
©Asahi Shimbun

土曜日の朝刊に折り込まれる別刷りの「be」は、大型連載小説、テーマ
を深掘りした読み物や、暮らしに便利な情報やパズル、週間テレビ番組
表など、楽しく役に立つ記事が満載です。ぜひご活用ください。

朝 日 新 聞 週末別刷り「be」
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1〜5面朝 日 新 聞

1面2面3面

カラー5段広告

ペラ増頁の場合

通常紙面

カラー5段広告

カラー5段広告

カラー5段広告

カラー（広告なし）

モノクロ※1（広告なし）

【1面】
●フロントランナー
be創刊から続く大型企
画。時代の先端で活躍
する国内外のビジネス
リーダーや各分野の先
駆者を1面と3面で紹介
します。

【2面】
●今こそ！
過去の名作映画やテレビ番組（見たい）、名曲や流行歌（聞きたい）、ベス
トセラーや小説（読みたい）などをリスト化し、読者にアンケートを実施。
その結果をランキング形式で紹介します。読者の声を掲載するとともに、出
演者や歌手、制作担当者らに取材を試み、制作秘話や作品への思い、現在に
おける意義づけなども聞いていきます。中型インフォに加え、インタビュー
した当事者の写真なども掲載。

●コロコロ毛玉日記
コロナ禍の日常をおもしろおかしく描くエッセー漫画。作者は「クマのプー
太郎」などで知られる中川いさみさん。

【3面】
●フロントランナー
●サザエさんをさがして
かつて朝日新聞に連載された漫画「サザエさん」を通じて「昭和」という時
代を振り返る人気連載。

●街のB級言葉図鑑
国語辞典の編纂者が、街で見つけた面白い日本語表現や言葉を、うんちくを
交えて紹介します。

全5段カラー
12,000,000円

全5段カラー
9,000,000円

4面5面

カラー（広告なし）

カラー5段広告

カラー5段広告

モノクロ※1（広告なし）

全5段カラー
9,000,000円

※1：3面・4面はペラ増ページの場合モノクロになります。 ※2：4面と5面の間にサイドペラ（A面・B面）として入ります。

【5面】
●はてなスコープ
知っているようで知らない、科
学に関わる様々なテーマを記者
が調べて解説します。

●知っ得なっ得
ライフ&マネーにまつわるお得情
報が満載。深川直美さんのイラ
ストも人気です。

●ののちゃんのDO科学
朝日新聞朝刊で連載中の「のの
ちゃん」が、暮らしの疑問を質
問。藤原先生が科学の視点で優
しく教えます。

【4面】
●be report（毎月第２週以降）
教育・芸能・スポーツ・科学技術など様々なテー
マを深堀りしてリポートします。
●北欧女子オーサの日本探検（毎月第１週）
スウェーデン人漫画家オーサさんと担当記者によ
る人気の体験リポート。
●歴史のダイヤグラム
“鉄学者”の異名を持つ政治学者・原武史さんが鉄
道という切り口で歴史と社会を読み解きます。
●47都道府県の謎
各都道府県の「謎」を記者が順番に解き明かす。

ペラ増頁（センター版の場合*2）

金額はすべて
税別です

「be」on Saturday



【6・7面】
●はじまりを歩く

【8面】
●おやつ×つまみ
●お宝発見 ご当地食
●私のThe Best!

「be」on Saturday
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6〜8面朝 日 新 聞

【ワイド】
●はじまりを歩く
「何かがそこで生まれた」と
いう土地を訪ね、なぜその地
でそれが始まったのか、いま
にどうつながっているのか、
などを綴っていきます。

【6面】
●おやつ×つまみ
おやつ、おつまみに便利な軽
食のレシピです。

【7面】
●お宝発見 ご当地食
各地のスーパーにある「隠れ
た逸品」を発掘してご紹介。
●私のThe Best!
著名人が週替わりで「私のベ
スト」な物・事を語ります。
【8面】
全広（全15段カラー）

Bパターン

Aパターンカラー（広告なし） カラー（広告なし）カラー全広

カラー5段広告

全15段カラー
19,000,000円

全5段カラー
9,000,000円

6面7面8面

全5段カラー
9,000,000円

全5段カラー
9,000,000円

カラー5段広告 カラー5段広告

5段二連版カラー
18,870,000円

6面・7面の全5段広告を「5段二連版」にすることもできます。
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9〜12面

