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リビング新聞とは

エリア版別・地域別部数一覧 
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信頼のおける
効率の良い広告は
ないかしら

教室の良さや
カリキュラムを
広くお知らせ
したいけれど

他の先生方は
どんな風に
教室を運営して
いるのかしら

先生!
生徒集めで

悩んでいませんか？

　サンケイリビング新聞は1971年、生活情報紙（フリーペーパー）として日本で初めて誕生しました。現在、首都圏では14エリア約226万部
を発行しています。リビング新聞は活動の原点を「地域」におき、暮らしに役立つ身近な情報を毎週ご家庭にお届けしています。その活動は新
聞だけではなく、読者の関心の高い様々な事業も展開しています。

2018年10月現在

2018年10月作成

リビング東京副都心 142,378部

中野区 39,300部

練馬区 57,250部

新宿区 8,700部

杉並区 22,450部

渋谷区 4,650部

豊島区 9,900部

その他 128部

リビング山の手 151,939部

世田谷区 115,000部

目黒区 28,800部

大田区 7,750部

その他 389部

リビングむさしの 150,675部

杉並区 60,700部

武蔵野市 30,600部

三鷹市 27,450部

小金井市 15,000部

西東京市 12,500部

小平市 2,000部

設置配布・その他 2,425部

リビング多摩 140,712部

立川市 33,020部
国立市 14,350部
国分寺市 21,900部
武蔵村山市 3,800部
東大和市 8,250部
府中市 2,450部
昭島市 21,100部
福生市 3,600部
日野市 16,050部
八王子市 10,650部
小平市 3,950部
設置配布・その他 1,592部

リビングさいたま 175,096部

さいたま市西区 3,300部
さいたま市北区 24,650部
さいたま市大宮区 20,000部
さいたま市見沼区 15,500部
さいたま市中央区 17,050部
さいたま市桜区 9,750部
さいたま市浦和区 32,000部
さいたま市南区 24,500部
さいたま市緑区 10,200部

さいたま市岩槻区 2,000部
上尾市 2,450部
戸田市 3,600部
蕨市 4,150部
川口市 1,500部
設置配布・その他 4,446部

リビング千葉 162,003部

千葉市中央区 16,300部
千葉市花見川区 20,700部
千葉市稲毛区 30,200部
千葉市若葉区 24,780部
千葉市緑区 18,850部
千葉市美浜区 41,900部
四街道市 7,820部
その他 1,453部

東京事業部（リビング東京副都心・山の手）
武蔵野事業部（リビングむさしの）
多摩事業部（リビング多摩）
埼玉事業部（リビングさいたま）
千葉事業部（リビング千葉）



第37期  加入契約内容 加入手続き 

【契約料金】

1エリア

※何エリア加入しても同一金額です 

【契約内容】

【加入特典】

【加入条件】

1 加入申込み

2 加入審 査 

3 加入手続き

教 室 名 ジャンル 講師（敬称略） 所  在  地 電話番号 

アトリエ 風 

Macパソコン教室 

いけばな教室 

高 田 歌 子

中 野  正

吉 井 千 恵

山 本 葉 月

JR中央線荻窪駅から徒歩5分 

JR西荻窪駅北口徒歩10分 

井の頭線浜田山駅バス5分 

小田急線代々木八幡駅徒歩4分 

西池袋線桜台駅北口徒歩5分 

03（3221）0000 （3221）0000 

03（5123）0000 

03（3222）0000 

03（5212）0000 

03（5411）0000

音楽 

工芸 

絵画 

実用 

華道 

※エリアにより若干掲載内容の違いがあります。

〈広告掲載スケジュール予定〉
各月の最終発行号に掲載いたします

※スケジュールは変更になる場合がございます。

月

〈掲載例C〉「リビングWeb」に掲載

ホームページ上では写真と
マップが掲載できます。

10,800円(税別10,000円)

64,800円(税別60,000円)

