
令和３年度　広告募集予定媒体一覧（令和３年６月現在）

＜印刷物＞

広告を掲載する媒体名 媒体の規格 形状
印刷

枚数・冊数
配布数
発送数

配布時期 配布対象・範囲 広告募集時期

1 帯広市子育てガイドブック Ａ4　カラー　52ページ 冊子 2,600 2,600 7月～
赤ちゃん訪問等で配布
未就学の子どものいる転入世帯

4月

2 農業委員会だより A4　6ページ （カラー2ページ、白黒4ページ） 冊子 1,000 1,000 9月、2月 市内農家、農業関係機関 6月、11月

3 固定資産税納税通知書送付用封筒 長形３号封筒サイズの窓あき封筒 封筒 60,000 60,000 毎年5月、随時 資産税課税対象者 封筒の裏面（縦5.5cm×横20ｃｍ程度） 9月

4 市民税納税通知書送付用封筒 長３封筒サイズの窓あき封筒 封筒 65,000 65,000 毎年6月、随時
市民税課税対象者
市内全域・一部市外

封筒の裏面（縦5.5cm×横20ｃｍ程度） 9月

5 軽自動車税納税通知書送付用封筒 縦11.9ｃm×横21.4ｃｍ・縦11.9ｃｍ×横19.5ｃｍ 窓あき封筒 封筒 50,000 50,000 毎年5月、随時
軽自動車税課税対象者
市内全域・一部市外

封筒の裏面（縦8cm×横18ｃｍ程度） 9月

6 共通封筒（角２　料金後納） 角２封筒 封筒 108,000 108,000 随時 市民、官公庁、業者等 封筒の裏面（縦25cm×横20.5ｃｍ程度） 12月～1月

7 共通封筒（長３　区内特別） 長３封筒 封筒 83,000 83,000 随時 市民、官公庁、業者等 封筒の裏面（縦10.5cm×横17ｃｍ程度） 12月～1月

8 共通封筒（長３　料金後納） 長３封筒 封筒 106,000 106,000 随時 市民、官公庁、業者等 封筒の裏面（縦10.5cm×横17ｃｍ程度） 12月～1月

9 上下水道料金のお知らせ（検針票） 65mm×82.5mm　1色刷　1版 検針票 630,000 630,000 9月～ 上下水道使用者 検針票の裏面 5月～6月

10 ごみ・資源収集曜日区域図 Ｂ3　カラー 縦364ｍｍ×横515ｍｍ ポスター 100,000 100,000 毎年3月 市内全世帯 紙面下段6枠（縦5cm×横8cm） 11月

11 指定ごみ袋(外装)

05ℓ　　縦270ｍｍ×横210ｍｍ　　2色刷
10ℓ　　縦305ｍｍ×横275ｍｍ　　2色刷
20ℓ　　縦300ｍｍ×横220ｍｍ　　2色刷
30ℓ　　縦310ｍｍ×横245ｍｍ　　2色刷
40ℓ　　縦350ｍｍ×横260ｍｍ　　2色刷

袋 869,700 869,700 11月～
市民
指定ごみ袋等取扱店にて販売

4月

12 帯広市発達支援ガイドブック　あくせす A５　カラー　最大本文４４ページ 冊子 750 750 9月 関係機関、希望者 6月

13 成人の集いパンフレット Ａ４　三つ折　カラー パンフレット 1,500 1,500 1月(予定) 新成人（市外在住者含む） 11月(予定)

＜ＨＰバナー広告＞

広告を掲載する媒体名 媒体の規格 形状 枠数 アクセス件数 閲覧時期 閲覧対象・範囲 広告募集時期

14 帯広市ホームページ - HPバナー 15
879,556件/月

（全ページ）
随時 ホームページ閲覧者 随時

15 帯広市上下水道ホームページ - HPバナー 3 1,500件/月 随時 ホームページ閲覧者 随時

16 帯広市図書館ホームページ
60ピクセル×150ピクセル
GIF89a又はJPEG、PNG、4kb以内

HPバナー 15 59,000件/月
（広告掲載頁全体）

随時 帯広市図書館ホームページ閲覧者 随時

紙面　縦16.5ｃm×横11ｃm

縦90mm×横90mm

 広告を掲載する箇所想定する広告の大きさ

60ピクセル×150ピクセル
GIF89a又はJPEG、PNG、4kb以内

トップページ3枠　50ピクセル×130ピクセル
GIF89a又はJPEG、PNG、4kb以内

60ピクセル×150ピクセル
GIF89a又はJPEG、PNG、4kb以内

広告を掲載する箇所
想定する広告の大きさ

紙面2ページ全面に掲載。
（縦4.5cm×8cm)×20箇所

9月配布分　2カ所(縦8cm×横6cm)
2月配布分　2カ所(縦8cm×横6cm)

