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ＰＲポスター
各種グッズ等
紹　介

サマージャンボ宝くじ等

テレビCM

▲テレビCM　和歌山県協会

▲テレビCM　岩手県協会 ▲UHB「みんテレ」　北海道協会 ▲テレビCM　沖縄県協会

▲ ミヤギテレビOH!バンデス
　 宮城県協会

▲テレビCM　山口県協会

▲びわ湖放送「収益金の活用方法」
　滋賀県協会

▲びわ湖放送「サマー告知」
　滋賀県協会

▲テレビCM　埼玉県協会

▲テレビCM　東京都協会
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Web広告

ポスター

▲UHBホームページ　北海道協会

▲バナー広告　群馬県協会

▲バナー広告　群馬県協会

▲バナー広告　京都府協会

▲バナー広告　兵庫県協会
▲ホームページ
　茨城県協会

▲ホームページ
　兵庫県協会

▲バナー広告　山梨県協会 ▲ホームページ
　山口県協会

▲ホームページ
　長崎県協会

▲UHB広報Twitter
　北海道協会

▲Instagram広告
　京都府協会

▲Twitter広告
　京都府協会

▲Twitter広告
　千葉県協会

▲facebook広告
　富山県協会

▲Web広告
　愛媛県協会

▲ホームページ
　岩手県協会

▲ホームページ
　宮城県協会▲スマホ版Yahoo!

　JAPAN広告
　北海道協会

▲Yahoo! JAPAN・
 Google広告
　福井県協会

▲北海道協会

▲秋田県協会 ▲広島県協会

▲徳島県協会

▲宮崎県協会

▲群馬県協会 ▲三重県協会

▲東京都協会

▲広島県協会

▲岩手県協会 ▲岩手県協会▲北海道協会

▲北海道協会

▲香川県協会 ▲大分県協会
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機関情報誌
▲「都政新報」掲載　東京都協会▲「広報みさと」掲載　埼玉県協会

▲「振興ちば」掲載
　  千葉県協会

▲「町会報えひめ」掲載
　  愛媛県協会

▲「あきた町村時報」掲載
　  秋田県協会

▲「NIIGATA市町村情報」掲載
　  新潟県協会

▲「オントナ」掲載
　  北海道協会

▲「阿波の自治」掲載
　  徳島県協会

▲「地域新聞ふりっぱー」掲載
　  北海道協会

▲「北海道町村会報」掲載
　  北海道協会

▲「舞たうん」掲載
　  愛媛県協会

▲「山陰すぽっと」掲載
　  山口県協会

▲「ほっぷ山口版」掲載
　  山口県協会

▲「2019協会案内」掲載
　  岩手県協会

▲「サンデー山口　防府版」掲載
　  山口県協会

▲「週刊いな」掲載
　  長野県協会

▲「2019協会案内」掲載
　  青森県協会

▲「ALBIREX NIIGATA
  OFFICIAL Matchday
  Program」掲載　新潟県協会

ⒸALBIREX NIIGATA
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▲「広報かみやま」掲載
　  徳島県協会

