
N E X C O 中 日 本 
 金沢支社広報・CS 課 

「北陸道楽」 有料広告 

 

北陸道楽には、北陸地域で高速道路などの道を利用して、 
気楽に観光地巡りを楽しんでいただきたいという願いを込めています。 
 

上記のコンセプトのもと、2011 年春号から年 3 回定期発行している無料ガイド 
ブック。幅広い年代をターゲットに、北陸全域を網羅したイラストレーション 
マップをはじめ、歴史・文化・自然といった旬の話題を扱った特集記事や 
SA・PA のグルメ情報など、ドライブに便利な情報を発信しています。 
〜フリーペーパー対象にもエントリー〜 
「日本タウン誌・フリーペーパー大賞 2018」審査員特別賞・優秀賞（観光部門） 
・読者投票部門第１０位を受賞（受賞に伴う当社 CEO 表彰を 2019 年 4 月に受賞） 
 
◆年間発行スケジュール（各 8〜12 万部発行） 

春号 夏号 秋冬号 
3 月末 6 月末 9 月末 

注：スケジュールが変更となる場合は、別途ご連絡いたします。 

 
◆配布箇所（総配布箇所：約 185 カ所） 
NEXCO 中日本管内高速道路のすべてのサービスエリアの 
パンフレットスタンドに配置しているほか、観光案内所、 
道の駅、アンテナショップ、空港など（東京、神奈川、静岡 
愛知、岐⾩、⻑野、⼭梨、大阪、滋賀、福井、⽯川、富⼭、新潟…） 
 
 
◆広告掲載 
北陸道楽に広告掲載をご希望される方は、広告掲載規約・広告掲載手続きの流れをご確認ください。 
 
〜これまでの広告掲載実績〜 
・〇〇市観光協会（行政機関）  ・製菓会社  ・観光施設  ・ホテル など… 
※広告のサイズや価格・申し込み方法は、「北陸道楽 広告掲載手続きの流れ」に記載 
 

次ページ：「北陸道楽 広告掲載手続き」の流れ 
  

※2020 年は新型コロナウイルスの影響で、夏号の発行を取りやめ、 

10 月に秋号・12 月に冬号を 8 万部発行 

県外の方も楽しめるイラストレーションマップ 

お問い合わせ先：NEXCO 中日本 金沢支社 広報・CS 課（北陸道楽編集部） 

TEL：（直通）076-240-4936 Email：hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp 

mailto:hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp


北陸道楽 広告掲載手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇手続きスケジュール 
発行スケジュールに合わせ、左表に記載の日程で広
告掲載の手続きを行います。 
※各号申込締切日が土日及び祝日の場合は申込日前の平日 

 

◇広告価格表                            ※価格は 2022 年春号からの価格 
                   【一般価格】                          ※税込価格表示 
     見本（A4 版） 
 
 
 
                      【地方公共団体（公益法人含む）価格】 
 
 
 
 
 
◇申込書送付先  →NEXCO 中日本 金沢支社 広報・CS 課（北陸道楽編集部）  
〒920-0365 ⽯川県金沢市神野町東 170 TEL：076-240-4936  Email：hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp  
 
◇広告データ入稿先 →株式会社マナップ社 TEL：0767-52-1271 Email：manap7@nifty.com 

 春号 夏号 秋冬号 

発行日 3 月末 6 月末 9 月末 

申込締切日 12 月 28 日 3 月 31 日 6 月 30 日 

原稿入稿期限 2 月 15 日 5 月 15 日 8 月 15 日 

申込書送付

• 広告掲載規約に同意いただきお申込みいただく場合は、広告掲載申込書に必要事項を記入の上申込締め切り日まで
に郵送、FAXまたは電子メール（PDF）にてご送付ください。

承諾書発行

• 弊社がお申込内容を承諾したときは、申込書末尾の「承諾書」に掲載内容・金額を記入、承諾印を押し、ご担当者
さまへ郵送にて送付いたします。承諾書がご担当者さまに到着した時点をもって広告掲載契約は成立するものとし、
契約書の作成に代えさせていただきます。広告掲載が承諾とならなかった場合は、申込締切日から10日以内にご担
当者様へ連絡いたします。

広告データ納品

• 完成広告は広告データ入稿先の㈱マナップ社宛てに、原稿入稿期限までに電子データ（PDF）で送付いただきます
ようお願いいたします。編集広告の場合は、編集についてのお打合せを㈱マナップ社より別途ご連絡させていただ
きます。

