
ドイツに関するバラエティーに富んだ内容を発信しています。

ドイツの日本語無料情報誌
NIPPONip （ニッポニップ）メディアデータ

※発行予定日は変更される事があります。

■DRUCKAUFLAGE　発行部数　20.000 部
■ERSCHEINUNGSWEISE　発行回数　年４回　季刊発行

春 3/4/5 月号
3月第 2月曜日発行 夏 6/7/8 月号

6月第 2月曜日発行 秋 9/10/11 月号
9月第 2月曜日発行 冬 12/1/2 月号

12 月第 2月曜日発行

ドイツに関するバラエティーに富んだ内容を発信しています。



KONZEPT UND LESER　NIPPONip
概要と読者

NIPPONip ニッポニップ本誌のコンテンツ内容

本誌内容は時事にこだわらず，何度も読み直して頂ける様なコンテンツを提供しているため，家庭に保存版として各号を残し
ている家庭も多くあります。
公序良俗に反する内容や広告を一切掲載しないことで、学校や公的機関などでも安心して配布され、老若男女問わず、ご愛読
いただいております。

特集内容は、海外に住んでいる日本人だからこそ読みたい内容を厳選しています。
自分の住んでいる「ドイツ」に関する内容、「日本」の文化を思い出させる内容、近隣諸国とドイツの関わりなど多岐にわた
るジャンルのテーマで飽きさせません。



KONZEPT UND LESER　NIPPONip
概要と読者

読者と配布箇所
・ドイツの各主要都市の日本食レストラン／食材店，本屋，学校機関（日本人学校と
補習校），幼児教室、日本語補習校、領事館、ベルリン大使館、外国人対象の日本語
教室など。　オンライン通販に同梱してドイツ近郊にも配布。
・ミュンヘンに限りヒルトン／ケンピンスキー等のホテルでも日本人宿泊客に直接手渡しされています。 　
・他オーストリア、スイス、日本、英国など一部の地域にて配布。
・日本国内の一部にも、ドイツに興味を持つ方をターゲットに配布されています。

メインターゲット

準ターゲット 未来のターゲット層
ドイツ

長期滞在者

ドイツ

駐在家庭

日本に興味のある

日本人以外の方

ドイツ

赴任予定者

学生

観光客

日本に滞在する
ドイツに興味のある方

ミュンヘン

アウグスブルク

レーゲンスブルク

ニュルンベルク

シュトゥットガルト

カールスルーエ

フライブルク

ハイデルベルク

フランクフルト

マンハイム

マインツ

エッシュボーン

デュッセルドルフ

ベルリン

ライプツィヒ

ハンブルク



VORTEIL
広告掲載のメリット

低価格

フルカラー高品質広告

年間契約者には特典あり

WEB・PR サービス、フォローアップ

オンラインイベントの実施（広告主特典）

店舗や業務
認知度のアップ

※2021 年 12 月よりスタート

NIPPONip ニッポニップのつよみ

・他社に比べて，低価格でありながらフルカラー高品質広告を提供しています。
・特集・他各種コンテンツに関係する商品を提供している場合は、優先的に商品をご紹介します
・長くご家庭に保管し何度も読み直して頂ける様なコンテンツを提供、より多くの人に何度も広告を目にして頂けます。
・本誌・ウェブ広告同時掲載で大幅割引可能。　紙面とウェブで「ブランディング効果」を高められます



PREISLISTE - ANFRAGE
広告掲載までの流れ

❶　電話、FAX、メールにて広告掲載の申込み

❷　広告原稿作成　ー　ご確認

❸　本誌発行後に請求書とともに、見本誌を送付します

❹　お支払いをお願いします

❺　そして、また❶に戻る YES

NO ありがとうございました
またご用命の際には宜しくお願いします！

広告のレイアウトは最終確認までは何度でも変更可能。納得のいく広告出稿を！

お申し込みの際に、ご要望などをお知らせください。



WEB PREISLISTE
WEB広告料金一覧

■ 当サイトのバナー広告はページヴュー及びクリック数を保証する物ではありません。

■Webページ現在 (2022.01.04) の平均ページヴューは約 30,000PV/ 月です。

■お申し込みは基本的には 12ヶ月単位でお申し込み時に全額を前払いをお願いしております。

■掲載料金は 12ヶ月単位で見直させて頂きますのでご了承下さい。

（契約中の価格変更はありません）

■バナーの制作サイズは表示サイズと異なります、詳細はお問い合わせください。

■ バナーの作成は有料にて承ります。詳しくは御相談下さい。

■お申し込みは先着順とさせて頂きますので、ご了承願います。

1,560,-

360,-

　

