
媒体資料



◆首都高ＰＡ 17ヶ所

◆都内駐車場 5ヶ所

◆関東近郊の道の駅 140ヶ所

◆海ほたる、逗葉新道ＰＡ等 約80ヶ所

24時間多くのクルマが行きかう「首都高」と
人気の旅行誌「じゃらん」のコラボで生まれたドライブ情報誌です

媒体概要

発行日
年4回
（3月・6月・9月・12月）

発行部数 15万部 版型
A4変形
中綴

ページ数 24ページ 色数 4色

■配布先

2021年3月時点

≪概要≫

首都高PAマップ
…………………………

…………………………

…………………

………   

※その他、東京近郊の商業施設や自治体に設置中



表２ A4変形（286mm×210mm） 1,100,000円

目次下 A4変形1/2（138mm×210mm） 544,500円

中面 A4変形（286mm×210mm） 880,000円

表４ A4変形（286mm×200mm） 1,320,000円

広告枠

P4-P7：ドライブ特集記事 P8特集記事広告

毎号、テーマとエリアを設定し、
首都高を利用したおすすめドライブスポットをご紹介

P10-P12：首都高PAガイド

P14-P17:じゃらん流用記事

P22-P23：首都圏MAP

P18-P20：首都高NEWS

≪広告料金(税込)≫



■男女比

男性 女性

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

62.6% 37.4%

15％ 26.5% 22.9% 10.5%21.2%

■年代比

読者データ

63.3% 12.9%8.5%

北海道 東北 関東 甲信越 北陸 東海

近畿 中国 四国 九州 沖縄

■地域別読者内訳

関東にお住いの読者は63.3%。うち、54％の読者が一都三県にお住まいです。

東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬

18.4% 12.6% 11.8% 11.2% 5％ 2.5% 1.8%

読者の中心は働き盛りの20代～50代が85.7%を占めています。

出典：首都高じゃらん2019春号読者アンケート

出典：首都高じゃらん2019春号読者アンケート

出典：首都高じゃらん2019春号読者アンケート



90％近くの読者は年に数回以上首都高を利用しております。

12.2% 11.5％ 29.2% 34.8% 10.6%

ほとんど毎日 週に数回程度 月に数回程度 年に数回程度

年に1回以下 首都高は一度も利用したことがない

■首都高利用頻度

52.8%の読者が月数回以上首都高を利用すると回答。

ミニバン セダン ステーションワゴン 軽自動車

ハッチバック・コンパクトカー SUV・クロカン 車種不明等 レンタカー・カーシェア

電車・バス・タクシー等

■レジャーでの移動手段

14.8% 14.3% 8.4%20.6% 15.4% 14.6%

50％ 15.2% 12.6% 22.2%

子供と同居していない・子供はいない 0～6歳（未就学児） 小学生 中学生以上

■同居している子供の有無および末子年齢

レジャーでの移動手段はマイカーが87.4%。レンタカー・カーシェア利用者を合わせると、

91.6％の方が自動車を利用しております。

出典：首都高じゃらん2016冬号読者アンケート

出典：首都高じゃらん2019春号読者アンケート

出典：首都高じゃらん2019春号読者アンケート



原稿作成等について

発
注
書
提
出

内
容
審
査

原
稿
作
成 原

稿
確
認

原
稿
修
正

入
稿

原
稿
修
正

校
了

印
刷
・
製
本

ＯＫ

受
注

初
校
提
出

※

※サイズ等、入稿規格への適合を確認するため、完成前でも一度データをお送りください。

■作業フロー（水色の網掛がお客様ご対応事項）

ＯＫ ＯＫ

ＮＧ ＮＧ

■原稿サイズ等

左右の裁ち落としから15mm、天地の裁ち落とし及びノドから10mm以内に切れてはいけ
ない文字や画像を入れないようにしてください。

【サイズ】

表２・中面：天地 286mm × 左右 210mm

ドブ幅（裁ち代・塗足し）は天地左右4mm

表4 ：天地 286mm × 左右 200mm

ドブ幅（裁ち代・塗足し）は天地右4mm

目次下 ：天地 138mm × 左右 210mm

ドブ幅（裁ち代・塗足し）は地右4mm

10mm

210mm
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10mm

15mm

15mm

表２・中面

ドブ（4mm） テキスト配置ＮＧ箇所

200mm
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貼り込み画像（PhotoShopデータ）は以下の点をご確認ください。

