
ＦＭいるか広告料金表 

〒040-0054函館市元町19-7 
TEL：0138(27)3700 FAX：0138(23)3100 

Email 807@fmiruka.co.jp URL http://www.fmiruka.co.jp 

函館市・北斗市・七飯町 

約35万6000人 

ＦＭいるか受信エリア 

＋ 

インターネット放送 配信中！ 

■スマートフォンで聴く 

ＦＭいるか専用 無料アプリ 

ＦＭ聴（てい） for ＦＭいるか 

Android/iOS/Windows8 対応 

サイマルラジオ ホームページ 

http://www.simulradio.info/ 

■パソコンで聴く 

でもＦＭいるかの放送がインターネット配信されています。詳しくはサービスサイトをご覧ください。 
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■ＦＭいるかＣＭ年間契約「ＦＯＤ」（フレンズ・オブ・ドルフィン） 

1年間単位の契約で、様々な特典もございます。 

タイプ ＣＭ本数 金額 特典 

Ａタイプ 900本 ¥1,200,000＋消費税 

（１本単価1,333円） 

●クレジット放送「（御社ほか数社名）はＦＭいるか

を応援しています。」 

●パブリシティを優先的に放送します。 

●中継車によるＰＲ生中継を優先的に実施しま

す。 

●タイムテーブルに御社名を掲載します。 

Ｂタイプ 400本 \600,000＋消費税 

（１本単価1,500円） 

●クレジット放送「（御社ほか数社名）はＦＭいるか

を応援しています。」 

●パブリシティを優先的に放送します。 

●中継車によるＰＲ生中継を優先的に実施しま

す。 

●タイムテーブルに御社名を掲載します。 

Ｃタイプ 180本 \300,000＋消費税 

（１本単価1,667円） 

●クレジット放送「（御社ほか数社名）はＦＭいるか

を応援しています。」 

●パブリシティを優先的に放送します。 

エコノミー 

タイプ 

80本 \150,000＋消費税 

（１本単価1,875円） 

●クレジット放送「（御社ほか数社名）はＦＭいるか

を応援しています。」 



秒 数 単 価 

15秒 \2,000 ＋消費税 

20秒 \3,000 ＋消費税 

30秒 \4,000 ＋消費税 

60秒 \7,000 ＋消費税 

料金は、単価×放送回数となります。 

※10本以上からのご契約とさせていただきます。 

※ＣＭ制作料金別途。 

タイムリーにピンポイント広告が打てます。様々なＰＲにご活用ください。 

パーソナリティーがリスナー一人一人に語りかけるように放送する生ＣＭです。 

ボリューム（目安） 単 価 

1分以内 \10,000 ＋消費税 

3分以内 \15,000 ＋消費税 

料金は、単価×放送回数となります。 

※5本以上からのご契約とさせていただきます。 

※放送時間帯につきましては、必ずしもご希望の時間帯に放送できない場合もございます。 
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■スポットＣＭ料金 