広告料金支払い

• 広告料金は各号制作完了後、完成製本と請求書を送付させていただきます。請求書記載の振込期限までに指定口座
へ振込願います。年間申込の場合のお支払いは、各号ごとに発行後請求書を送付させていただき、1回単価のお支
払いとなります。※振込手数料はお客さまの負担となりますのでご了承ください。

お問い合わせ先：NEXCO 中日本 金沢支社 広報・CS 課（北陸道楽編集部） 

TEL：（直通）076-240-4936 Email：hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp 

約 27 ㎝ 

×19.5 ㎝ 

約 12.5 ㎝ 

×18.5 ㎝ 

約 6 ㎝ 

×18.5 ㎝ 

約 6 ㎝×9 ㎝ 
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「北陸道楽ガイドブック」広告掲載規約 
 
（本規約の目的） 
第１条 本規約は、中日本高速道路株式会社金沢支社（以下「当社」という。）が発行する「北陸道楽ガ 

イドブック」の広告枠に広告を掲載する際の基本的事項と諸条件を明らかにし、当社と広告掲載申込者 
（以下「申込者」という。）との間で業務を円滑に行うことを目的とする。 

 
（契約の成立） 
第２条 申込者は、本規約に同意のうえ、当社の定める広告掲載申込書兼申込承諾書（別紙）を、郵送、 

電子メール又はＦＡＸのいずれかの方法により当社へ提出することにより、当社に広告の掲載を申し 
込むものとする。 

２ 広告掲載契約（以下「本契約」という。）は、当社が申込承諾書を交付したときに成立するものとし、 
申込者は本規約及び広告掲載申込書兼申込承諾書に記載された条件に従うものとする。 

 
（広告掲載基準） 
第３条 「北陸道楽ガイドブック」に掲載する広告は、福井県、石川県又は富山県の観光振興と情報発信 

を目的とした観光、グルメ、お土産、施設紹介等を内容とする広告とする。 
２ 次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する広告については、掲載しないことができるものす 

る。 
（1）福井県、石川県又は富山県の観光振興と情報発信に該当しないもの。 
（2）法令に違反するもの又はその恐れがあるもの。 
（3）人権侵害、差別又は、名誉毀損の恐れがあるもの。 
（4）他を誹謗中傷又は排斥するもの。 
（5）公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの。 
（6）宗教団体による布教を目的とするもの。 
（7）⾮科学的又は迷信に類するもので、⾒る者を⼾惑わせ、不安を与える恐れがあるもの。 
（8）誇大な表現（誇大広告）及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの。 
（9）射幸心を著しく煽る表現を含むもの。 
（10）虚偽の内容を表示するもの。 
（11）法令等で認められていない業種・商法・商品に関するもの。 
（12）責任の所在が明確でないもの。 
（13）暴⼒や犯罪を肯定し又は助⻑するような表現を含むもの。 
（14）残酷な描写など、公序良俗に反するような表現を含むもの。 
（15）暴⼒又はわいせつ性を連想・想起させるもの。 
（16）ギャンブルなどを肯定するもの。 
（17）⻘少年の⾝体・精神の育成に有害なもの。 
（18）SA・PA の景観を損なう恐れがあるもの。 
（19）公衆に不快感を与えるもの。 
（20）アルコール（酒類）に関するもの。 
（21）その他、当社が不適切と判断する内容を含むもの。 



（義務及び責任） 
第４条 申込者は、当社が指定する形式及び形態で、指定する日時までに、前条第２項に該当しない内容 

で指定の入稿先に広告を入稿するものとし、申込者の故意又は過失によりこれを満たした入稿がされ 
なかった場合、申込者は当社に第５条に規定する掲載料金を支払わなければならないものとする。 

２ 申込者は、入稿する広告内に広告主名、住所、電話番号、WEB サイト URL 等を記載するものとす 
る。 

３ 申込者の広告及び WEB サイト等のリンク先の内容に起因する第三者からの異議・苦情等は、全て申 
込者の責任と負担において解決するものとする。 

４ 広告掲載した「北陸道楽ガイドブック」は、当社が管理する NEXCO 中日本公式 WEB サイトに誌 
面を掲載することとし、掲載期間は当社の判断によるものとする。 