カラーモード 画像モードが、CMYK・グレースケール・モノクロ２階調で作成されている。

解像度
レイアウトデータの画像は、拡縮率80％～120％で配置されている。

配置後の最終出力解像度は、多値画像・二値画像ともに、300～1300dpiで作成されている。

ICCプロファイル 画像にICCプロファイルが埋め込まれていない。

保存
（EPSオプション）

画像は、Photoshop EPS形式で保存されている。

EPSは、エンコーディング：JPEG最高画質（低圧縮率）で保存されている。

『EPSオプション』の『ハーフトーンスクリーン情報を含める』のチェックが選択されていない。

『用紙設定』『ハーフトーンスクリーン』の『プリンター初期設定を使う』にチェックされている。

『トランスファ関数』が埋め込まれていない。

『ポストスクリプトカラーマネジメント』にチェックされていない。

「Illustrator」で入稿データを作成する場合には以下の点をご確認ください。

非印刷設定 非表示レイヤー、非表示オブジェクトの設定がされていない。

フォント
フォントは全てアウトライン化されている。

フォント情報を含む孤立点・オブジェクトは全て削除されている。

保存
EPS形式で保存されている。

『配置した画像を含む（配置されたイメージを含む）』が選択された状態で保存されている。

互換性 保存時の互換性は作成バージョンと同じものが選択されている。※バージョンダウンは不可

「InDesign」で入稿データを作成する場合には以下の点をご確認ください。

フォント アウトライン化せずに入稿する場合は、使用可能なフォントをお問合せください。

Adobe SING機能 Adobe SING機能を使用していない。

クリッピングパス クリッピングパスを使用していない。

シェード シェードを使用していない。

EPS書き出し

『一般』の『ページ』の『見開き印刷』にチェックされていない。

『一般』の『PostScript』は『レベル3』が選択されている。

『一般』の『カラー』は『変更しない』が選択されている。

『一般』の『プレビュー』は『TIFF』が選択されている。

『一般』の『埋め込みフォント』は『サブセット』が選択されている。

『一般』の『エンコーディング』は『ASCII』が選択されている。

『詳細』の『画像』の『解像度』は『すべて』が選択されている。

『詳細』の『OPI画像の置換』にチェックがされていない。

『詳細』の『透明の分割・統合』の『プリセット』は『高解像度』が選択されている。

バージョン CS6以下のデータで入稿してください。

ファイル名
レイアウトデータ、配置データのファイル名に半角カタカナと半角記号を使用していない。
「_」（アンダーバー）および拡張子の「.」（ドット）は使用可。

サイズとトンボ
トリムサイズ（裁ちサイズ）が正しく設定されている

塗り足し（ドブ幅）が、正しく作成されている。※じゃらん系媒体は、4mm。

カラーモード 書類のカラーモードがCMYKで作榮されている。

色設定
色設定はCMYK・グレースケールで作成されている。

リッチブラックを使用している場合、K100％、C80％、M50％、Y50％以内で色設定されている。

画像配置
画像は全てリンク状態で配置されている。

配置された画像は全てEPS形式で保存されている。

■データ作成の注意点

■各アプリケーションごとの注意点



2021年10月発行

首都高速道路サービス株式会社

営業第二部 新規開発第二課 広告事業担当

03-6262-3912
営業時間：9:00～17:00（土日、祝日、年末年始除く）

お問合せ先


