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ＦＭいるか ＣＭ料金表

■スポットＣＭ

■生コマーシャル・パブリシティ

■ＣＭ年間契約「ＦＯＤ」

秒　数 料 金 （1本単価）

  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）

ボリューム（目安） 料 金 （1本単価）

　１分以内 10,000円 （税込11,000円）

　３分以内 20,000円 （税込22,000円）

タイムリーにピンポイントで広告が打てます。様々なPRにご活用ください。

番組パーソナリティーが生放送中に紹介する生ＣＭです。

1年間単位の契約で、様々な特典もございます。

エフ･オー･ディー

（フレンズ・オブ・ドルフィン）

料金は、単価×放送回数 となります。
1) 10 回以上からのご契約とさせていただきます。
2) ＣＭ制作料金が別途必要となります。

料金は、単価×放送回数 となります。
1) 5 回以上からのご契約とさせていただきます。
2) 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。

タ イ プ   CM本数          料　金 特　典

Ａ
タイプ

Ｂ
タイプ

Ｃ
タイプ

エコノミー
タイプ

900
　本

400
　本

180
　本

100
　本

1,200,000円
（税込 1,320,000 円）

（税込 1本単価 1,467 円）

600,000円
（税込 660,000 円）

（税込 1本単価 1,650 円）

300,000円
（税込 330,000 円）

（税込 1本単価 1,833 円）

180,000円
（税込 198,000 円）

（税込 1本単価 1,980 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。
　

・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。
　

・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生中継を実施します。
　（日程によってはご希望に添えない場合があります）
　

・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生中継を実施します。
　（日程によってはご希望に添えない場合があります）

スタンダードなラジオＣＭです
繰り返し放送することでリスナーの
記憶に残る効果が期待できます
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※ＣＭのキャンセルについて

ＦＭいるか ＣＭ料金表

■生中継リポート
移動中継車「いるか号」がお店やイベント会場等からＰＲ生中継を行います。

CMお申し込み後に、広告主様のご都合によりCM放送をキャンセルされる
場合は、下記のとおりキャンセル料が発生いたします。

1) 中継スケジュールは、日程によってはご希望に添えない・お受けできない場合があります。
2) 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。

ボリューム（目安） 単　価

　10分以内 30,000円 （税込33,000円）

■CM制作料金

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別途お見積りいたします。 1) 放送開始日の前日を１日前とします。日数管理は営業日ではなく、実際の日数で計算します。

2) 放送開始後のキャンセルについては、システムの都合上、お申出日の翌日より可能となります。

生中継の様子はＦＭいるかホームページ（ブログ）やＳＮＳと連動して情報発信しています。

  秒　数             単　価

20秒以内    5,000円  （税込 5,500円）

60秒以内 10,000円 （税込11,000円）

キャンセルお申出日                        キャンセル料金

　　７日前まで 無料

 ６日前～放送前日 CM制作料のみ頂戴します

   放送開始日以降   CM制作料とCM放送済の放送料を頂戴します

あなたの声で直接ＰＲしてください
食リポや｢いるかを聞いた｣での特典
など､さまざまな演出が可能です
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①週１回放送 ／ １ヵ月あたり ②月曜～金曜 放送 ／ １ヵ月あたり

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 10,000 円（税込 11,000 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。

■番組提供（タイム料金）
広告主様の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。
※ご契約は 3ヵ月以上からとさせていただきます。

※番組提供については「週２回」「土･日」といったご要望もご相談に応じます。またイベント特別番組のご提案も行います。詳細についてはお問い合わせください。

放送中の提供番組（提供コーナー）については、ＦＭいるかのタイムテーブル
「IRUKA PRESS」に掲載するほか、ＦＭいるかホームページの番組ページから
広告主様のホームページへリンクすることができます。
また番組と連動して公式SNSにより情報発信をするなど、ラジオとWEBを
組み合わせた多媒体展開も可能です。詳しくはご相談ください。

