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仙台市内中心部オフィス向けメディア［ タネルン ］

…そんな思いを持った仙台で働く女性たちの

〝さがす〟を応援するメディアです。

興味が
あるものを
もっと深く
知りたい

Improving s
kills趣味や

好きなものを
語り合える仲間と

出会いたい

New F
riends

生活を
もっと楽しめる

情報が
欲しい

Local topic
s

夢中になれる
なにかを
見つけたい

Favorites



　「TANELUN（タネルン）」は、わくわくする種、新しい自分の種を見つけられる仙台エリアのオフィス向け新メディ
ア。「行動の種」と「ルンルン♪（＝楽しさ）をたねる（宮城などの方言で「探す」の意味）」をかけ合わせた造語です。
　「興味のあることをもっと深めたい」「好きなことについてとことん語り合いたい」「新しい仲間がほしい」「自分自
身を振り返ってチャレンジすべきものを考えたい」 ─ そんな読者の声に寄り添い、楽しい一歩を踏み出すきっかけ

（＝行動の種）と気軽に参加できる場（リアル・オンライン共）を、地域情報とともに提供します。

〝さがす〟を応援するメディア

発　行／ 仙台リビング新聞社
部　数／ 20,000部
体　裁／ タブロイド判 オールカラー
 13段組・右開き（12 ～ 16頁）
配　布／ 登録のある仙台市中心部のオフィスに配布
発行日／ 年6回　金曜日付（木・金曜日配布）

■《紙面（フリーペーパー）発行概要》

ターゲットはこんな女性たち
●仙台市中心部で働く
　　　　　　　　20 ～ 30代の女性
●向上心があり資格や趣味など
　　自分に合うものを常に探求している
●評判の高いファッションやコスメ等
　　人気アイテムやトレンドは押さえている
●サービスや商品のバックグラウンド、
　　ストーリーにこだわって物を選んでいる
●スキルアップや魅力向上のために
　　毎月ある程度の金額を自己投資している

etc…

行動の種 ＋ ルンルン♪ を たねる（探す）＝「タネルン」



Web サイト
　年に 6回発行する紙面は

「きっかけ」がキーワード。
　様々なジャンルのプロや先
達から学びを得る場や、自分
の好きなもの・趣味を語り合
える仲間たちと出会える場の
入口として、仙台市中心部の
オフィスに配布。行動の種を
蒔いていきます。

　Web サイトのキーワード
は「コミュニケーション＆ソ
リューション」。
　毎日記事を読みに行きた
くなる、仙台のライフスタイ
ル情報サイト。コンスタント
に仙台・宮城エリアの旬な
トピックスを発信していきま
す。

Free paper

2022.3.18号

紙面では地域密着型の幅広い情報
や、Web では見つけられないよう
なニッチな情報・読者目線からの
リアルな情報をたっぷりと発信。
Web や SNS では、その時々の

トピックスなどを発信して
いきます。

紙面をお届けしているオフィスを
ステージに、商品やサービスのサン
プリング・オフィスプレゼントを展開
できます。実際にユーザーの声を聞

くことができる、モニタリングや
座談会・アンケートも

可能です。

「婚活」「趣味」など、カテゴリ・
テーマを絞った交流会や、

「資格」「マネー」など仕事・趣味を
もっと深く知ることができる

イベント・セミナーを
リアル・オンライン双方向で

開催していきます。

きっかけ×コミュニケーション＆ソリューションの場として
2 つのメディアで情報発信M e d i a

Contents
Promot ion
＆

地域・企業・人を
つなぐ コンテンツ

仙台市中心部で
働く人のための

情報発信

モニタリング・
マーケティング調査

イベント・　
セミナーの開催

　発行にあたり、実際の読者層にあらた
めてアンケートや意見交換会を実施。一
方的な発信だけでなく、ユーザーの声も
リアルに取り入れて発信します。紙面は
きっかけ、Web はコミュニケーション＆
ソリューションの場として、双方向で展開
していきます。
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ペイドパブリシティ 
 （制作費含）