【契約期間】平成31年1月1日～12月31日 

新 規 加 入 登 録 料（初年度のみ）

年会費（年7回の募集告知）

※年4回途中入会有り。（※振込み手数料は個人負担とさせていただきます。）

①サンケイリビング新聞社公認認定証「リビング文化教室」看板の貸し出し

②契約エリアのリビング新聞で、年間7回の生徒募集広告の掲載（次ページ掲載例A・B参照）

認定証の看板、A4サイズ（210×297㎜）

①個展・発表会などの紹介記事を紙面または当社運営Webサイト等に無料で掲載（期間中1回）

②紙面掲載した生徒募集広告をWebにも掲載（2月～12月）

①講師は、サンケイリビング新聞社と共に“地域に根ざした知的文化の発展”を理解し、情熱をもって振興に務めるパー

トナーであること

②講師はその分野の充分な知識と経験があり、サンケイリビング新聞社公認教室として安心して読者に紹介できる教室

を運営していること

③教室の所在地がリビング新聞社の読者が通うのに適当と見なされること。読者の自宅に訪問する派遣教授、1年以上

に渡って同一会場で実施できないものは認めません  

④教科の内容が、純粋に趣味、教養の範囲であること。進学、布教、販売などを目的とするもの、その他サンケイリビン

グ新聞掲載基準により適当でないと判断したものは除外します 

⑤個人経営の教室であること。会社法人は加入できません 

⑥1年以上、講師としての経験をもっていること 

【サンケイリビング新聞社が取り扱う個人情報について】
サンケイリビング新聞社が主体となり、皆様からお預かりした個人情報は当社が責任を持って管理します。
当社へ登録された皆様の個人情報は、文化教室事業運営の為、また当社営業案内の為、利用いたします。
なお、いただいた個人情報のうち講師登録名、所属団体名、教室内容などについては文化教室告知（当社発行媒体、HP等）にて掲載いたします。
受講希望者の問い合わせに応じてまた講師履歴、褒賞履歴、取得資格・免許等を開示する場合もあります。ご了承の上、応募用紙にご記入の程お
願いいたします。
当社では、ご本人の承諾のない限り、収集した個人情報は、前述の目的以外に使用、第三者に提供することはありません。
皆様は当社が保有するご自身の個人情報について開示を請求することができます。またその結果、必要な場合は訂正を求めることができます。
その他、個人情報の利用停止、問い合わせや苦情・相談など申し付けることができます。当社ではこれらを受け付けた場合、合理的な範囲で適切
に対応させていただきます。

加入希望の方は「個人プロフィール」「お教室インフォメーション」に記入の上、
希望エリアのサンケイリビング新聞社に郵送してください。

書類審査の後、加入に当たって「リビング文化教室」認定教室としての事前審査があります。
審査の日時は加入申込み書が到着後、折り返しご連絡いたします。
※条件を満たさない場合は加入をお断りすることがあります。

〈ご用意いただくもの〉
・ 認め印
・ 新聞掲載用のカラー写真1点
（教室風景・作品・顔写真のいずれか）
・ お教室の地図
（希望者のみ。制作費として2,160円
（税別2,000円）が別途かかります）

〈契約の流れ〉
 ①契約内容に関する内容確認の後、契約書2通作成、押印
    ↓ 
 ②新規加入登録料、年会費を指定口座へご入金
    ↓ 
 ③認定証看板のお渡し（貸し出し）
　・ 生徒募集広告原稿用紙、スケジュール等のお渡し
　・ 契約書１通ご返却（ご本人様保管分）
    ↓ 
 ④手続き完了 

掲載例（実物大）
〈掲載例A〉年間6回カラー掲載。教室名は15文字以内でお願いします

　堅苦しさのない、少人数サロン
風の教室。日本の床しさをお料理
を通して学びます。稽古日は月1
回～3回、振り替え可。月謝1回
3500円から。井の頭線浜田山駅
徒歩5分。見学者歓迎。 高野

　和風、洋風、中華、創作料理からお
菓子、パンまで。1クラス5～6人の
家庭的な雰囲気。入会金3000円。
1回3000円～5000円。男性も歓
迎、有楽町駅徒歩3分
http://www.living○○.co.jp

〈掲載例B〉「教室オールガイド」は年1回（8月）に表形式で掲載

たかだフルート教室 

パッチワーク布遊び 千葉ゆうこ 契約エリア以外にも希望エリアに
１回１０,8００円(税別1０,０００円)で掲載できます。

第1回目

第2回目

第3回目

第4回目

第5回目

第6回目

第7回目 

2月

3月

5月

8月

9月

10月

11月

Administrator
新規スタンプ