■生コマーシャル・パブリシティ料金 

ボリューム（目安） 単 価 

10分以内程度 \30,000 ＋消費税 

移動中継車「いるか号」が、お店やイベント会場からＰＲ生中継を行ないます。 

※日時によっては、お受けできない場合がございます。 

移動中継車 いるか号 中継の様子 

■いるか号出動料金 



 電 波 料 番 組 制 作 料 

5分番組 \20,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

10分番組 \30,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

15分番組 \40,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

20分番組 \50,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

30分番組 \60,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

60分番組 \100,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

（電波料＋番組制作料）×放送月数 

1）オリジナル番組・お持ち込み番組の場合の電波料は、上記金額の３倍となります。 

2）ＣＭ枠は番組時間の10％を限度とし、ご相談の上、効果的に設定いたします。 

3）番組時間内のステーションブレイクを含みます。 

4）番組制作料については、天気･交通･道路の情報番組を月額8,000円（＋消費税）とし、 

 それ以外の番組につきましては番組内容に応じ実費とさせていただきます。 

※ご契約は3ヶ月単位からとさせていただきます。 

（電波料＋番組制作料）×放送月数 

 電 波 料 番 組 制 作 料 

5分番組 \100,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

10分番組 \150,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

15分番組 \200,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

20分番組 \250,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

30分番組 \300,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

60分番組 \500,000 ＋消費税 番組内容に応じ実費 

1）オリジナル番組・お持ち込み番組の場合の電波料は、上記金額の３倍となります。 

2）ＣＭ枠は番組時間の10％を限度とし、ご相談の上、効果的に設定いたします。 

3）番組時間内のステーションブレイクを含みます。 

4）番組制作料については、天気･交通･道路の情報番組を月額40,000円（＋消費税）とし、 

 それ以外の番組につきましては番組内容に応じ実費とさせていただきます。 

※ご契約は3ヶ月単位からとさせていただきます。 

★番組提供については、「週２回」といったご要望につきましてもご相談に応じます。 

4 

■番組提供料金①（週1回／1ヶ月） 

■番組提供料金②（月～金／1ヶ月） 



時報放送料×放送月数 

時 報 放 送 料 ¥45,000 ＋消費税 

1）オリジナル音楽を制作し、時報音の前に放送します。（オリジナル音楽制作料別途） 

2）時報音はオリジナル時報音を放送します。 

3）下記の進行表に沿って放送します。 

TIME 内 容 コ メ ン ト 例 

59分30秒 

 

 

59分50秒 

 

59分57秒 

 

サウンドロゴ スタート（２０秒） 

 

 

キャッチフレーズ付きクレジット（７秒） 

 

オリジナル時報音 スタート（３拍分） 

歌詞付きのオリジナル音楽 

 

 

例「信頼と実績の○○商店が□□時をお知らせします」 

 

 

00分00秒 オリジナル時間告知音（１拍分）  

時報放送料×放送月数 

時 報 放 送 料 ¥45,000 ＋消費税 

1）２０秒スポットＣＭを時報音の前に放送します。 

2）時報音はオリジナル時報音を放送します。 

3）下記の進行表に沿って放送します。 

TIME 内 容 コ メ ン ト 例 

59分30秒 

 

 

59分50秒 

 

59分57秒 

 

御社スポットコマーシャル（２０秒） 

 

 

キャッチフレーズ付きクレジット（７秒） 

 

オリジナル時報音 スタート（３拍分） 

 

 

 

例「信頼と実績の○○商店が□□時をお知らせします」 

 

 

00分00秒 オリジナル時間告知音（１拍分）  

※ご契約は３ヶ月単位からとさせていただきます。 

※ご契約は３ヶ月単位からとさせていただきます。 

★１週間・土日のみといったパターンにつきましてもご相談に応じます。 
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■時報提供料金① サウンドロゴ付き（月～金／1ヶ月） 

■時報提供料金② スポットＣＭ付き（月～金／1ヶ月） 



講演会、シンポジウム、フォーラムなどを録音して、ＦＭいるかの番組内で放送するプランです。「講演内容を

広く周知したい」「音声記録として保存したい」という場合に最適です。 

料金 \40,000 ＋消費税 

＜プラン内容＞ 

秒 数 単 価 

20秒以内 \5,000 ＋消費税 

60秒以内 \8,000 ＋消費税 

1）局制作、局ナレーター、著作権フリーＢＧＭでの制作となります。 

2）長尺、特殊なものについては実費となります。 

ＦＭいるかでは、これらの商品に加え、時節や時流に合わせた商品を企画・制作させていただいておりま

す。また、お客様のご要望に合わせて、効果的なオリジナル商品もご提案致します。詳しくは担当までお気

軽にお問い合わせ下さい。 
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■講演会プラン 

■ＣＭ制作料金 

＜オプション＞ 

・司会者派遣  司会料23,000円（税込） 

 

＜その他＞ 

・講演会の内容によっては、放送をお断りする場合がございます。 

・上記料金は、講演会以外のイベントには適用されません。 

番組制作一式 講演会の録音、編集、番組制作を行ないます。 

番組宣伝ＣＭ 講演会の放送を周知する20秒ＣＭを10回放送します。 

番組の放送 【番組時間】 120分間以内 

【放送回数】 2回 

【放送日】 土曜日（日曜日に再放送） 


