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外国語パンフレット年間配布（平成27年度） 産業振興部観光課

【英語】 【韓国語】
区分 配布先 部数 区分 配布先 部数
市内 市役所他公共施設他 465 市内 市役所他公共施設 465
〃 サンパーク 65 〃 サンパーク 60
〃 花の海 60 〃 花の海 60
〃 厚狭駅 50 〃 厚狭駅 50
〃 商工会議所 100 〃 商工会議所 100
〃 旅館組合 475 〃 ゴルフ場（6場） 750
〃 ガイド団体 25 〃 旅館組合 500
〃 中学校 1,700 〃 ガイド団体 25
〃 その他飲食店など 125 〃 その他飲食店など 100

小野田駅 25 〃 小野田駅 25
宇部市 観光施設 50 宇部市 観光施設 75
〃 宇部空港 50 〃 宇部空港 50

美祢市 観光施設 50 〃 宇部空港チャーター便 600
下関市 観光施設 400 美祢市 観光施設 50
山口市 〃 300 下関市 韓釜フェリー乗り場 900
県 県庁 100 下関市 観光施設 400
東京 おいでませ山口館 200 山口市 〃 300
大阪 大阪営業本部 200 県 県庁 100
愛媛 防予フェリー 100 東京 おいでませ山口館 200

大阪 大阪営業本部 200
愛媛 防予フェリー 100

4,540 5,110

【繁体字（台湾、香港）】 【簡体字（中国）】
区分 配布先 部数 区分 配布先 部数
市内 市役所他公共施設他 465 市内 市役所他公共施設他 465
〃 サンパーク 65 〃 サンパーク 65
〃 花の海 60 〃 花の海 60
〃 厚狭駅 50 〃 厚狭駅 50
〃 商工会議所 100 〃 商工会議所 100
〃 旅館組合 475 〃 旅館組合 475
〃 ガイド団体 25 〃 ガイド団体 25
〃 その他飲食店など 125 〃 その他飲食店など 125
〃 小野田駅 25 〃 小野田駅 25

宇部市 観光施設 50 〃 山口東京理科大学 50
〃 宇部空港 50 宇部市 観光施設 50

美祢市 観光施設 50 〃 宇部空港 50
下関市 観光施設 400 美祢市 観光施設 50
山口市 〃 300 下関市 観光施設 400
県 県庁 100 山口市 〃 300
東京 おいでませ山口館 200 県 県庁 100
大阪 大阪営業本部 200 東京 おいでませ山口館 200
愛媛 防予フェリー 100 大阪 大阪営業本部 200

愛媛 防予フェリー 100

2,840
2,890

合計 合計

合計
合計



地域野菜リーフレット 

◎配布計画（２０，９１８／３０，０００部 ） 

１．ＪＡ関係 

  小野田営農センター（高千帆支店・小野田出張所は各５００） ４，０００ 
  山陽営農センター（厚狭支店・埴生支店は各５００）     ４，０００ 
 

農家配布  高千帆地区   ７６６  小野田地区 ３１２ 
        厚狭地区  １，３０７  埴生地区  ３３３ 計 ２，７１８ 
 
２．市役所・公民館関係 

場所 部数 場所 部数 
市役所（観光課） １００ 高千帆公民館 １００ 
山陽総合事務所 ５００ 有帆公民館 １００ 
南支所 １００ 埴生公民館 １００ 
埴生支所 １００ 出合公民館 １００ 
中央公民館 １００ 厚狭公民館 １００ 
本山公民館 １００ 厚陽公民館 １００ 
赤崎公民館 １００ 農業委員会 １，０００ 
須恵公民館 １００ 健康増進課（食育） ３，０００ 
小野田公民館 １００   
高泊公民館 １００ 計 ６，０００ 

 
３．小学校関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 児童数 教職員 配布予定数 
有帆小 １７７ １６ ２５０ 
高千帆小 ５８９ ４３ ７００ 
高泊小 ２５１ ２０ ３００ 
小野田小 ３４７ ２６ ４００ 
須恵小 ４５１ ３５ ５５０ 
赤崎小 ２６３ ２３ ３００ 
赤崎小松原分校 １０ ７ ５０ 
本山小 ２０１ １９ ２５０ 
厚狭小 ６０９ ４３ ７００ 
厚陽小 ９５ １５ １５０ 
出合小 １４４ １６ ２００ 
埴生小 １７８ １７ ２５０ 
津布田小 ４５ １３ １００ 
 ３，３６０ ２９３ ４，２００ 



広告媒体掲載設置について
設置場所 広告媒体 掲出場所 契約期間 契約先

ＪＲ岡山駅 デジタルサイネージ 地下改札口60Ｖ̲8面

デジタルサイネージ 新幹線改札内70Ｖ̲2面、60Ｖ̲3面

ポスター（Ｂ１） 在来線通路

デジタルサイネージ 自由通路等　9面

ポスター（Ｂ１） 在来線通路

電照看板 新幹線口

ポスター（Ｂ１） 在来線通路

西鉄バス、電車 ポスター（Ｂ３） 中吊り広告 平成２７年１２月１２日から平成２７年１２月１６日 株式会社ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ

電照看板 松山駅入口 平成２８年１月１１日から平成２８年２月７日

ポスター（Ｂ３） 予讃線、予土線 平成２７年１２月２４日から平成２８年１月２７日

電照看板 ２階待合ロビー

デジタルサイネージ ２階搭乗待合室等　４台

横断幕 1階エレベーター付近
番組提供（6：10～6：30）　週3回78本 11月～1月　毎週月・火・木
スポット放送（18：57～19：00）　週2回26本 11月～1月　毎週火・木

正月特番　4本（放送は県内） 1/2、3箱根駅伝往路・復路

11：50～14：40 番組提供（防府読売マラソン12/20）

ドライバーゾーン及びデータイム 12/21～25（朝から夕方まで万遍なく放送予定）

ＪＲ四国 株式会社ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ

平成２７年１１月１日から平成２８年３月３１日 株式会社JR西日本コミュニケーションズ

ＪＲ広島駅

ＪＲ新山口駅

ＪＲ厚狭駅

山口宇部空港 平成２７年１１月１日から平成２８年３月３１日
井上広美社（看板制作）

山口宇部空港ビル株式会社（広告掲
載）

テレビ テレビＣＭ
ケイ･アール・ワイ・サービスステーション

ラジオ（無料） ラジオＣＭ



公立大学法人山口東京理科大学ＰＲ広告掲出状況について

在来線通路

在来線通路

在来線通路

ＪＲ岡山駅

地下改札口

ＪＲ広島駅

新幹線改札内

ＪＲ新山口駅

自由通路

ＪＲ厚狭駅

新幹線口
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西鉄バス

松山駅入口

２階待合ロビー ２階搭乗待合室 １階エレベータ付近

ＪＲ四国

電車内（予讃線、予土線）

山口宇部空港

西鉄バス・電車

西鉄電車
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１ページ目 広告掲載ページ

県高Ｐ連会報
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