 
（掲載料金） 
第５条 広告の掲載料金は、広告掲載申込書兼申込承諾書に記載された金額とする。 
 
（支払） 
第６条 申込者は、当社からの請求に基づき、前条に定める掲載料金を請求書に記載の支払期日までに、 

当社が指定する金融機関に振込むものとする。この場合に、振込みに必要な費用は、申込者が負担する 
ものとする。 

２ 請求書の発行は、1 回申込、年間申込のいずれの場合においても広告の掲載を行った「北陸道楽ガイ 
ドブック」の各号の発行の都度行うものとする。 

 
（著作権等） 
第７条 申込者が当社に入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は申込者に留保されるものとす 

る。 
２ 当社が説明のために作成する書面（電子データを含む。以下本条において同じ。）において、広告枠 

に掲載する申込者の広告物（申込者の名称、ロゴ及びクレジット等を含む。）を使用する場合は、申込 
者の許可を必要とするものとする。ただし、当社及び中日本高速道路株式会社グループへの説明のため 
に作成する書面においては、この限りではない。 

 
（機密保持） 
第８条 当社及び申込者は、書面により事前に相手方の同意を得ない限り、本契約の履行に際して知り 

得た相手方の機密事項を第三者に開示又は漏洩してはならない。 
 
（損害賠償責任） 
第９条 当社又は申込者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、相手方に 

対して損害賠償責任を負う。 
２ 広告の内容に関して、申込者と第三者との間で紛争が発生した場合は、申込者と第三者との間で解 

決するものとし、当社に損害を与えないものとする。 
 
 



（免責事項） 
第１０条 当社の合理的な制御を超える事由（以下「不可抗⼒」という。）によって、当社が本契約及び 

本規約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合は、申込者に対し責任を負わないものと 
する。不可抗⼒は、嵐、台風、洪水、地震、火災などの天災地変、政府機関の行為、法令の順守、戦争 
（宣戦布告の有無を問わない）、海賊、反乱、革命、暴動、ストライキ、ロックアウト、伝染病を含み、 
これらに限られない。 

 
（権利義務の譲渡等の禁止） 
第１１条 申込者は、当社の事前の承諾なく、本契約により生じる権利義務の一切について第三者に譲 

渡し、若しくは承継させ、又は第三者の担保に供してはならない。 
 
（中途解約） 
第１２条 １回申込者は、契約有効期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解約する 

ことができる。 
 （1）「北陸道楽ガイドブック」次号の発行の入稿期限前に、書面により本契約を解除する旨を当社に通 

知したとき。 
 （2）「北陸道楽ガイドブック」次号の発行の入稿期限を過ぎてから当該入稿期限の属する月の月末まで 

の間に、書面により本契約を解除する旨を当社に通知し、かつ「北陸道楽ガイドブック」次号の掲 
載料金を支払ったとき。 

２ 年間申込者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ既に発行した「北陸道楽ガイドブック」に掲載し 
た広告の掲載料金に関して、年間申込であることを理由に割引した額の全額を支払ったときは、本契約 
を解約することができる。 

 
（解除） 
第１３条 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、直ちに本契約を 

解除することができる。 
（1）本契約に違反し、それにより本契約の目的を達成することができないと認められるとき。 
（2）差押え、仮差押え、強制執行、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は滞納処分を受けた 

とき。 
（3）手形、小切手の不渡りを出したとき又はその他の支払い停止、支払不能等の事由を生じたとき。 
（4）破産手続開始、会社更生手続開始、⺠事再生手続開始の申立て又は会社整理の開始があったとき。 
（5）解散の決議をしたとき又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 
（6）前各号に準ずる経営上重要な事項が発生したとき。 
（7）申込者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 申込者が暴⼒団員であると認められるとき。 
ロ 暴⼒団又は暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 申込者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

をもって、暴⼒団又は暴⼒団員を利用するなどしたと認められるとき。 
ニ 申込者が、暴⼒団又は暴⼒団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある 

いは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。 



ホ 申込者が暴⼒団又は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしたと認め 
られるとき。 

ヘ 申込者が暴⼒団又は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。 
ト 申込者が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴⼒的行為、詐術若しくは脅迫的言辞を用 

い、当社の名誉を毀損し、又は、当社の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為を 
行なったと認められるとき。 

