、誰でも参加でき
る読書コミュニティです。 3号のテーマは「私の人生を狂わせた本」 今回はブックガイド『人生を狂わす名著50』（ライツ社）と
コラボ！著者の三宅香帆さんのおすすめ本を『人生を狂わす名著50』の中から5冊、twitterでみなさまから集まった本の中
から10冊の合計15冊を掲載しています。

ガイドブック宮古島は宮古島、宮古諸島の観光に欠かせない観光情報誌。宿泊、レジャー、グルメ、ショッピングなど宮古
島のおすすめショップ、店舗情報が満載。
創刊からの掲載リストです。掲載年度を下部より選択してください。リストはクリックで開閉します。 掲載リスト内のリンクの
あるタイトルは、掲載内容をデジタルブックでご覧いただけます。（VOL.200以降～）. 2018年（平成30年）の掲載（VOL.
321～）. VOL: 発行日: ホージャな人々／ホージャなお仕事: 主な記事. 321: 01.13: 伊予小紋 いちよう 小紋師徳永 早
映 （西条市在住）: ・Hoo-JA! 年賀状コンテスト2018 ・冬の石鎚「雪の森を歩くツアー」参加者募集中. 2017年（平成29
年）の掲載（VOL. 297～320）. VOL: 発行日.
折り込み宅配で到達率100％ 読み応えのある編集紙面. 読売ファミリー媒体概要. ◇ 創刊 1978年（昭和53年）9月 ◇
発行日 毎週水曜日; ◇ 配布方法 読売新聞朝刊に折り込み; ◇ 配布部数 1,568,941部 （日本ABC協会フリーペー
パー発行社レポート2017年1～6月の平均）; ◇ 配布エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、 三重県（一
部の地域）、和歌山県（一部の地域）; ◇ 版建て 大阪北版、大阪南・和歌山版、奈良・三重版、 京都・滋賀版、阪
神版、神戸版の6版; ◇ 体裁 タブロイド判12～16頁、1頁は11段.
2017年9月6日 . 2017年9月6日 新着図書紹介. 印刷用ページを表示する 掲載日：2017年9月6日更新. 最近2週間の
間に、中之島図書館で閲覧可能になった資料の一部をご紹介します。 このリストに掲載できなかった新着資料について
は、「新着図書案内」 . 全国フリーペーパーガイド. 2017 メディア・リサーチ・センター 2017.7 【027.5/149N/(2) 館内閲覧の
み】. ・ 神戸市立博物館館蔵品目録. 美術の部30 :浮世絵版画総インデックス. 3／神戸市立博物館ǁ編集 神戸市立
博物館 2014.3 【069.9/31N 館内閲覧のみ】.
2017年3月4日 . ローカルメディアが面白い、地方が熱い。各地でささやかれ、今や関連書籍も発刊されるほどに盛り上が
りを見せる。その中でもフリーペーパーは顕著である。全国各地で素晴らしいフリーペーパーが軒並み登場し、多くの読者
を楽しませている。しかし、『それがなんなのか』―実際そのことによって何がどうなったのか、本質の部分はなかなか伝わって
きません。このトークセッションでは、全国でも特色あるフリーペーパー・フリーマガジンを発行する・していた編集者の方をゲ
ストに迎え、周囲の反応、やって.
2017年5月22日 . 愛知・岐阜のフリーペーパー「咲楽」さんの２０１７年５月号「名古屋中央版」と「岐阜版」で当店が掲
載されました！ 「大人の習い事特集」のコーナーです！ （名古屋中央版Ｐ１４）（岐阜版Ｐ２１）. （名古屋中央
版）http://www.sakura-world.net/portal/book/select_book/ngl/2017/05/. （岐阜版）http://www.sakuraworld.net/portal/book/select_book/gfl/2017/05/. ・発売２０１７年４月２５日. カテゴリー: 未分類 作成者: あーる パーマ
リンク. 検索. ＜メディア情報＞ ・2017/4/25・・・「咲楽５月号名古屋中央版」と「.
2017/2/5 日本経済新聞 朝刊. “IMPOSTOS EM DIA”. はためく日の丸と一万円札がコラージュされた表紙には、こんな
見出しが躍る。「滞りない納税」という意味で、副題は「日本での納税義務と保険に関する完全ガイド」。ポルトガル語で
書かれた在日ブラジル人向けフリーペーパー「alternativa」の2017年1月26日号だ。 在日ブラジル人向け雑誌
「alternativa」 . しばらくすると「記事が読みたい」との声が多く届き、東京、名古屋、静岡など全国6カ所に記者を配置して
オリジナルの記事を載せるようになった。内容は生活に.