番組の長さ

５分番組

10分番組

15分番組

20分番組

30分番組

60分番組

電  波  料

20,000円 （税込22,000円）

30,000円 （税込33,000円）

40,000円 （税込44,000円）

50,000円 （税込55,000円）

60,000円 （税込66,000円）

100,000円 （税込111,000円）

番組制作料

10,000円 （税込11,000円）～

15,000円 （税込16,500円）～

20,000円 （税込22,000円）～

25,000円 （税込27,500円）～

30,000円 （税込33,000円）～

50,000円 （税込55,000円）～

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 50,000 円（税込 55,000 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。

番組の長さ

５分番組

10分番組

15分番組

20分番組

30分番組

60分番組

電  波  料

100,000円 （税込110,000円）

150,000円 （税込165,000円）

200,000円 （税込222,000円）

250,000円 （税込275,000円）

300,000円 （税込330,000円）

500,000円 （税込550,000円）

番組制作料

50,000円 （税込55,000円）～

75,000円 （税込82,500円）～

100,000円 （税込110,000円）～

125,000円 （税込137,500円）～

150,000円 （税込165,000円）～

250,000円 （税込275,000円）～

ＦＭいるか ＣＭ料金表
｢この番組は●●の提供でお送りします｣
番組とセットで広告を印象付けます
企画立案についてもご相談ください
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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。

■時報
定時の時報が流れる直前にスポットCMやオリジナル音楽を放送します。

※番組提供料金は「時報放送料×放送月数」となります。
※ご契約は 3ヵ月以上からとさせていただきます。
※ご希望の時報枠の空き状況についてはお問い合わせください。

放送日

毎日

月曜～金曜

土曜・日曜のみ

時報放送料／１カ月あたり

65,000円 （税込71,500円）

50,000円 （税込55,000円）

25,000円 （税込27,500円）

①スポットＣＭ付き ②オリジナル音楽付き

TIME

59分30秒

59分50秒

59分57秒

00分00秒

内  容

スポットCM（20秒）

　
キャッチフレーズ付き
　　　　　 クレジット（7秒）
　

時報音スタート（３拍分）

時報告知音（３拍分）

コメント例

例「信頼と実績の○○商店が
　　□□時をお知らせします」

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

59分30秒

59分50秒

59分57秒

00分00秒

内  容

オリジナル音楽（20秒）

　
キャッチフレーズ付き
　　　　　 クレジット（7秒）
　

時報音スタート（３拍分）

時報告知音（３拍分）

コメント例

例「信頼と実績の○○商店が
　　□□時をお知らせします」

（歌詞付きのオリジナル音楽）

ＦＭいるか ＣＭ料金表
時報ＣＭもスタンダードな広告です
｢●●●が□時をお知らせします｣の
フレーズでリスナーに印象付けます
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■司会者（ＭＣ）派遣■ナレーション音源制作
店内放送や動画のナレーションに使うナレーションテープの制作を承ります。
なお、制作料については下記①+②+③の合算となります。

パーソナリティーを司会者として催事等に派遣します。

①録音料（ナレーター１名につき）

ナレーション分数 録音料

      １分以内               10,000円 （税込 11,000円）

     ３分以内          20,000円 （税込22,000円）

     ５分以内          30,000円 （税込33,000円）

③納品料

②ＢＧＭ楽曲使用料
１曲につき   1,000円 （税込 1,100円）

1) 当社で用意するＢＧＭ楽曲は、著作権フリー楽曲のみとなります。

2) お客様がお持ち込みの楽曲を使用する場合は、ＢＧＭ使用料はいただきません。
　 ただし、著作権が存在する楽曲を使用する場合は、お客様自身にて著作権管理団体への
　 楽曲使用許諾手続きをしていただきますようお願いいたします。

※ナレーションは弊社パーソナリティーが行ないます。また、弊社が運用している
　ＡＩアナウンサー（合成音声）による多言語ナレーションが可能です。（英･中･韓）

1) ＦＭいるかで番組を担当しているパーソナリティーのみとなります。
2) 派遣するパーソナリティーの人選は当社にて行ないます。
3) 催事の日程や内容によっては、派遣できない場合があります。
4) 司会の台本については、主催者にてご用意ください。
5) 函館市・北斗市・七飯町以外の会場については、上記金額のほかに交通費が別途発生します。