２ 前項に基づき、当社が本契約を解除した場合、申込者は期限の利益を喪失し、本契約に基づく掲載料 
金の未払い分を直ちに当社に支払わなければならない。この場合において、年間申込者であるときは、
既に発行した「北陸道楽ガイドブック」に掲載した広告の掲載料金に関して、年間申込であることを理
由に割引した額の全額を支払わなければならない。 

 
（合意管轄） 
第１４条 本契約及び規約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の金沢地方裁判所を 

もって合意による専属的管轄裁判所とする。 
 
附 則 
この規約は 2022 年春号に係る広告掲載申し込みから有効とする。 



NEXCO中日本 金沢支社広報・ＣＳ課 行 別紙
送付先 FAX:076-240-4991

広告掲載規約に同意のうえ、下記のとおり広告掲載を申し込みます。

㊞

FAX

様

（※表示は税込価格）

【地方公共団体（公益法人含む）価格】 年間申込（1回単価）
掲載サイズ 掲載サイズ

1P 1P
½P ½P
¼P ¼P
⅛P ⅛P

申込料金
契約種類 掲載サイズ
年間契約      P
年間契約      P
年間契約      P

計

申込種類

上記広告掲載のお申し込みを、承諾いたします。
年 月 日 承認者 受付者

EMAIL 

申込日    年    月    日

「北陸道楽」広告掲載申込書（年間申込）
※太枠内をご記入ください

広告掲載申込者

ご請求書お宛名
（ご指定がある場合）

ご希望の発行年を記載の上、
掲載号を〇でお選びください 発行年

担当者名

所在地
TEL 

ご希望の広告掲載サイズと
掲載数を記入ください 掲載サイズ

〒920-0365   石川県金沢市神野町東170 TEL：076-240-4936
NEXCO中日本 金沢支社 広報・CS課（北陸道楽編集部）

掲載数（1回あたり）
        掲載

金額

広告価格表

\74,250(\24,750)

編集広告
\683,100(\227,700)
\356,400(\118,800)

      年     号から3回契約

\190,080(\63,360)
\103,950(\34,650)

      年     号から3回契約
      年     号から3回契約

        掲載
        掲載

広告内容概要※該当するものに○をしてください。
・観光施設   ・地域紹介    ・食事    ・その他（                        ）
特記事項

●「北陸道楽ガイドブック」の発行について
 ・年3回（春号：3月末 夏号：6月末 秋冬号：9月末）の発行となります。（注：発行スケジュールが変更となる際は別途連絡）
●「北陸道楽ガイドブック」広告掲載のお申込みについて
 ・お申込み内容をご確認いただき、ご担当者様のご捺印の上郵送、FAXまたは電子メール（PDF）にてお申込み締切日までにご送付ください。※当日の消印有効
 （〇お申込締切日：春号＝12月28日 夏号＝3月31日 秋冬号＝6月30日 ）（〇申込書送付先：NEXCO中日本 金沢支社広報・CS課（北陸道楽編集部）
  〒920-0365 金沢市神野町東170 FAX番号：076（240）4991 Email:hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp）
 ・弊社がお申込み内容を承諾したときは、本書末尾の「承諾書」に捺印の上、ご担当者様にFAXまたは電子メール（PDF）にて通知いたします。
  承諾書がご担当者様に到着した時点をもって広告掲載契約は成立するものとし、契約書の作成に代えさせていただきます。
●広告データの編集及びご入稿について
 ・広告データのご入稿から校了までの編集は㈱マナップ社がおこないます。お申し込みいただいた広告の掲載箇所を指定することはできません。
 ・広告データはお申し込みいただく各号にあわせて、原稿入稿期日までに広告データ入稿先へ、ご入稿いただきますようお願いいたします。編集広告の場合は、
  編集についてのお打ち合わせを行いますので、㈱マナップ社よりご連絡いたします。（〇原稿入稿期日：春号＝2月15日 夏号＝5月15日 秋冬号＝8月15日）
  （〇広告データ入稿先：manap7@nifty.com）
● 広告料金のお支払いについて
 ・広告料金は各号制作完了後、請求書を発行させていただきます。

承 諾 書    
                     様
掲載内容

掲載サイズ 発行年・掲載号 掲載数 広告料合計
年間申込     P      年    号から3回契約

備考

【一般価格】 年間申込（1回単価）
完成広告

￥594,000(￥198,000)
￥297,000(￥99,000)
￥148,500(\49,500)

発行年・掲載号

編集広告
\386,100(\128,700)
\207,900(\69,300)
\115,830(\38,310)