▲「市町村広報誌」掲載
　  岡山県協会

▲「広報にちなん」掲載
　  石川県協会

▲「市報むさしむらやま」
　   掲載　東京都協会

▲「広報こうのす」掲載
　  埼玉県協会

▲「サンデー下関」掲載
　  山口県協会

▲「ライフアップ23」掲載
　  東京都協会

▲「広報あきたびじょん」掲載
　  秋田県協会

▲「県民の友」掲載
　  和歌山県協会

▲「県民のあゆみ」掲載
　  山形県協会

▲「e・press」掲載
　  滋賀県協会

▲「リビングまつやま」掲載
　  愛媛県協会

▲「広報しもつま」掲載
　  茨城県協会

▲「広報しろさと」掲載
　  茨城県協会

▲「彩の国だより」掲載
　  埼玉県協会

▲「ひらこうKOBE」掲載
　  兵庫県協会

▲「GiFUTO」掲載
　  岐阜県協会

▲「Kiss PRESS」掲載
　兵庫県協会

▲「ZWEIGEN KANAZAWA J2
　   LEAGUE 2019 OFFICIAL MATCHDAY
　   PROGRAM」掲載　石川県協会

▲「広報いたの」掲載
　  徳島県協会

▲「広報なると」掲載
　  徳島県協会

▲「広報よなご」掲載
　  鳥取県協会

▲「広報いわみ」
　  掲載  鳥取県協会

▲「広報みなみ」
　  掲載　徳島県協会

▲「広報あやがわ」
　 掲載　香川県協会

▲「週間トマト&テレビ京都」
掲載　京都府協会

▲「滋賀プラスワン」
　 掲載　滋賀県協会

▲「区政会館だより」
　 掲載　東京都協会

▲「振興協会案内パンフレット」
　 掲載　山梨県協会

▲「広報ほうき」掲載
　  鳥取県協会

▲「広報日の出」掲載
　  東京都協会

▲「広報しまばら」掲載
　  長崎県協会

▲「広報しらおか」掲載
　  埼玉県協会

▲「広報はんのう」掲載
　  埼玉県協会

▲「週間トマト&テレビ京都」
　  掲載　京都府協会

▲「市報うんなん」掲載　島根県協会
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バス・電車

▲バス広告　愛媛県協会 ▲バス広告　宮崎県協会 ▲バス広告　宮崎県協会 ▲電車広告　北海道協会 ▲電車広告　三重県協会

▲バス広告　徳島県協会 ▲バス広告　徳島県協会 ▲バス広告　香川県協会 ▲バス広告　香川県協会

▲バス広告　石川県協会▲バス広告　山梨県協会 ▲バス広告　岐阜県協会 ▲バス広告　奈良県協会

▲バス広告　青森県協会 ▲バス広告　群馬県協会 ▲バス広告　埼玉県協会 ▲バス広告　東京都協会

▲電車広告　宮城県協会 ▲電車広告　東京都協会 ▲電車広告　富山県協会 ▲電車広告　石川県協会

▲電車広告　山梨県協会 ▲電車広告　滋賀県協会 ▲電車広告　滋賀県協会 ▲電車広告　広島県協会



	 2019.9　№104 ●	 41

公共広告・PRイベント

▲PRイベント　岩手県協会 ▲PRキャラバン　岩手県協会 ▲いわて絆まつり　岩手県協会 ▲PRイベント　宮城県協会

▲PRイベント　山梨県協会 ▲PRイベント　福島県協会 ▲PRイベント　熊本県協会 ▲PRイベント　熊本県協会

▲街頭キャンペーン　宮崎県協会 ▲街頭キャンペーン　宮崎県協会 ▲公共用掲示板　宮崎県協会 ▲ラッピングカー　鳥取県協会

▲柱巻き広告
　 愛媛県協会

▲懸垂幕（大村市）
　 長崎県協会

▲懸垂幕（南島原市）
　 長崎県協会

▲サッカー場看板（ヴァンフォーレ甲府）　山梨県協会▲サッカー場看板（ツエーゲン金沢）
　 石川県協会

▲横断幕（旭川駅）　北海道協会
ⒸALBIREX NIIGATA

▲横断幕（サッカースタジアム）　新潟県協会 ▲横断幕（おおまち商店街）　宮城県協会

▲電車広告　徳島県協会 ▲電車広告　香川県協会 ▲電車広告　高知県協会 ▲電車広告　大分県協会
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▲折込チラシ（表）
　岩手県協会