ホージャ; サクラサクライフ; PPGC; Fのさかな; サンデー山口; フリーマガジン Chusma; あわわfree; ならら; フリーマガジンHen;
アイドルパス; faceisahaya; 無料タウン情報誌NAINAI; ランチパスポート; ライトハウス; 四季; みちくさ; はりなび姫路; 月刊
エー・クラス . ミスモ箱根; わげんせ; 「ひと」で見る藤沢“愛”タウン誌ふじさわびと; ミスモ箱根英語版; 箱根・小田原ごちそう
大図鑑; ミスモアネックス; ごちそうMAP; きたかる; イバラキジマンvol.20; GARDEN & 北ノ丸食堂; 都筑区ガイドブック
「GARDEN×都筑区役所」; fuwari.
イヤホン／ヘッドホンのことなら、本誌におまかせ！ この冬の新製品から定番アイテムまで。いま注目すべきアイテムを徹底
レビューしたフリーマガジン「プレミアムヘッドホンガイド」。全国家電量販店やタワーレコードなどで配布中の本誌を、まるごと
ファイル・ウェブで大公開します！ ＜お詫びと訂正＞ ○31ページ「HEADPHONE STYLE GUIDE／ワイヤレス＆ノイズキャ
ンセリング」の中央の記事「PHILIPS Fidelio NC1」におきまして誤りがございました。「ハイレゾ×ノイキャン」、また「再生周
波数はハイレゾをカバー！
MAGAZINE. 2017年 MAGAZINE情報: 2017.02.02. ※発売日・発行日は予告なく変更される場合がございます。 詳
しくは書店、各サイトなどでご確認ください。 ○2/2(木) ぴあclip! 3月号 ※表紙＆インタビュー掲載 ※全国のサークルK・
サンクス店頭にて配布中 . ○5月発行フリーペーパー「FILT」 配布先はこちら ○04/11(金) ラップのことば2 ○02/05(水) 音
楽と人 ○01/25(土) デジモノステーション ○01/24(金) Samurai ELO ○01/21(火) BARFOUT! ○01/14(火) WHAT's IN?
○01/14(火) CD&DLでーた ○01/09(木)
TOPICS. さつきの郷見頃です 2017-06-09; 5月の夕暮れ、撮影スポット 2017-05-08; 伊東線の普通電車に金目電車と
黒船電車 2017-05-06; ゆがわら「らぁ麺屋飯田商店」さんの醤油ラーメン マルちゃんから5/15全国発売♪ 2017-05-05; ホ
テル東横の就活用案内誌 2017-04-19. 検索.
全国フリーペーパーガイド(メディア・リサーチ・センター)を販売中！ フリーペーパー1100媒体弱の情報を収録したデータブッ
ク！ 日本国内で発行されている定期刊行物の情報を収録した年鑑『雑誌新聞総かたろぐ』（1979年創刊。毎年5月.
うまい本 2018. オープン2年以内、今、京阪神で話題の新店だけを集めた美味しいガイドブックの最新版が登場。. 発売
日2017年10月17日（火） · 65歳からの京都歩き. 知的好奇心が旺盛な“人生のベテラン”のための京都案内。四季折々
の祭事から、古典文学、歴史. 発売日2017年9月29日（金） · 日帰り 1泊2日 旅. 目的に合わせて選ぶ、関西から気軽
に行ける「日帰り＆1泊2日旅」最新版！ フォトジェニック. 発売日2017年9月28日（木） · 山あるきとハイキングを楽しむ本
［関西版］. 本気で登山にも気軽にハイキングに.
日和 2016年10月号 vol.131. Feel&taste"Autumn in Chino". 0円(税込). 日和 2016年11月号 vol.132. Lifestyle tied
with work in Nagano. 0円(税込). 日和 2016年12月号 vol.133. GOOD OLD DAYS OF SUZAKA. 0円(税込). <img

class='new_mark_img1' src='//img.shop- 日和 2017年1月号 vol.134. 表紙のタイトル. 0円(税込). <img
class='new_mark_img1' src='//img.shop- 日和 2017年2月号 vol.135. 表紙のタイトル. 0円(税込). <img
class='new_mark_img1' src='//img.shop- 日和 2017年3月号 vol.
全国フリーペーパーガイド ２０１７：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャン
ホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの
安心安全なネットショッピングです。
Amazonで『雑誌新聞総かたろぐ』編集部の全国フリーペーパーガイド〈2016〉。アマゾンならポイント還元本が多数。『雑
誌新聞総かたろぐ』編集部作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また全国フリーペーパーガイド〈2016〉も
アマゾン配送商品なら通常配送無料。
2017冬ANIME主題歌ガイド／最速インフォメーション／ヒットチャート／アニカン通信……and more！ ※次号フリーペー
パーアニカン Vol.176……2017年2月16日（木）頃発刊予定. Vol.175 2017年01月 2017年01月26日
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
＜主な配布ショップ＞ フリーペーパーアニカンVol.175は、1月26日（木）頃より下記全国770箇所以上で品切御免の完全
限定10万部の無料配布デス！ 直販リメンバーSHOP.