\66,825(\22,275)

完成広告
\297,000(\99,000)
\148,500(\49,500)
\74,250(\24,750)
\37,125(\12,375)

           年

           P

掲載号

掲載数

春号  ・  夏号  ・  秋冬号から3回契約

1回あたり        枚

※ここから下は記入しないでください。

mailto:hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp
mailto:manap7@nifty.com


NEXCO中日本 金沢支社広報・ＣＳ課 行 別紙
送付先 FAX:076-240-4991

広告掲載規約に同意のうえ、下記のとおり広告掲載を申し込みます。

㊞

FAX

様

（※表示は税込価格）

【地方公共団体（公益法人含む）価格】 1回申込
掲載サイズ 完成広告 編集広告 掲載サイズ 完成広告 編集広告

1P \220,000 \253,000 1P \110,000 \143,000
½P \110,000 \132,000 ½P \55,000 \77,000
¼P \55,000 \70,400 ¼P \27,500 \72,900
⅛P \27,500 \38,500 ⅛P \13,750 \24,750

申込料金
契約種類 掲載サイズ 掲載数
１回契約      P     掲載
１回契約      P     掲載
１回契約      P     掲載

計

申込種類

上記広告掲載のお申し込みを、承諾いたします。
年 月 日 承認者 受付者

                     様

広告価格表

掲載号ご希望の発行年を記載の上、
掲載号を〇でお選びください  春号 ・ 夏号 ・ 秋冬号

広告料合計

申込日    年    月    日

「北陸道楽」広告掲載申込書（１回申込）
※太枠内をご記入ください

特記事項

備考

1回申込

承 諾 書

発行年・掲載号

         年        号

掲載数

担当者名

TEL 
EMAIL 

ご請求書お宛名

所在地

（ご指定がある場合）

広告掲載申込者

発行年

         年        号

ご希望の広告掲載サイズと
掲載数を記入ください 掲載サイズ 掲載数               枚

     年      号
掲載サイズ

     年

     P

〒920-0365   石川県金沢市神野町東170  TEL：076-240-4936
NEXCO中日本 金沢支社 広報・CS課（北陸道楽編集部）

金額

【一般価格】 1回申込

         年        号

    P

●「北陸道楽ガイドブック」の発行について
 ・年3回（春号：3月末 夏号：6月末 秋冬号：9月末）の発行となります。（注：発行スケジュールが変更となる際は別途連絡）
●「北陸道楽ガイドブック」広告掲載のお申込みについて
 ・お申込み内容をご確認いただき、ご担当者様のご捺印の上郵送、FAXまたは電子メール（PDF）にてお申込み締切日までにご送付ください。※当日の消印有効
 （〇お申込締切日：春号＝12月28日 夏号＝3月31日 秋冬号＝6月30日 ）（〇申込書送付先：NEXCO中日本 金沢支社広報・CS課（北陸道楽編集部）
  〒920-0365 金沢市神野町東170 FAX番号：076（240）4991 Email:hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp）
 ・弊社がお申込み内容を承諾したときは、本書末尾の「承諾書」に捺印の上、ご担当者様にFAXまたは電子メール（PDF）にて通知いたします。
  承諾書がご担当者様に到着した時点をもって広告掲載契約は成立するものとし、契約書の作成に代えさせていただきます。
●広告データの編集及びご入稿について
 ・広告データのご入稿から校了までの編集は㈱マナップ社がおこないます。お申し込みいただいた広告の掲載箇所を指定することはできません。
 ・広告データはお申し込みいただく各号にあわせて、原稿入稿期日までに広告データ入稿先へ、ご入稿いただきますようお願いいたします。編集広告の場合は、
  編集についてのお打ち合わせを行いますので、㈱マナップ社よりご連絡いたします。（〇原稿入稿期日：春号＝2月15日 夏号＝5月15日 秋冬号＝8月15日）
  （〇広告データ入稿先：manap7@nifty.com）
● 広告料金のお支払いについて
 ・広告料金は各号制作完了後、請求書を発行させていただきます。

掲載内容

広告内容概要※該当するものに○をしてください。
・観光施設   ・地域紹介    ・食事    ・その他（                        ）

発行年・掲載号

※ここから下は記入しないでください。

mailto:hokuriku-dou-raku@c-nexco.co.jp
mailto:manap7@nifty.com