外装袋上部2枠（5ℓのみ1枠）
　5ℓ　　　　　　　（縦4.0ｃｍ×横16.5ｃｍ程度）
　10、20、30ℓ　（縦4.3ｃｍ×横8.5ｃｍ程度）
　40ℓ　　　　　　（縦4.7ｃｍ×横9.2ｃｍ程度）



令和３年度　広告募集予定媒体一覧（令和３年６月現在）

＜施設＞

広告を掲載する媒体名 媒体の規格 形状 掲載枠数 掲載枚数 掲出時期 閲覧対象・範囲 広告募集時期

17 庁舎１階（壁面） Ｂ2　ポスターパネル パネル 5 5
通年

（4月1日～）
本庁舎１Ｆロビー B2版ポスター 随時

18
庁舎１階（市民ロビー、市民ホール）、
１１階（展望ホール）

コミュニティビジョン   1階待合ロビー　　50インチ
　　　　　　　　　　　　　　1階市民ホール　　32インチ
　　　　　　　　　　　　　　11階食堂　　　　　 42インチ

コミュニティ
ビジョン

3 15
通年

（4月1日～）
１階ロビー及び
１１階展望ホール利用者

32型・42型・50型モニターＴＶ設置 随時

19 庁舎１階（市内案内図） H2,100mm × W2,800mm パネル 1 86
通年

（4月1日～）
本庁舎１Ｆロビー 随時

20 庁舎エレベーター Ｂ2　ポスターパネル パネル 5 5
通年

（4月1日～）
本庁舎エレベーター使用者 B2版ポスター 随時

21 市民ギャラリー 42インチ　液晶ディスプレイ 液晶パネル 8 1
通年

（4月1日～）
市民ギャラリー利用者 随時

22
明治北海道十勝オーバル
（帯広の森屋内スピードスケート場）

H1,600mm×W7,100mm（バックストレート）
H1,600mm×W6,100mm（コーナー）
H1,200mm×W2,700mm（スポット）

パネル 30 30
通年

（4月1日～）
明治北海道十勝オーバル利用者 随時

23 帯広の森野球場 H1,000mm×W9,840mm ペイント 20 20
通年

（4月1日～）
帯広の森野球場利用者 随時

24 コミュニティ施設 Ｂ2　ポスターパネル パネル 1 1
通年

（4月1日～）
緑西コミュニティセンター利用者 １階ロビー 随時

25 保健福祉センター Ｂ2　ポスターパネル パネル 10 10 未定 乳幼児健診受診者等 未定

26 動物園 掲示板（W3640mm×Ｈ1810mm） ポスター 5 5
動物園の

開園日(4月～)
動物園来園者 2月

27 児童会館 Ｂ2　ポスターパネル パネル 2 2
通年

（４月１日～）
児童会館来館者 随時

28
とかちプラザトレーニングルームガラ
ス面

屋内広告物
（H400ｍｍ×W900ｍｍ）以内

ポスター 5 5
随時

（契約翌々月
～）

とかちプラザ利用者 随時

29 帯広市グリーンプラザ Ｂ2　ポスターパネル パネル 3 3
通年

（4月1日～）
帯広市グリーンプラザ利用者 2月

＜その他＞

広告を掲載する媒体名 媒体の規格 形状 掲載枠数 掲載枚数 掲出時期 閲覧対象・範囲 広告募集時期

30 図書館雑誌カバー、雑誌架
・雑誌カバー表面・裏面
・雑誌架

雑誌カバー
雑誌架

156 23
随時

（契約翌月～）
図書館来館者 随時

31 公用車 縦297mm×横420mm（Ａ3サイズ）
カッティング
フィルム等

2 4 通年
（4月1日～）

十勝管内（主に市内一円。ただし運行し
ている場合に限る。）

随時
公用車の前側両側ドア
（1枠2枚、Ａ3サイズ）

メインストリート沿い
Ｂ2版　W515mm×H728mm

児童会館エントランスホール

とかちプラザトレーニングルームガラス面5箇所

B2版ポスター

 広告を掲載する箇所想定する広告の大きさ

 広告を掲載する箇所想定する広告の大きさ

帯広市図書館雑誌コーナー
①雑誌最新号カバー表面：縦4cm×横13cm以内
②雑誌最新号カバー裏面：雑誌カバーのサイズ
（A4・B4等）
③雑誌架：縦15cm×横21cm以内

H50mm × W110mm　　58枠
H160mm × W160mm　28枠

市民ギャラリー　BFロビー
42型液晶ディスプレイ

明治北海道十勝オーバル
　バックストレート12ヵ所、
　コーナー10ヵ所
　スポット広告8ヶ所

フェンス（レフト・ライト各10枚）

保健福祉センター健康診査室