ご当地を訪れた観光客、ビジネス客向け地元情報発信型フリーマガジン. . るるぶFREE. 地元情報発信型「るるぶ」が誇
るホテルゲスト専用フリーマガジン登場！ 全国ラインナップ. 主要ホテルで無料配布中！詳しくは各地をクリック！ . るるぶ
FREE トライアスロンへ行こう！2017. 大会情報と観光情報を一冊にまとめました！ 生涯スポーツとして注目を浴びるトラ
イアスロンの大会情報と、周辺の観光スポットをご紹介！ るるぶFREE トライアスロンへ行こう！2017 · 詳細はこちら. るる
ぶFREE BOAT RACE 協賛シリーズ.
「全国フリーペーパーガイド ２０１７」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日
用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届
け、1900円以上で基本配送料無料です。
フリーマガジン、フリーペーパーのホットペッパーが入手できる場所、掲載された記事を紹介するサイトです.
国内の旅行雑誌＞じゃらん最新号をご紹介。国内旅行のツアーや宿情報、周辺の観光情報を提供する旅行雑誌。オリ
ジナルお得プラン「じゃプラン」は必見。
2017年12月17日 . 日本タウン誌・フリーペーパー大賞2017」（一般社団法人日本地域情報振興協会主催）の表彰式
が2日、東京・上野の国立博物館講堂であり、奄美群島情報サイト「しーまブログ」（深田小次郎代表）の「みしょらんガイ
ド」がグルメ部門で優秀賞に選ばれた。 今年は全国のタウン誌やフリーペーパー283誌の応募があり、誌面のクオリティーや
読者の支持率などで競った。グルメ部門は地元のパフェを特集した「よりみち．」（兵庫県・北部）が最優秀賞、同賞に次
ぐ優秀賞は3点が選ばれた。みしょらんガイドは初.
全国フリーペーパーガイド ２０１７/『雑誌新聞総かたろぐ』編集部（社会・時事・政治・行政） - 日本で刊行されているフ
リーペーパー１０５３点を全国地方別に収録。タイトル、創刊年、配布形態、部数、広告料金、内容、発行者、発行元
連絡先などの.紙の本の購入はhontoで。
長寿ライフが楽しくなる「幸せのかたち」は金沢発のフリーマガジンです。「シニア世代」と「シニア世代をサポートする方々」を
応援します。
2017年12月11日 . ぴあが発行するフリーペーパー『ぴあクラシック 2017/18 Winter』が、全国のチケットぴあ店舗(一部を除
く)、タワーレコード、新星堂などにて配布中です。巻頭特集1は、「偉大なる指揮者、カラヤン生誕110年」。20世紀におい
てクラシック音楽の象徴であり代名詞だったカラヤン。.
Candy Stripper MAGAZINE10月号のミニブックを本日より以下の2店舗で商品をお買い物いただいた方に先着でプレゼ
ントします。 【配布店舗】 伊勢丹POP UP STORE 全国CANDY STORE. 限定数となりますのでお早めに☆.
http://candystripper.jp/. 2017.8.31（木）. 雑誌; 別冊+act.（プラスアクト）第24号. 撮りおろし＆インタビュー掲載.
2017.8.10（木）. 雑誌; タワーレコードフリーペーパー『tower+』. インタビュー掲載. 2017.8.9（水）. 雑誌; リスアニ！Vol.30
2017年8月号. インタビュー＆連載コラム掲載. 2017.8.2（水）.
月刊ギャラリーは全国美術館から画廊。展覧会・個展スケジュールを網羅。美術探しの完全ガイドです。
ナレッジキャピタルで行われているイベントやアクティビティのお知らせを中心に、施設の楽しみ方、未来についてちょっとまじめ
に考えてみる、そんな色とりどりの最新情報を掲載しております。館内各所のラックで配布中。是非手にとってご覧くださ
い！
変わりゆく北九州市という街の現在を伝える雑誌『雲のうえ』。行政が関わるフリーペーパーでありながら、ファンクラブの会
報誌が存在するなど、全国の読者から愛されてきた。そこには、地方発の情報発信の課題と可能性がある。
2017年4月27日 . サーファー向けガイドブック『ビーチコーミング・マガジン』2017年4月下旬より全国無料配布スタート！｜
日本で一番記事や取材 . 1993年の創刊以来、既に25号目を数える本冊子は、日本全国のメジャーなサーフスポットと、
海近くでサーファーに人気の飲食店・宿泊施設などを紹介するサーファー専用のガイドブック。各地でサーフィンを . ビーチ
コーミング・マガジンとは「Surf Patrol Tide Tables」潮見表としてスタートして以来、フリーマガジンとして25年の歴史を誇る
サーファー専用のガイドブック。「Beach.