ディスプレイ広告
（制作費別）

1 段 65,000 円／段
（税込 71,500 円）

55,000 円／段
（税込 60,500 円）

発行号 配布日 ディスプレイ入稿 
・記事校了日

9月9日号 9/8（木）・9（金） 8/30（火） 調整中

11月18日号 11/17（木）・18（金） 11/8（火）

 23年 1月20日号 1/19(木）・20（金） 1/10（火）

3月3日号 3/2（木）・3（金） 2/20（月）

部　数 オフィス数
青 葉 区 13,981部 1325

宮城野区 2,657部 214

泉 区 1,383部 95

若 林 区 669 56

太 白 区 1,586部 95

合　計 20,278部 1,785

《広告掲載料金》

段単価
（2022.01現在）

※ 1 面・終面指定料１０％増

1 ページ 
（13 段）

600,000 円
（税込 660,000 円）

500,000 円
（税込 550,000 円）

ペイドパブリシティ
広告主様の発信する営業情報
や商品情報を取材、編集記事
への加工により客観化し、リビ
ング仙台が読者に発する推奨情
報として伝達します。紙面から
の情報が女性読者のクチコミを
誘発し、さらなる広告効果を高
めます。

ディスプレイ広告
規定に沿って作られた完全データ
をご入稿いただく広告です。（お客
様ご自身で制作いただくか、掲載料
金のほかにデータ作成費用が別途必
要となります）
※広告掲載に際して事前審査が必要な場

合があります。
※ディスプレイ広告は、入稿前の原稿審

査が必要な場合があります。

このほか、特別料金や定型外サイズの企画等も予定しております。都度お問い合わせ下さい。

　右記にある申込締切日・校了締切日・入稿
締切日とは、掲載予定の媒体発行号の制作スケ
ジュールに準じます。広告企画に関しては別途定
めるスケジュールに準じます。
　天災など社会的状況により、発行を中止する
場合がございます。広告申込締切前に発行中止
となった場合は、広告申込をキャンセルさせてい
ただきます。予めご了承ください。

※なおキャンセル後、翌号以降（3 か月以内）にご出稿頂く場合は右記の料金を適用させて頂きます。　ご出稿する形態の料金 ー 頂いたキャンセル料金

キャンセル条件 キャンセル費用
・申込締切日の前日まで
・ペイドパブリシティの制作開始より前まで 無料

・申込締切日以後
・申込締切日の前日以前でも、ペイドパブリシティの制作開始以後から校了締切日前まで 出稿額の５０％

校了締切日・入稿締切日以後 出稿額の１００％

https://mrs.living.jp/sendai
TEL 022-265-2511　FAX 022-265-1610
〒 980-8585　仙台市青葉区中央 2-8-13 大和証券仙台ビル 4 階

● 広告のキャンセルについて

■お問い合わせ リビング仙台 Web

《広告サイズ》

１段 27mm
２段 56mm
３段 85mm
４段 114mm
５段 143mm
６段 172mm
７段 201mm
８段 230mm
９段 259mm
10 段 288mm
11 段 317mm
12 段 346mm
13 段 375mm

全　段 250mm
１/ ２割 124mm

完全見開き 523mm

1 頁

タテ×ヨコ 375 × 250
（mm）

2 頁（完全見開き）

タテ×ヨコ 375 × 523
（mm）

タテ（天地） ヨコ（左右）

《配布部数・エリア》《発行スケジュール》

※発行日が変更になる場合があります、最新の情報をご確認ください。

● 2022年度 発行予定 （2022.7現在）

● エリア別部数 （2022.7現在）

2022.07.08

月 火 水 木 金 土 日
1 W

2 W ■
3 W ● ●〇

ディスプレイ広告
入稿締め切り・
ペイド校了日

配布日 … 木曜日・一部金曜日 発行日

発行日の 8 営業日前

※祝日などの関係で工程が前倒しになる可能性があります。

午後 5 時まで

登録のある仙台市中心部のオフィスに働く
女性に 20,000部を配布

● 主な配布エリア
　仙台市営地下鉄の主要駅※1

　 周辺
　※1…五橋～仙台駅～勾当台公園駅・泉中央駅・長町駅など


