
表３

会 員 の 皆 様 へ

一般社団法人 東京建築士会では、ホームページのリニューアルに伴い、公式トップページに有料バナー広告枠を
設け、広告掲載を募集しております。この機会に是非、貴社のバナー広告の掲載をご検討をいただきたく、ご案
内を申し上げます。なお、掲載に関する要項は下記の通りです。

ホームページ「バナー広告」 欄掲載のお願い
一般社団法人 東京建築士会

【申込書提出／お問合先】
中央区日本橋富沢町 11-1 富沢町 111 ビル 5階
TEL 03-3527-3100　FAX 03-3527-3101
E-mail   info@tokyokenchikushikai.or.jp 事務局担当：  梅津

東京建築士会 情報委員会

広告概要について

掲載期間 １ヶ月～12ヶ月 単位 ※複数枠 同時掲載可

掲載できない広告

・当会の公共性及びその品位を損なう恐れがあるもの
・政治、宗教活動、意見広告、個人的宣伝にかかわるもの
・公共の秩序、善良な風俗に反するもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種のもの
・当会が実施する業務の円滑な運営に相応しくないと思われる業種のもの
・その他、掲載する広告として適当でないと当会が認めるもの 等
※掲載後、上記等に該当するものは、即時に掲載を取り下げすることがあります。

注意点について

・文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるもの
・希望掲載枠が複数の申込があった場合、原則的に申込先着順とします
・広告掲載に係る原稿作成等の費用は、申込者（広告主）が負担とします
・原稿等を指定期日迄に提出しなかった場合、掲載を中止することがあります
・掲載料を納入しなかった場合、掲載を中止することがあります
・広告内容及びバナーによりリンクされたホームページの内容の問い合わせや、
　その内容に起因する苦情等について当会は対応しないと共に責任を負いません

申  込  方  法

裏面申込書へ記入し、
郵送・FAX 又は
メール送信

STEP1
掲　載

※掲載開始月の初日から、
掲載終了月の末日迄

STEP４STEP２
申込内容の審査

STEP３
広告担当より掲載内容等の

確認と校正連絡
（FAX 又はメールにて）

横  220  px

縦  46  px

横幅 220px × 縦幅 46px
［5KB ～ 20KB 程度（1点につき）］

右段 (小／Ａ)

横  168  px

縦  50  px

下段 (Ｃ) 横幅 168px × 縦幅 50px
［5KB ～ 20KB 程度（1点につき）］

横  220  px

縦  74  px

右段 (大／Ｂ) 横幅 220px × 縦幅 74px
［5KB ～ 20KB 程度（1点につき）］

掲載箇所 本会ホームページ 右段（小／Ａ）５ 枠迄 ／ 右段（大／Ｂ）２ 枠迄 ／ 下段（Ｃ） 20 枠迄

形　式 JPEG／PING／GIF

申込資格 原則として東京建築士会所属の正会員・準会員・賛助会員のみとする（再申込可）

掲載規格 ※原寸サイズではございません

掲載料 ※下記掲載料は掲載箇所により異なります

ホームページ掲載 見本例

（Ｂ）バナー広告募集

（Ｃ）バナー広告募集 （Ｃ）バナー広告募集

掲載期間 金額（税別） 割引率（％）

162,000 円
288,000 円

１ヶ月
３ヶ月
６ヶ月
12 ヶ月

基本価格
５％引
10％引
20％引

下段（Ｃ）１枠あたり
掲載期間 金額（税別） 割引率（％）

40,000
114,000 円
216,000 円
384,000 円

円 60,000 円 30,000 円
85,500 円

１ヶ月
３ヶ月
６ヶ月
12 ヶ月

基本価格
５％引
10％引
20％引

右段（小／Ａ）１枠あたり
掲載期間 金額（税別） 割引率（％）

171,000 円
324,000 円
576,000 円

１ヶ月
３ヶ月
６ヶ月
12 ヶ月

基本価格
５％引
10％引
20％引

右段（大／Ｂ）１枠あたり

平成 29年度
4月 1日～ 12 月 1日
月平均アクセス数

約           万／月
アクセス
２

（Ａ）バナー広告募集

（Ａ）バナー広告募集

当会関係バナー

当会関係バナー

※掲載位置は当会関係バナーの下となります

※掲載位置は当会関係バナーの下となります



表４

info@tokyokenchikushikai.or.jp
E-mail 送信先

03-3536-7712
FAX 送信先

【申込書提出／お問合先】
中央区日本橋富沢町 11-1 富沢町 111 ビル 5階
TEL 03-3527-3100　FAX 03-3527-3101
E-mail   info@tokyokenchikushikai.or.jp 事務局担当：  梅津

ホームページ「バナー広告」 欄掲載申込書

担当者
氏　名

フリガナ

所　属 役職名

欄広告申込書

〒

　

会社名
（支店名）

所在地

電話番号 FAX 番号

連絡先

E-mail

部署名

過去申込有無 有　・　無
（過去申込有の場合）
過去掲載から変更 有　・　無

※「有」場合、下記を選択

※「有」場合、下段「広告掲載内容」へ
　変更内容記入（「無」場合、記入不要）

※上記以外でご質問や入稿時における注意点等ございましたら、自由にご記載下さい。

掲載料のお支払先について 掲載後、2週間後程度に請求書をご郵送いたします。三菱UFJ 銀行 京橋支店   普通 No.1719945  （一社）東京建築士会
指定口座にお振込み（振込手数料ご負担） 口座名義  ｼﾔ)ﾄｳｷﾖｳｹﾝﾁｸｼｶｲ

広告掲載内容

リンク先URL

申込区分
※ご希望の項目をチェック（複数可）

※ご希望の項目をチェック（複数可）

□ 右段（小／Ａ）　　　　 □ 右段（大／Ｂ）　 　　　□ 下段（Ｃ）

掲載希望期間
年　　　月　　　日 から

□ 1 ヶ月  □ 3 ヶ月  □ 6 ヶ月  □ 12 ヶ月

入稿形式
※ご希望の項目を 1つチェック

□ JPEG   □ PING    □ GIF    □ その他
入稿予定日

年　　　月　　日 頃予定

年　　　月　　　日 まで

東京建築士会 情報委員会