2017年8月28日 . 映画・音楽中心のフリーペーパー「FLYING POSTMAN PRESS(フライングポストマンプレス)」。映画・
音楽を中心に . 【NEWS】HEY-SMITH Presents “OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2017” 9/10（日）に泉大
津フェニックスで開催！ 昨年、過去最大規模の全国ツアー（47都道府県62公演、合計4万人動員）を敢行し、無敵と
なった新生HEY-SMITH主催の最高の音楽のお祭り “HAZIKETEMAZARE”が今年も泉大津フェニックスで9/1０（日）に
開催される。 2010年に「よくわからないフェスが増加.

2015年6月1日 . 人事は、人事担当者にとって有益な情報をお届けするフリーマガジン＆ウェブサイトです。 旬なニュースを
はじめ、他社事例や独自視点のコラム、人事担当 . 人事（フリーマガジン）. 創刊, 2015 年 7 月 1 日. 仕様, A4 サイズ・
オールカラー・250 ページ前後. 価格, 無料. 発行時期, 年4回（季刊）. 発行部数, 最大80,000部. 配布地域, 全国（47
都道府県）. 配布先, 全国の人事・総務担当者宛、経営者（配送） 人事向け展示会 (HR EXPO /Human Capital な
ど ) で直接配布 . 情報はすべて2017年9月1日時点.
秋田キャラバンガイド2017"配布予定箇所》 ＪＲ大宮駅西口イベントスペース「あきた産直市」 12月 13（水）16:00〜
20:00 14（木）〜15（金）10:00〜20:00 16（土）10:00〜17:00 ・全国のタワーレコード・ＨＭＶ・新星堂・ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ・
山野楽器。 ※なくなり次第配布は終了いたしますので、ご了承ください。一部設置していない店舗もございます。 ・東北
エリアのライブハウス仙台：PIT、Rensa、darwin、JUNK BOX、MACANA、HooK、enn 福島：HIP SHOT JAPAN、
CLUB#9、C-MOON 岩手：CLUB CHANGE WAVE 青森：.
えひめリビング新聞社は、毎週木曜日に松山市を中心に家庭に配布されるフリーペーパー「リビングまつやま」を発行してい
ます。バックナンバーの掲載や事業案内、会社概要など。
A4判／フルカラー32頁。ガイドポストの情報をフリーマガジンスタイルで。生活圏内の様々な場所に設置、どなたでも無料
で手に入れられ長期の応募が期待できます。オプションで「ガイドポストWEB」にも転載可。
Ki・ra・ri by norma jean（キラリ バイ ノーマ・ジーン） 2017年8月号. 出版社：: ノーマ・ジーン; 発行間隔：: 月刊. 筑紫野・
太宰府・筑前・鳥栖・小郡・三養基の情報満載！ 巻頭特集「二日市飲み歩きツアー」 企画特集「ひんやりグルメ＆辛?
い料理」 など. 立ち読み · 購 入.
2017年12月19日 . 群馬県長野原町北軽井沢の情報を発信するフリーペーパー「きたかる」が、日本タウン誌フリーペー
パー大賞2017（日本地域情報振興協会主催）のタブロイド部門の.
友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」』 告げられた余命はわずか３か月。生還か永遠の別れか―。大人たちが挑ん
だ極限の闘い。 大人の男たちの間に生まれた、知られざる友情の物語。 ローチケHMV|2017年10月30日(月). 上野千
鶴子 - 世代の痛み - 団塊ジュニアから団塊への質問状 小泉今日子との「アンチ美魔女」対談の記憶も新しい、社会学
者上野千鶴子と、ロスジェネを代表する活動・著述家、雨宮処凛が、来たるケア社会・非婚時代などすぐそこにある社会
課題を論じ合うスリリングな1冊。 ローチケHMV|2017.
☆Guddéi research 2017 WINTER（2017年12月1日発売）. グッデイ・リサーチは、好日山荘が全国の店舗で販売する登
山情報誌です。 特集1. モンスターに会いに森吉山へ ☆文：伊藤俊明 ☆写真：矢島慎一. 特集2. おとな女子登山部つ
じまい、 御嶽山の麓でアイスクライミングにチャレンジ！！ アイスに心を奪われた人・つじまい（おとな女子登山部） アイスの
魅力を教えてくれた人・井坂道彦さん（山岳ガイド） ☆文：宮川哲 写真：岡野朋之. MIZUNO本社にある秘密のブレス
サーモ実験室に、 おとな女子登山部のなずな.
2008年宮古島および周辺離島へ訪れる観光客向けのフリー情報誌として創刊 宮古島内で発行している観光情報誌の
中で広告掲載店舗数が最多！ http://www.miyakozima.net/guide/. 石垣島タウンガイド 年1回、毎年11月発行のフ
リーペーパー／（島内・島外合わせて）年間31万部配布 1998年石垣島初の観光客向けのフリー情報誌として創刊 2014
年で16年の実績 地元のみなさまに長年愛され続けている観光情報誌 http://www.isigakizima.net/guide/. ガイドブック
宮古島 石垣島タウンガイドを全国発送いたします。
長崎のフリーペーパーを集めて電子書籍にしました! 最新号はここでチェック!!
