
©  Jupiter Telecommunications Co., Ltd.

放送ﾁｬﾝﾈﾙ J:COMチャンネル 約1,375万世帯 *1

放送日時 2019年3月30日（土）～4月26日（金）
[平日]11:00～、11:15～、他
[土日]編成調整中

放送回数 合計10回放送 *2

番組尺 14分 *3

アプリ配信 J:COMアプリ「ど・ろーかる」 *4

応募フォーム 番組特設サイト、インタラクTV *5

応募期間 2019/3/30～4/30予定、
プレゼント発送は5月上旬予定*6

*1 2018年6月末現在
*2 全10回の放送枠は弊社にご一任いただきます
*3 8バージョン制作予定（1バージョンで2～4社様放送）
*4 3/30～4/26まで配信
*5 J:COM加入者サービス

商品買取型企画 視聴者プレゼント特番 スポンサーのご案内

『夢★モリモリ！プレゼントＴＶ 新生活応援編』

番組 放送概要

＊当企画は競合排除は致しません。 ＊ご紹介尺は想定尺です。ご紹介内容・決定社数により変更する場合があります。
＊商品によりご協賛不可の場合がございます。事前に担当営業にご相談下さい。＊個人情報のお取扱に関してはご契約を締結いたします。
＊弊社で応募受け・抽選を行い、当選者データのみをご協賛社様へお渡しします。 ＊商品の発送はご協賛社様からお願いします。
＊『当選のお知らせ』の書面データをお渡しします。商品発送の際に同封ください。 ＊番組二次利用はご利用開始日より6カ月間となります。

全国放送

ご協賛メリット ①

アプリ配信

ご協賛メリット ② ご協賛メリット ③

商品買取
※一部

冊子掲載

ご協賛メリット ④

冊子掲載 概要

冊子内容 J:COMからのご案内
『新生活応援キャンペーン』
新生活準備にお得な情報、
サービスを掲載予定

冊子形状 A4 6ページ（小冊子）※予定
発行 J:COMマガジン4月号 冊子封入
配布日 2019年3月20日頃から随時

月末までに配布完了
発行部数 377万部
掲載枠 ご出稿プランにより、

掲載サイズは異なります

ご協賛プラン J:COMチャンネル放送 J:COMマガジン
番組
二次利用

アプリ
配信

Web
掲載

プラン 料金
コーナー
枠

商品買取
スポット
CM(30秒)

提供
アナウンス

冊子 純広 6ヶ月間
ライブ
アーカイブ

特設
サイト

A 1,000万円 5分 300万円 100回 ● 表紙＋1P 1P ● ● ●

B 500万円 5分 150万円 50回 ● 1/2P ● ● ●

C 300万円 3分 90万円 30回 テロップのみ 4/1P ● ● ●

D 100万円 1分 40万円 8/1P ● ●

E 80万円 1分 32万円 16/1P ● ●

F 50万円 1分 20万円 ● ●
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制作概要

収録場所 貴社・ショップ・工場など（カメラマンがお伺いします）

収録日 3月上旬予定(1日)

編集工程 打合せ ⇒ 台本作成(貴社パート)・チェック ⇒ 収録 ⇒ 編集 ⇒ 3/30～放送

※収録後の編集については、弊社営業担当・制作プロデューサーにご一任いただきます。

冊子制作 貴社より商品情報・画像データ等をお預かり後、弊社にて制作いたします

お申込み〆切：2月15日(金)

番組構成 ※イメージ

2分

ご協賛のご紹介尺が満枠に達し次第、締切とさせていただきます。
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プレゼント
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※ご紹介の順番は弊社にご一任いただきます
※番組構成はクライアント数、演出により変更する場合が御座います
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商品買取型企画 視聴者プレゼント特番 スポンサーのご案内

『夢★モリモリ！プレゼントＴＶ 新生活応援編』

本件に関するお問い合わせは、

関西メディアセンターまで ℡06-7897-3006
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都道府県 局名 世帯数 詳細

北海道 札幌 530,000
北海道札幌市中央区、白石区、厚別区、清田区、豊平区、南区、西区、東区、北区（一部）、手稲区（一
部）、北広島市西の里北、西の里東、虹ヶ丘

宮城 仙台キャベツ 178,000宮城県仙台市青葉区、泉区、宮城野区、若林区、黒川郡富谷町（一部）、黒川郡大和町（一部）

茨城 茨城 126,000
茨城県土浦市、かすみがうら市（旧・千代田町）、牛久市、龍ヶ崎市、取手市（旧・藤代町を含む）、守谷
市（一部）、阿見町（一部）、つくばみらい市（一部）、石岡市、常総市、利根町（一部）、美浦村（一
部）

群馬 群馬 73,000群馬県高崎市（一部除く）、群馬県前橋市（一部除く）

埼玉

さいたま
北（大宮） 231,000埼玉県さいたま市中央区、浦和区、南区、桜区、緑区の各一部地域を除く

埼玉県さいたま市大宮区、西区、桜区、緑区の各一部地域を除く、上尾市、伊那町の各一部地域を除く南（浦和） 227,000

東上 132,000埼玉県志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市

所沢 104,000埼玉県所沢市

川口・戸田 183,000 埼玉県川口市の一部・戸田市

熊谷・深谷 28,000 埼玉県熊谷市、深谷市

北関東

春日部 59,000 
埼玉県さいたま市岩槻区、草加市、越谷市、春日部市、三郷市、八潮市、桶川市、北本市、鴻巣市、加須市、
吉川市、久喜市、幸手市、蓮田市、川口市、白岡町、宮代町、杉戸町、松伏町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
ふじみ野市、三芳町、鳩山町、川島町、日高市、富士見市※一部含む