▲チラシ（表）　新潟県協会

▲チラシ（表）　奈良県協会

▲折込チラシ（裏）
　岩手県協会

▲チラシ（裏）　新潟県協会

▲チラシ（裏）　奈良県協会

▲折込チラシ　山形県協会

▲チラシ　山口県協会

▲チラシ　福島県協会

▲チラシ（表）　山梨県協会

▲チラシ　熊本県協会

▲チラシ　石川県協会

▲チラシ（裏）　山梨県協会

新聞広告・チラシ

▲「中国新聞」掲載
　  広島県協会

▲「読売新聞」掲載　群馬県協会

▲「埼玉新聞」掲載
　  埼玉県協会

▲「下野新聞」掲載
　  栃木県協会

▲「長崎新聞」掲載　長崎県協会 ▲「山陰中央新報」掲載　島根県協会

▲「沖縄タイムス」掲載
　  沖縄県協会
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▲大丸札幌デジタルサイネージ
　北海道協会

▲デジタルサイネージ
　群馬県協会

▲大和西大寺駅モニター
　奈良県協会

▲JR鳥取駅デジタル
　サイネージ 鳥取県協会

▲デジタルポスター
　広島県協会

▲JR博多シティビジョン
　福岡県協会

▲EDION VISION
　広島県協会

▲八丁堀 C-Vision
　広島県協会

▲デジタルサイネージ
　高知県協会

▲ドンドンビジョン（今治市）
　愛媛県協会

▲維新みらいふスタジアム
　電光掲示板　山口県協会

▲JR博多駅筑紫口ビジョン
　福岡県協会

▲市町村会館プロジェクター
　長崎県協会

▲トキハビジョン
　大分県協会

▲大分駅大型ビジョン
　大分県協会

▲香林坊ビジョン　石川県協会 ▲山梨中銀スタジアム電光掲示板
　山梨県協会

▲ JR岡山駅デジタルサイネージ
　 岡山県協会

▲デンカビッグスワンスタジアム
　電光掲示板　新潟県協会

ⒸALBIREX NIIGATA

デジタルサイネージ広告

▲「東奥日報」掲載　
　  青森県協会

▲「北日本新聞」掲載　
　  富山県協会

▲「茨城新聞」掲載　
　  茨城県協会▲「大分合同新聞」掲載

　  大分県協会

▲「山梨新報」掲載　
　  山梨県協会

▲「産経新聞」掲載　
　  東京都協会

▲「朝日新聞」掲載　
　  東京都協会

▲「道新スポーツ」掲載
　  北海道協会

▲「愛媛新聞」掲載　
　  愛媛県協会

▲「南日本新聞」掲載　
　  鹿児島県協会

▲「静岡新聞」掲載　
　  静岡県協会

▲栃木SCグリーンスタジアム
　大型ビジョン広告
　栃木県協会
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▲鹿児島県協会

▲ポケットティッシュ
　北海道協会

▲ウェットティッシュ
　山口県協会

▲ウェットティッシュ
　徳島県協会

▲ウェットティッシュ
　沖縄県協会

▲ポケットティッシュ
　新潟県協会

▲ポケットティッシュ
　岐阜県協会

▲ポケットティッシュ
　熊本県協会

▲ポケットティッシュ
　岩手県協会

▲メモ帳
　岐阜県協会

▲ふせん
　大阪府協会

▲ヴァンフォーレ甲府応援シート　山梨県協会

▲卓上のぼり
　群馬県協会

▲卓上のぼり
　山梨県協会

▲卓上のぼり
　長野県協会

▲ポケットティッシュ
　福島県協会

▲ポケットティッシュ
　群馬県協会

▲ポケットカレンダー
　香川県協会

▲クリアファイル
　香川県協会

▲Tシャツ
　広島県協会

▲キャップ
　広島県協会

▲ウェットティッシュ
　岩手県協会

▲ウェットティッシュ
　愛知県協会

▲ウェットティッシュ
　奈良県協会

▲ウェットティッシュ
　広島県協会

▲ポケットティッシュ
　宮城県協会

▲長崎県協会

▲佐賀県協会

▲愛知県協会

▲兵庫県協会

▲熊本県協会 ▲宮崎県協会

▲兵庫県協会 ▲兵庫県協会

うちわ・アイテム

▲マフラータオル　大阪府協会

▲静岡県協会▲新潟県協会▲栃木県協会 ▲広島県協会

▲ステッカー　栃木県協会