納品方法 納品料 条件等
データ WEB納品

CD納品1（CDお客様ご用意）

CD納品2（CD当社用意）

無料ファイル転送サービスを利用

2枚目以降 1枚当たり250円

無料

無料

500円（税込550円）

拘束時間 司会料（1名） 条件等
３時間以内

時間追加（１時間毎）

事前リハーサル

司会者の拘束時間が3時間を超える場合

催事当日より以前にリハーサルする場合

30,000円（税込 33,000円）

10,000円（税込 11,000円）

20,000円（税込 22,000円）

各種メディア 制作料金表
店内で繰り返し流すお知らせなど
聴きなじみあるパーソナリティー
の声でご案内用音声を制作します
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  1) 制作する動画は、WEB配信用のみとなります。

  2) 当社が手配できる出演者は当社パーソナリティーのみとなります。
　　その他の出演者が必要な場合は、お客様にてお手配ください。

  3) メイク・スタイリスト等が必要な場合は、お客様にてご手配ください。

  4) アフレコのナレーションは弊社パーソナリティーが行ないます。また弊社が運用している
　　ＡＩアナウンサー（合成音声）による多言語ナレーションが可能です。（英･中･韓）

  5) ナレーション・字幕で使用する言語は日本語のみとなります。

  6) 撮影に必要な許可申請等は、お客様にてお手続きください。（道路使用許可 等）

  7) 撮影時は、お客様の立ち合いをお願いします。

  8) 使用可能なＢＧＭ音源は、著作権フリー楽曲のみとなります。

  9) 使用許可のないキャラクターは撮影できません。

10) 動画データの納品には、無料ファイル転送サービスを使用させていただきます。

■WEB用動画制作
映像広告など、WEB用の動画制作（撮影・編集）を承ります。 ＜オプション＞

※パッケージ版の動画制作のほか、イベント等の映像取材・配信業務や、
　ＦＭいるか特別番組・公開放送と映像配信の組み合わせなども可能です。
　詳しくはお問い合わせください。

番組関連の企画や過去のイベント公開放送での動画配信、
オリジナルコンテンツなどを公開・随時更新しています。
最新情報は【チャンネル登録】のうえご覧ください。

ＦＭいるか 公式 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/FM いるか 807MHz

　 動画の長さ            料　金 摘　要

動画制作一式

10 分以内

動画制作一式

20 分以内

動画制作一式

30 分以内

50,000円
（税込 55,000 円）

80,000円
（税込 88,000 円）

100,000円
（税込 110,000 円）

動画の長さ ： 10 分以内

使用カメラ ： 小型ハンディカメラ

撮影場所 ： 函館市・北斗市・七飯町

字幕 /テロップ ： 日本語のみ

ＢＧＭ ： なし

ナレーション ： なし

項 目

ビデオカメラ

ハンディカメラ

ナレーション録音

BGM使用

出張料

FMいるかYouTube
チャンネルでの公開

追加料金

10,000円 （税込11,000円）

5,000円   （税込5,500円）

20,000円 （税込22,000円）

5,000円   （税込5,500円）

20,000円 （税込22,000円）

5,000円 （税込5,400円）～

摘 要

１台あたり

１台あたり

局パーソナリティ／１名あたり

著作権フリー楽曲のみ

函館市・北斗市・七飯町以外で撮影の場合。
交通機関利用・宿泊をともなうう場合は、
別途交通費・宿泊料が必要。

動画の長さ・公開期間等により変動

各種メディア 制作料金表
ラジオ音声メディアの制作力を生かし
WEB動画にも力を入れています
映像広告を始めたい広告主様、必見
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■函館山ロープウェイ館内広告（デジタルサイネージ・看板）