越谷 77,000 
草加 161,000 
川越 122,000 
埼玉県央 69,000

千葉

東関東 178,000千葉県柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市（一部）

八千代 60,000千葉県八千代市

浦安 73,000千葉県浦安市

木更津 79,000千葉県木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市

市川 166,000千葉県市川市

船橋・習志野 230,000千葉県船橋市・習志野市・千葉市の一部

千葉セントラル 264,000 千葉県千葉市

千葉
東京

東葛・葛飾 338,000 東京都葛飾区、千葉県松戸市・流山市・野田市の一部

東京

東京南（杉並） 253,000 東京都杉並区

東京東（練馬） 374,000 東京都練馬区、中央区（THE TOKYO TOWERS）、埼玉県和光市、新座市（一部エリアを除く）

東京西 212,000 東京都小金井市、国分寺市、府中市、調布市（一部）

板橋 239,000 東京都板橋区

西東京 254,000 東京都小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市

すみだ 117,000東京都墨田区

江戸川 214,000東京都江戸川区

台東 94,000東京都台東区

世田谷 124,000 東京都世田谷区（一部）

足立 187,000東京都足立区

港・新宿 248,000東京都港区・新宿区の一部

大田 179,000東京都大田区の一部

東京北 150,000東京都北区

中野 151,000 東京都中野区

八王子 144,000東京都八王子市・あきる野市の一部・日の出町の一部

日野 72,000東京都日野市・八王子市の一部・多摩市の一部

多摩 170,000東京都立川市・国立市・昭島市・東大和市・武蔵村山市

武蔵野・三鷹 119,000東京都三鷹市・武蔵野市

調布・狛江 157,000 東京都調布市、狛江市

東京
神奈川

町田・川崎 227,000 東京都町田市、神奈川県川崎市多摩区、麻生区、

神奈川

相模原・大和
相模原・大和 273,000神奈川県相模原市、大和市

秦野・伊勢原 50,000秦野市、伊勢原市
かながわセントラル 163,000神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市瀬谷区

湘南 230,000神奈川県高座郡寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市

横須賀 166,000神奈川横須賀市、逗子市（一部）、三浦市、三浦郡葉山町

横浜 228,000神奈川県横浜市西区、南区、中区、磯子区

南横浜 246,000神奈川県横浜市港南区・戸塚区・栄区・金沢区

小田原 51,000神奈川県小田原市・開成町・南足柄市の一部

鎌倉 59,000神奈川県鎌倉市・逗子市の一部

京都 京都みやびじょん 291,000
京都府京都市右京区、伏見区、南区、左京区、北区、西京区、上京区、東山区、中京区、下京区、山科区、
大山崎町、長岡京市、向日市の各一部

大阪

大阪セントラル 635,000大阪府大阪市都島区、城東区、東成区、鶴見区、旭区、東淀川区、淀川区、中央区、北区

豊中・池田 185,000大阪府豊中市、池田市

東大阪 161,000大阪府東大阪市

北河内 208,000大阪府守口市、門真市、寝屋川市、交野市、四条畷市、大東市

吹田 165,000大阪府吹田市

高槻 120,000大阪府高槻市、島本町

りんくう 112,000大阪府貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

かわち 146,000大阪府松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市、狭山市、河内長野市、富田林市

堺･南大阪 321,000大阪府堺市

大阪 335,000大阪府大阪市天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区

和泉・泉大津 75,000大阪府和泉市・泉大津市

北摂 160,000大阪府箕面市、茨木市、摂津市

和歌山 和歌山 78,000和歌山県和歌山市、海南市、紀の川市貴志川町、岩出市

兵庫

宝塚・川西 136,000兵庫県宝塚市、川西市、猪名川町、三田市

神戸・芦屋 364,000兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、芦屋市

神戸・三木 270,000兵庫県神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区、三木市

山口 下関 67,000山口県下関市

福岡

北九州 268,000
福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区 、 戸畑区、若松区（一部）、門司区（一部）、
遠賀郡遠賀町（一部）、水巻町（一部）、岡垣町（一部）、中間市（一部）

福岡 643,000
福岡県福岡市東区、博多区、早良区、西区、中央区、南区、城南区、筑紫野市の一部（グリーンヒルズ二日
市天拝坂）、糟屋郡新宮町の一部（湊坂1丁目～6丁目）、古賀市の一部（舞の里）、前原市の一部（ハート
タウン前原南風台）、糟屋郡篠栗町の一部（ベンタナヒルズ篠栗）、宗像市（一部）、福津市（一部）

熊本 熊本 171,000熊本県熊本市・益城町の一部・菊陽町の一部・合志市の一部

合計 13,750,000

J:COMテレビ 放送エリア ※2018年6月末現在