横浜市営交通 広告メディアガイド. TRANSPORTATION BUREAU,CITY of YOKOHAMA. MEDIA GUIDE. 2017.
ご用命は. 横浜市交通局. 〒220-0022. 横浜市西区花咲町6-145 横浜花咲ビル7階. 表紙 撮影／ 森 日出夫. 横浜
市営交通広告のご案内は、 .. 改札機の正面や上部に掲出されたステッカーは、高い視認性を. 誇り、多くのお客様の目
にとまります。 改札機ステッカー. フリーペーパーラック. 改札周辺の好ロケーションに設置したラックは高いピックアップ. 率を
誇り、看板効果としても期待大の媒体です。
フリーペーパー リフト券プレゼント ２０１５のチケット情報、商品情報。全国フリーペーパーガイド 2017などのチケット販売情
報の他、関連商品も。
2017年4月17日 . 2017/4/17. 株式会社アイセイ薬局. ヘルス・グラフィックマガジンVol.25 発行テーマは『じんましん』 予防
医療啓発フリーペーパー 配置拠点数全国500拠点以上に拡大. 株式会社アイセイ薬局（本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：藤井江美）は、4月17日、自社で編集・発行する健康情報誌『ヘルス・グラフィックマガジン』の最新号
「じんましん」特集を発行いたしました。『ヘルス・グラフィックマガジン』は、毎号ひとつの症状にフォーカスし、専門医や各分
野の専門家による症状や改善方法などの解説を、.
2017 全国フリーペーパーガイド. 定価： 4,320円（4,000円＋税） 著者名：メディア・リサーチ・センター 出版社：メディア・リ
サーチ・センター. 買い物かごへ 取り寄せ商品. ISBN, 978-4-89554-117-6. 発行日, 2017年07月25日. 判型, A4. 頁数,
228. 2017 全国フリーペーパーガイド. 関連商品. 取り寄せ商品 · ACC CM年鑑 2017: 定価17,280円（16,000円＋税）.
買い物かごへ. 取り寄せ商品. 取り寄せ商品 · THE YEAR BOOK OF THE CONTEMPORARY SOCIETY 現代用語
の基礎知識 2017: 定価2,970円（2,750円＋税.
軽音マガジン』は 高校軽音楽部のスキル向上を サポートするフリーペーパー. 全国2000校以上へ絶賛配布中です. しか
も！ PDF版とWeb版もあります！ ぜひ、ご利用ください. 『軽音マガジン 2017 Vol.1』PDF版 （クリックするとPDFが開きま
す。容量：21.9MB） · keion_vol1_H1.jpg. keion_banner_giza_650_web.jpg. 特集 「はじめてバンドを組んだなら」. □
［ボーカル編］ · “すぐに歌がうまくなる”時短練習法 · □ ［ギター編］ · コードの覚え方にはコツがあります · □ ［ベース編］ ·
指弾きがオススメですよ · □ ［ドラム編］
▽ＣＤ. 2002年の発刊以来、ゲオの公式フリーペーパーとして毎月発行. されてきた歴史ある媒体です。 読者アンケートの
結果からも、この媒体を入手する事を目的に. 来店される方も少なくありません。 GEO会員の中でも特に情報感度の高

い20～30代が読者の中心です。 毎月70万部を発行. 全国約1,220店舗で配布. 全国のGEOショップで配布します。 全
国の主要店舗に設置. されているラックにて. 配布. レジ横に平置きにて設置. ▽媒体概要. 設置対象ブランド. ゲオ. 配
布店舗. 全国1,220店舗（直営店、FC店含む）. 創刊.
遠藤商事 社長 遠藤 靖彦さん. 遠藤 靖彦（えんどう・やすひこ） 1961年（昭和36年）山形市生まれ。石油製品販売を
核とする遠藤商事グループの創業家の長男として山形市で生まれる。山形南高から明治大学商学部に進み、卒業後、
丸善石油（現コスモ石油）入社。3年後に帰郷、トヨタオート山形（ネッツトヨタ山形）を経て88年遠藤商事へ。常務、専
務を経て2005年から現職。遠藤商事以外にグループ7社の社長を兼務するほか、県石油商業協同組合理事長、全国
石油商業組合連合会理事なども務める。55歳。 2017年10.
全国フリーペーパーガイド（2017） - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯
まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2017年11月29日. 車いす陸上チーム「World-AC」応援特設ページを公開しました。 詳しくはこちら. 2017年11月27日.
あさのあつこさん著「岡山藩物語 吉備の風に吹かれて」を公開しました。 詳しくはこちら. おすすめPICK UP. フリーペー
パー. 月刊プラザ岡山／2018年1月号（Vol.301）. 観光・グルメ. おかやま晴ればれ旅びより. 観光・グルメ. 倉敷市写真
集 -A Collection of Photographs of Kurashiki City-. 観光・グルメ. 岡山藩物語／吉備の風に吹かれて. 岡山ebooks
限定. WORLD-AC OKAYAMA. TOP表示用.