250,-

70,-

130,-/月額

30,-/月額

250,-/月額

70,-/月額

150,-/月額

40,-/月額

120,-/月額

20,-/月額

15,-/月額

150,-

40,-

1,440,-

240,-

180,-

Preisliste vom 01.04.2022

トップバナー A

トップバナー A（表示サイズ）

web
NIPPONip

BLOG
NIPPONip 

広告枠
トップA

他広告主B

Preise ohne 19% MwSt.    別途19% 税 
バナー変更/テキストの変更ごとに、入れ替え手数料として一回 10EUR 必要となります。

 トップバナー　A

右カラム  B

本誌広告との連動の場合

 トップバナー　A

右カラム  B

おすすめリンクページのみ

（年間契約のみ可能）

1 ヶ月のみ
（スタートはいつからでも）

年間契約
（スタートはいつからでも）

w1000 × h 200 pixel
右カラム B（表示サイズ）
w 265 × h 100 pixel

右カラム  B

https://www.nipponip.de/

www.nipponip.de　サイドバー

■お得な特典 -雑誌と併用するともっとお得に！

■ニッポニップ本誌への広告主様には、特別提供価格として最大 50％近い割引をご提供します。

■弊社運用ブログにも、トップバナーはサイズを変更し、最上部に

　右カラムはそのままトップバナー下の位置に、web 広告を同期間、掲載します。

■バナー制作

■画像バナーの制作費は、別途加算されます

■GIF アニメなどを利用したバナーの場合は、その複雑さにより制作費として、別途料金が加算

されます。 　詳しくはお問い合わせ下さい。　

ここに店舗へのWEB リンクが入ります。

店名
住所、電話番号など

NIPPONip ウェブサイト　
おすすめリンク内のみのウェブ広告
年間契約のみ
１スペース　180EUR　（15,-/ 月額）

Company
LOGO

Company Name
詳細はこちら



FAQ / KONTAKT
FAQ / コンタクト

Q：掲載の可否は？

A：本誌の読者は老若男女、配布先は幼稚園、公的機関や街

のお店やレストランなど多岐にわたるため、公序良俗に

反する内容の広告掲載は承れません。

Q：申し込みの締め切りは？

A：基本的には発行月前月の 15日ごろ。　

PRコンテンツなどを希望する場合は、前月の 1日となり

ます。

Q：広告データの制作は？

A：広告データの制作・簡単な翻訳は広告料に含まれています。

専属のデザイナーがいなくても納得のいく広告をご掲載

いただけます。

広告レイアウトの作り直しは、基本的に何度でも可能、

ただし、最終データ確認後の変更は不可能です。

Q：掲載規約は？

A：申し込み書に記載されています。　お申し込み時にご確認

ください。

Q：キャンセルや掲載の延期は？

A：可能です。　ただし申し込み締め切りの期日後の場合、掲

載価格の 50%。データ締め切り１週間前の場合、掲載価

格の 100%をお支払頂きますのでご注意ください。　延期

の場合は掲載該当号にて請求・支払後に希望する号に掲

載可能となります（前払）。

その他、ご相談・ご不明点などございましたら、

何なりと弊社営業担当までお問い合わせください。

弊社HP www.nipponip.de　

（内お問い合わせフォーム）

メールアドレス kobepub アット nipponip.de

携帯   0049-(0)163 60 910 11

FAQ　よくあるご質問

コンタクト

※完成直前や直後に全く違う形に何度も作り直しなど、良識と常識を超え
る変更には対応致しかねます。ご理解くださいますようお願いいたします。



IMPRESSUM
会社概要

社名

主要事業内容

他事業内容詳細：1

他事業内容詳細：2

他事業内容詳細：3

他事業内容詳細：他

住所 / 責任者

関連ウェブサイト

沿革

Kobe publishing

季刊発行の日本語フリーペーパーNIPPONipの発行

紙媒体デザイン及び企画制作、書籍デザイン・出版、名刺、カタログデザイン印刷、ロゴ制作、など

WEBサイト・ECサイト制作、オンライン会議システムを使ったオンラインイベントの開催サポート

見本市・展示会に関する各種サービス　（提携事業パートナーとの共同サービス）

・ドイツ語 ⇄ 日本語 ⇄ 英語の翻訳　　　　・異文化研修サポート

Jahnstr.3 80469 Muenchen　/　Shiho Utsumi　内海志保

https://www.nipponip.de/    季刊誌 NIPPONip

https://kobepub.de    印刷ウェブ業務

2006 年　8月　ドイツの日本語無料情報誌NIPPONip　創刊

2007 年　3月　デザイン・印刷業務スタート

2016 年　2月　小学館ドラゼミGドイツ独占代理店業務、　2018 年　ドラゼミ G のサービス終了に伴い終了

2020 年　9月　オンライン会議システムのイベント開催サポートを開始

2021 年　6月　ドイツ語版日本情報誌NipponMag　創刊　https://nipponmag.de




