
日本初のコミュニティＦＭ放送局 

ＦＭいるか コマーシャル料金表 

〒040-0054 函館市元町19-7 函館山ロープウェイ内 
TEL：0138(27)3700  FAX：0138(23)3100 

E-mail：807@fmiruka.co.jp  URL：http://www.fmiruka.co.jp 

●パソコンで聴く 
 

「ＪＣＢＡサイマルラジオ」のサイトへアクセスする

と、ＦＭいるかのプレーヤーが開いて、放送音声を聴

くことができます。 
（サイトのトップページにアクセスした場合は、「北海道」→「ＦＭいるか」→「Listen♪」→「▶」を 

クリックして放送音声を聴くことができます。） 

【ＦＭいるかの聴き方】 

●スマートフォン･タブレットで聴く 
 

・ブラウザで聴く 
上記「パソコンで聴く」と同じ方法でお聴きいただけます。 
 

・アプリで聴く「Ｒａｄｉｍｏ（レディモ）」 
ＪＣＢＡサイマルラジオが楽しめるラジオアプリ

「レディモ」のサイトへアクセスすると、各アプリ

ストアのダウンロードページへリンクしています。 

ダウンロード後、放送局一覧から「FMいるか」を選択して放送音声を聴くことができま

す。（Android5.0/iOS12以降対応。無料） 

●ラジオで聴く 
 

ＦＭラジオ 周波数80.7ＭＨｚ 

聴取エリア 函館市･北斗市･七飯町 

      （可聴人口 約35万6,000人） 
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 開局日  1992年12月24日(木) 全国初のコミュニティＦＭとして開局 

 放送局（スタジオ） 
 〒040-0054 北海道函館市元町19-7 函館山ロープウェイ山麓駅１階 

 TEL 0138-27-3700／FAX 0138-23-3100 

 送信所  函館山山頂展望台 屋上（函館市函館山字御殿山） 

 予備送信所  函館山ロープウェイ山麓駅舎 屋上（函館市元町） 

 中継所  南茅部中継所（函館市臼尻町）／日浦中継所（函館市日浦町） 

 呼出名称  はこだてエフエム 

 コールサイン  JOZZ1AA-FM 

 周波数  80.7MHz（メガヘルツ） 

 空中線電力  函館山送信所：20W／南茅部中継所：20W／日浦中継所：5W 

 放送時間  24時間放送 

 放送エリア  函館市および北斗市・七飯町 

 エリア内人口  約35万6000人 

 エリア内世帯数  約15万5000世帯 

ＦＭいるか概要 

リーセンシー効果 
 例えば、「車で帰宅途中、ラジオで試食していた商品があまりに美味しそうで、思わずお店に行って買ってしまっ

た」というような、購入の直前にリスナーとCMが接触することで、リスナーの購買行動に影響を与え購買行動につ

ながる確率を高めるという効果。 

 

イメージャリー･トランスファー効果 
 ラジオＣＭを聞いて、チラシ･新聞広告･テレビなど他のメディア広告を思い出す効果。新聞折込やテレビＣ

Ｍを行う際、ラジオＣＭも併用する（メディアミックス）ことで、大きな広告効果が得られると言われています。 

ラジオＣＭの効果 

Ｑ．あなたが普段お聴きになるラジオ局を 

  全てお答え下さい。 

 

  ※2013年ＮＴＴ北海道テレマート調べ 

  ※複数回答 

ＦＭいるかは、函館市内で最も聴かれているラジオ局です 
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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円 
（税込1,320,000円） 

 
（税込1本単価 1,467円） 

・クレジット放送 

 「（貴社ほか数社名）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円 
（税込660,000円） 

 
（税込1本単価 1,650円） 

・クレジット放送 

 「（貴社ほか数社名）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円 
（税込330,000円） 

 
（税込1本単価 1,833円） 

・クレジット放送 

 「（貴社ほか数社名）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円 
（税込165,000円） 

（税込1本単価 2,063円） 

・クレジット放送 

 「（貴社ほか数社名）はＦＭいるかを応援しています。」 
 

秒 数 単 価 

15秒 2,000円（税込2,200円） 

20秒 3,000円（税込3,300円） 

30秒 4,000円（税込4,400円） 

40秒 5,000円（税込5,500円） 

60秒 7,000円（税込7,700円） 

料金は、単価×放送回数となります。 

※10回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。 

■スポットＣＭ 
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秒 数 単 価 

20秒以内 5,000円（税込5,500円） 

60秒以内 8,000円（税込8,800円） 

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。 

■ＣＭ制作料金 

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円（税込11,000円） 

3分以内 15,000円（税込16,500円） 

料金は、単価×放送回数となります。 

※5回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。 

■生コマーシャル・パブリシティ 

ボリューム（目安） 単 価 

10分以内 30,000円（税込33,000円） 

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。 

※車両点検等により、「いるか号」以外の車両で中継を行う場合があります。 

■生中継 

中継の様子 移動中継車「いるか号」 



★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。 
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■番組提供 

スポンサー様のＰＲに特化した番組を制作し、放送します。 

 
※番組提供料金は、「（電波料＋番組制作料）×放送月数」となります。（金額は下記表参照） 

※ご契約は3ヵ月以上からとさせていただきます 

番組の長さ 電 波 料 番 組 制 作 料 

05分番組 100,000円（税込110,000円） 番組内容に応じ実費 

10分番組 150,000円（税込165,000円） 番組内容に応じ実費 

15分番組 200,000円（税込220,000円） 番組内容に応じ実費 

20分番組 250,000円（税込275,000円） 番組内容に応じ実費 

30分番組 300,000円（税込330,000円） 番組内容に応じ実費 

60分番組 500,000円（税込550,000円） 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（税込44,000円）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。 

②月～金 放送 ／ 1ヶ月 

番組の長さ 電 波 料 番 組 制 作 料 

05分番組 20,000円（税込22,000円） 番組内容に応じ実費 

10分番組 30,000円（税込33,000円） 番組内容に応じ実費 

15分番組 40,000円（税込44,000円） 番組内容に応じ実費 

20分番組 50,000円（税込55,000円） 番組内容に応じ実費 

30分番組 60,000円（税込66,000円） 番組内容に応じ実費 

60分番組 100,000円（税込110,000円） 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8,000円（税込8,800円）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。 

①週1回 放送 ／ 1ヶ月 



時報放送料×放送月数 

時 報 放 送 料（１ヵ月あたり） 45,000円（税込49,500円） 

★ご契約は3ヵ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 

 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。 

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）  

①スポットＣＭ付き 

1）オリジナル音楽を制作し、時報音の前に放送します。（オリジナル音楽の制作には別途料金が発生します） 

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 

 

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）  

②オリジナル音楽付き 