2017年2月13日 . フリーペーパー発行部数ランキング（会社別）. 社名. 発行部数. 株式会社ぱど(2020年度目標) 2,000
万部. 1 株式会社ぱど（現状）. 1,188万部. 2 サンケイリビング新聞社. 1,003万部. 3 リクルート （ホットペッパー等）. 912万
部. 4 株式会社中広. 640万部. 5 読売新聞グループ. 636万部. 6 ウーマンライフ新聞社. 398万部. 7 新聞編集センター.
250万部. 8 アーデント・ウィッシュ. 244万部. 9 タウンニュース. 234万部. 10 地域新聞社. 212万部. ※出所： 各社ホーム
ページ、全国フリーペーパーガイド2016.
新企画「魚食アップ大作戦」スタート！ イオンとのコラボで「天然ぶり」を販売. sakana2.jpg. 全国でも最下位に近い鹿児
島県の魚介類消費量を何とか底上げしようと、昨年秋から新企画「魚食（うぉーく）アップ大作戦」をスタート。第１弾で
は、魚が苦手な読者による「魚盛り上げ隊」を結成し、彼女たちのアイデアを反映させた、誰でも気軽に楽しめる魚料理
のレシピを紹介しました。 協力店としてイオン九州鹿児島県内６店舗が参加。昨年12月８日〜11日、コラボ企画の「天
然ぶり」の切り身を各店で一斉販売しました。 旬を迎え.
Amazonでの全国フリーペーパーガイド 2017。アマゾンならポイント還元本が多数。作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日
お届けも可能。また全国フリーペーパーガイド 2017もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
お中元「三越のお中元」ショップでは、全商品を日本全国送料無料でお買い求め頂けます。お中元選びに迷ったら三越
の「お中元ナビ」。お中元に人気のランキングを始め、お中元のマナーや相場、送り先別の商品の紹介まで、お中元に関す
るさまざまな疑問にお答えいたします。
2016年7月27日 . 全国各地、そして海外のイベントまでサポートする企業を掲載しているので、お住まいや職場の地域に
左右されず、どこでも安定したサポートを受けることができます。 ・フリーペーパーを毎年３月末に発行. WEB版への掲載
と、それをまとめた１年間のフリーペーパー両方への掲載で￥70,000～と大変おトクな料金設定となっています。 WEB版は
随時お申し込み受付中！ → WEB版ご掲載のお申込書・参考資料は（http://www.eventbiz.net/?p=9295）にて ＜媒
体情報＞ 【タイトル】『イベント&MICEサポート.
全国フリーペーパーガイド 〈２０１７〉. 価格 ¥4,320（本体¥4,000）. メディア・リサーチ・センター（2017/07発売）; ポイント
40pt; お取り寄せ（通常、3日～3週間で出荷） ※店舗受取サービス対象外商品; 国内送料無料. 選択. 雑誌新聞総か
たろぐ 〈２０１７年版〉. 選択. 和書.
2017年6月9日 . [6.9 全国高校総体兵庫県予選準決勝 明石商高 0-1 市立尼崎高 アスパ五色] 平成29年度全国高
校総体「はばたけ世界へ 南東北総体2017」サッカー競技への出場権を懸けた兵庫県予選準決勝が9日に行われ、明石
商高と市立尼崎高が対戦。1-0で勝利した市立尼崎が11日に行われる決勝へと駒を進めた。 昨年の選手権代表の滝
川二高、プレミアリーグに所属する神戸弘陵高、新人戦王者の三田学園高……優勝候補だった私立勢が早期敗退
し、ベスト4に残った公立の4チーム。「ここまで来たら、.
2016年12月26日 . 【滋賀】初詣ガイド 2017. 新しい年、それぞれの思いを胸にお参りにでかけましょ。 みなさまにとって、よ
いことがたくさんありますように。 【近江神宮】. 祭神として祀る天智天皇が日本で初めて水時計（漏刻）を設置したことか
ら、時の守護神として信仰されている。境内には最高精度の日時計や日本最古の漏刻の模型などが飾られていて、時
計館宝物館も併設されているので見どころも満載。 [ご利益] ・厄除け・安産・交通安全・学業成就 [アクセス] ・京阪石
山坂本本線「近江神宮前駅」下車 徒歩9分・京都東IC.
Punk/Hardcore,Heavy Metal,日本のRockを中心に、旬の音楽情報をカオスにお届けするdiskunion発行の月刊フリー
ペーパー､FOLLOW-UPのWEBページです。 ご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 9件中 1-9件目.