ペラ増頁の場合

通常紙面カラー（広告なし）

モノクロ※（広告なし）

カラー（広告なし）

モノクロ※（広告なし）

カラー5段広告

カラー5段広告

カラー全広

カラー全広

9面10面11面12面

【9面】
●元気にキレイに
読者の元気とキレイを応援します。
●我が家の相続会議
専門家が相続についての話題をわかりやすく解説します。
●そばに置きたい
身近にあると便利なグッズを取り上げます。
●それぞれの最終楽章
人生をどう締めくくるか。
介護や終末医療に携わる専門家の話を記者が聞き書きす
るリレーコラム。

【10面】
●be between
「すき焼きvsしゃぶしゃぶ」
「博多vs札幌」など様々なお題
に対するbeモニターの投稿・意
見でつくる、読者との双方向コ
ミュニケーションコーナー。
●いわせてもらお
●悩みのるつぼ
読者の悩みにこたえる「人生相
談」。複数の回答者の個性が明
確に出るのも読みどころです。
●みなさんから・編集部から

【11面】
●パズル
間違い探し、数独など、
子どもからお年寄りま
で楽しめる人気のコー
ナー。
●棋士たちに挑戦！
現役棋士出題の詰碁、
詰将棋。

全5段カラー
9,000,000円

全15段カラー
25,000,000円

ペラ増頁
（セクション折りの場合）

朝 日 新 聞

※9面・10面はペラ増ページの場合モノクロになります。

「be」on Saturday
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地上波とBSの番組表を、「ドラマ」「映画」など
ジャンルごとに見やすくレイアウト。朝 日 新 聞

●記事＋番組表

カラー5段広告カラー（広告なし）カラー（広告なし）カラー全広

●番組表●番組表

全5段カラー
12,000,000円

全15段カラー
25,000,000円

1面2面3面4面

Bパターン

Aパターン

カラー5段広告カラー5段広告カラー5段広告カラー5段広告

全15段カラー
25,000,000円

全5段カラー
12,000,000円

全5段二連版カラー
18,870,000円

全5段カラー
12,000,000円

●番組表

5段二連版カラー
18,870,000円

Aパターンでは1
面に全5段カラー、
4面に全15段カ
ラーの広告が入
ります。

Bパターンでは
すべての面に全5
段カラーの広告
が入ります。2
面・3面の全5段
広告を「5段二連
版」にすること
もできます。

「be」テレビ週間番組表
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ペラ増頁「セクション折り」「センター版」の
料金についてご案内します。朝 日 新 聞

ペラ増頁セクション折り料金
（15段カラー×2頁）

ペラ増頁センター版料金
（15段カラー×2頁）

【お願い】
ペラ増頁の場合、記事面の4頁がモノ
クロ紙面となるため、掲載日の1カ月
前までに申し込みをお願いいたします。

【ご注意】
●ペラ増頁は「セクション折り」「セ
ンター版」のどちらか1カ所のみ挿入
できます（カラー可）。
●4月下旬〜5月上旬の大型連休中、8
月中旬のお盆期間中、年末年始は休載
（休刊）となる場合があります。
●休載日については、弊社担当者まで
お問い合わせください。
●本資料の料金はすべて税別です。

※4面と5面の間にサイドペラ（A面・B面）として入り
ます。

全国

東京

大阪

西部

名古屋

北海道

全国

東京

大阪

西部

名古屋

北海道

39,800,000円

23,790,000円

12,850,000円

4,100,000円

2,840,000円

850,000円

51,800,000円

30,990,000円

16,700,000円

5,300,000円

3,680,000円

1,090,000円

と の間に、カラー全広のペ
ラ2頁（15段表裏30段）を挟み込め
ます。

4面・5面の間に、カラー全広の
ペラ2頁（15段表裏30段）を挟み込
めます。

※欄外に「beテレビ週間番組表はこの広告の内側に
入っています」と注釈が入ります。

（税別） （税別）

エリア別広告 料金一覧表



週末別刷り「be」朝 日 新 聞
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朝日新聞社

東京本社メディアビジネス局

〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2

TEL 03-3545-0131（大代表）

大阪本社メディアビジネス局

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

TEL 06-6231-0131（大代表）

西部本社メディアビジネス部【福岡本部】

〒812-8511 福岡市博多区博多駅前2-1-1

TEL 092-411-1131（大代表）

名古屋本社メディアビジネス部

〒460-8488 名古屋市中区栄1-3-3

TEL 052-231-8131（大代表）