掲載場所 年間契約 スポット出稿
300,000円
（税込 330,000円）

120,000円
（税込 132,000円）

144,000円
（税込 158,400円）

山頂展望台２Ｆ
75インチデジタルサイネージ

山頂展望台２Ｆ
Ｂ１サイズ　看板

山麓駅舎３Ｆ
55インチデジタルサイネージ

45,000円／30日間
（税込 49,500円）

45,000円／30日間
（税込 49,500円）

24,000円／30日間
（税込 26,400円）

▶ 山頂展望台２Ｆ  75インチデジタルサイネージ
サイズ　：75インチ液晶ディスプレイ（幅 1,657mm× 高さ 934mm）
放映時間：夏期   4/24 ～ 10/15  10:00 ～ 22:00
　　　　：冬期 10/16 ～   4/24  10:00 ～ 21:00
仕様　　：15 秒間静止画、または動画を５分間に１回放映
　　　　　上記時間内に１回５分間のパッケージを繰り返し放送
１日の放送回数：夏期 144 回、冬期 132 回（夜景の４時間 48 回）

▶ 山頂展望台２Ｆ　Ｂ１サイズ　看板
設置面数：５面

サイズ　：Ｂ１横（幅 1,030mm× 高さ 728mm）

▶ 山麓駅舎３Ｆ　55インチデジタルサイネージ
サイズ　：55インチ液晶ディスプレイ（幅 1,125mm× 高さ 685mm）
放映時間：夏期   4/24 ～ 10/15  9:55 ～ 21:50
　　　　：冬期 10/16 ～   4/24  9:55 ～ 20:50
仕様　　：15 秒間静止画、または動画を５分間に１回放映
　　　　　上記時間内に１回５分間のパッケージを繰り返し放送
１日の放送回数：夏期 143 回、冬期 131 回（夜景の４時間 48 回）

山麓駅舎１Ｆ　75インチデジタルサイネージ (4K)

ＦＭいるかが毎日放送しているオープンスタジオの窓ガラス横に
設置された大型４Ｋデジタルサイネージディスプレイです。

ＦＭいるかラジオ放送と組み合わせての広告が可能です。
使用料は別途お見積もりいたします。

函館山観光で訪れる主に観光客向けに、映像広告や看板によりＰＲすることができます。

※ＦＭいるかオープンスタジオ前　デジタルサイネージ

設置場所を映像で
ご覧いただけます

▶

※このほか、広告原稿制作料・初期作業料等が必要となります。

※天候不良等によるロープウェイ運休時と、年 1回の整備点検期間中は放映を休止いたします。

※広告素材には既定の入稿仕様があります。詳しくは下記まで問い合わせください。

【お問い合わせ・お申込み】

函館山ロープウェイ株式会社　営業企画部
TEL (0138) 27－4150　　MAIL  kikaku@334.co.jp

【ロープウェイ利用者数】

年間約８０万人
※2017年度および18年度実績
　（バス･タクシー利用者は含まず）

各種メディア 制作料金表北海道・函館土産や商品ＰＲのほか
道南各市町の広域観光情報発信など
映像や看板で広告を印象付けます
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■他地域のコミュニティＦＭ局等へのＣＭ出稿について

日本コミュニティ放送協会（ＪＣＢＡ）

　　　　　　　　　　　　　　　 （2022 年４月１日現在）

コミュニティＦＭ放送局 全国運営社数 338

（内訳）

　●JCBA日本コミュニティ放送協会会員社数 248
　　（株式会社等 238、NPO 10）

　●非加盟社数 90
　　（株式会社等 68、NPO 22）

https: / /www.jcba. jp/

函館エリア以外の北海道内等、他地域のコミュニティＦＭ放送局や一部の県域ラジオ局等へのＣＭ出稿の手配を代行いたします。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

他地域への広告出稿について



９

このほかにも時季に応じたキャンペーンや特別企画などもございます。 

ラジオ広告・メディア制作・イベント集客など、貴社の広告宣伝活動に

ＦＭいるか の活用をご検討ください。

〒040-0054  北海道函館市元町 19-7

函館山ロープウェイ株式会社 ＦＭいるか

TEL.　（0138）27－3700

FAX.　（0138） 23－3100

MAIL.  807@fmiruka.co.jp

http://www.fmiruka.co.jp