VOL.173 (2017/12).伊藤政則 / 小野正利 / NEPENTHES / FILL IT UP / NO EXCUSE / ミミレミミ / THEクルマ / 鮫肌
尻子とダイナマイト / ザ・ビートガールズ / サロメの唇 / 忘れてモーテルズ / OSAMU IGARASHI / THE AUTOCRATICS.
Follow Upを読む 【ABOUT US】1997年 前身.
2017年10月13日 . 全国のタウン誌・フリーペーパーの祭典「日本タウン誌・フリーペーパー大賞2017」の「読者投票部門」
のインターネット投票が開催中です！投票はこちら → http://award.nicoanet.jp/…
リビング新聞. フリーペーパー 一般家庭に配布. 全国56エリア/週刊/タブロイド判. 全国の主要都市圏で主婦を対象に、
暮らしに役立つ生活情報を発信する地域密着型の宅配フリーペーパー。 メディア概要 . フリーペーパー 駅設置配布. 大
江戸線、浅草線、新宿線、三田線の全103駅/隔月刊/タブロイド判. 駅設置型のアクションメディアとして、持ち運びがで
きて、保存性のある新しい「交通広告」です。 メディア概要. 横浜市暮らしのガイド かつしか わたしの便利帳 しぶやわたし

の便利帳 杉並区子育て応援券ガイドブック.
2017年4月25日 . 1993年の創刊以来、全国のサーファーに愛読頂いている年間ガイドブック「ビーチコーミングマガジン」が
今年も完成。今週から順次、 . また、2017年版の巻頭特集は「SURFDESTINATION＝非日常の波体験」と題し、近
年話題の世界のウェイブプールや、最長ライディングとしてギネス世界記録にも認定されているリバーサーフィンなどを紹介・
解説。 ウェーブプール . 「Surf Patrol Tide Tables」潮見表としてスタートして以来、フリーマガジンとして20年以上の歴史を
誇るサーファー専用のガイドブック。
2017年7月28日 . 昨年、一昨年とご好評いただいている「地方に強い媒体はどこ？人材業界マップ【地方版】」の第三段
として、2017年版の地方求人媒体の一覧を作成しました！ それぞれの地方の主要な求人広告媒体と、各媒体の掲載
件数を表示しています。ぜひご覧ください。 都道府県.
【単行本】 書籍 / 全国フリーペーパーガイド 2017 送料無料のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営する
ネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集
合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使ったお買い
物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
【閲覧無料】ついに!!きゃらびぃがオンラインで閲覧可能に!!
広告掲載について. NNAが運営・発行している各媒体の広告掲載について. NNAメディアガイド2017. NNA MEDIA
GUIDE 2017 （ENG） . NNAカンパサール. 沸騰するアジアの今を伝えるフリーペーパー. ◎媒体概要: 発行頻度：年4回
（1月・4月・7月・10月） 発行部数：8万部媒体形態：タブロイド版 フルカラー24頁; ◎読者イメージ: 日本のアジア事業担
当者およびアジア各国・地域の日本人駐在員. 配布部数. 日本(全国), 韓国, 香港, 台湾. 30,000部, 1,000部, 3,500
部, 2,000部.
フィールドライフ. ［年4回 (3、6、9、12月) 刊行］2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたい
初心者層からアウトドアを知り尽くしたコアユーザーまで、山、川、海など日本のあらゆるフィールドでの遊び方を紹介しま
す。 フリーマガジン年間購読のお申込みはこちら · 公式Facebookページ · フィールドライフ No.58 2017 冬号. 寒い寒い冬
が到来。早く暖かな春になってほしいなと思う人もいるかもしれませんが、冬 . 詳細をみる. フィールドライフ No.57 2017 秋
号. 登山やクライミングのように、山.
ここ数年のフリーペーパーやフリーマガジンへの感心が高まってきている。各社独自の記事を増やし、有料の媒体と比較して
も遜色のないものが出てきたからだ。 ２００４年には、リクルートが２５歳～３５歳向け男性誌 「Ｒ２５」を創刊し、５０万部
が３日で無くなってしまうということで話題になっている。他に発行部数が多いフリーマガジンでは、「ぱど」１０９０万部や
「ホットペッパー」５００万部、「タウンワーク」３３４万部、「シーズン」２００万部などがある。（全国フリーペーパーガイド2003
改訂版 日本生活情報紙協会より）.
2014年6月27日 . フリーペーパー『KURUPPU（クルップ）』発行 ～神奈川県とNEXCO中日本がコラボした観光ガイドブッ
ク～. 中日本高速道路株式会社は、6月28日の圏央道開通による山梨県、埼玉県、群馬県などの首都圏エリアから神
奈川県へのクルマでの観光誘客を目的に、クルマ旅をテーマにしたフリーペーパー『KURUPPU（クルップ） 』を、神奈川県、
NEXCO東日本と共同で発行し、サービスエリア（SA）や道の駅などで配布を始めました。
2017年3月13日 . ぴあが発行するフリーペーパー『ぴあクラシック 2017 Spring』が、全国のチケットぴあ店舗(一部を除く)、
タワーレコード、新星堂などにて配布中です。 巻頭特集は、ゴールデン・ウィークに開催されるクラシックの祭典、「ラ・フォ
ル・ジュルネ」。普段クラシックに馴染みのない方から、コアなファンまで大歓迎の音楽祭は今年も見どころ盛りだくさん！今
年のテーマ「ラ・ダンス」の大解剖をはじめ、公演スケジュール&チケット情報、ジャンル別おすすめ公演ガイド、LFJ新潟・
LFJびわ湖についてなど、15ページに.
2016年8月16日 . 「初版発行日」2011-07「著者」メディアリサーチセンター (編集) 「出版社」メディアリサーチセンター。【】
全国フリーペーパーガイド〈2011〉
2017年4月10日 . 4月10日、サカイクフリーマガジン22号目となる春号が配布開始となりました。明日から順次お手元に届
くかと存じます。ぜひ皆さんでご活用ください。 [サカイク編集部]. 2017spring_h1.png 2017spring_index.png. □ クロネコ
DM便にてお届けしている方へ. 今回の春号に限り宅急便にてお送りしております。 お手数をお掛けいたしますが、お受け
取りの程よろしくお願いいたします。 □ スポーツショップでも手に入ります！ 全国の一部スポーツショップでサカイクフリーマガ
ジンを設置しています。 気軽に入手.
2017年8月3日 . [本･情報誌]『全国フリーペーパーガイド 2017』のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ
含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできます。出版社：メディアリ
サーチ.
東信州 2017 夏秋号. 軽井沢 小諸 上田 グルメ&ショッピング. NEW. 紙面を見る». @長野 2017 冬春号《New!》 長野
駅周辺・ 繁華街の権堂・ 善光寺周辺 長野グルメ. NEW. 紙面を見る». @松本 2017 冬春号《New!》 松本駅周辺・
松本城周辺松本グルメ. NEW. 紙面を見る». @名古屋 2017 冬号《New!》 なごやめし おトクに食べてきゃ～. NEW. 紙
面を見る». ＠京都 2016 冬春号. お得なクーポン付き京都お役立ちガイドブック. NEW. 紙面を見る». @大阪 2017 春
夏号. お得なクーポン付大阪お役立ちガイドブック. NEW.
隔月発行のフリーペーパー版ゲストハウスプレス。10月末に発行した18号目となる特集は、長野県諏訪郡・下諏訪町に
ある「マスヤゲストハウス」です。 マスヤゲストハウスは、JR下諏訪駅徒歩10分、東京や大阪から到着する高速バスのバス
停からはすぐ。何度も通う . フリーペーパーは、全国約80ヶ所のゲストハウスや、カフェ・ブックショップ・コワーキングスペース等
に設置配布をしています。 フリーペーパー配布場所一覧はこちら. あなたのお気に入りのゲストハウスのラウンジにも置いて
あるでしょうか？ 確実にお手元で.
タイトル, 全国フリーペーパーガイド. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, [東京]. 出版社, メディア・リサーチ・センター. 出版

年, 2017. 大きさ、容量等, 228p ; 30cm. 注記, 索引あり. 注記, NDC（9版）はNDC（10版）を自動変換した値である。
ISBN, 9784895541176. 価格, 4000円. トーハンMARC番号, 33636039. 巻次, 2017. 出版年月日等, 2017.7. 件名
（キーワード）, フリーペーパー--名簿. NDC（10版）, 070.21 : ジャーナリズム．新聞. NDC（9版）, 070.21 : ジャーナリズム．
新聞. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 図書.
「新聞広告・雑誌広告・フリーペーパー」「主婦（ママ）」のマーケティング資料一覧ページです。【メディアレーダー】では広
告・媒体資料や . 全国のアイセイ薬局（342店舗） 介護福祉施設（26施設） スポーツクラブ「東急スポーツオアシス」(34
店舗) クリニック・病院（約130店舗） 他の調剤薬局（約30店舗） 公共図書館フリーペーパー専門店 等合計約570箇所
で配布中。 ※2017年12月1日現在 【配布方法】 発行時から2週間は .. 事例の詳細はメディアガイドに記載させていた
だいております。 業種、目的別にまとめております.
『全国フリーペーパーガイド』は国内で発行されているフリーペーパー・フリーマガジンの媒体情報を14項目で統一し、都道
府県別に掲載します。今までの『月刊メディア・データ』・『雑誌新聞総かたろぐ』での検索では煩雑だったフリーペーパー・フ
リーマガジンのみを抽出しているため、比較検討・媒体探しを迅速にかつ省力化できることが最大の特徴です。 . 件数, 媒
体数 1,067. 体裁, A4判／230頁. 定価, 本体4,000円+消費税. 発行発売日（年刊）, 2017年7月25日. 販売方法, 直
販／書店. ISBNコード, 978-4-89554-117-6.

