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◆ぐらんぱどとは

※表紙はイメージです。

50・60代になると多くの人はライフステージが変化し、
＜家族のため＞から＜自分たちのため＞に消費がシフトします。

これまでは「そろそろリタイアして一線から退く」という
雰囲気が強かったこの世代。

今では、「さぁ、これからが新しい人生のスタートだ！」と、
いきいきと毎日を過ごしている人が多数を占めます。

そんな、年齢にとらわれず自由な発想で暮らしを楽しむ、
いまどきの大人たちに向けて、

『ぐらんぱど』は、身近な暮らしを楽しむ情報をお届けします。

■体裁：ＡＢ５版・４Ｃ ／ ■年3回発行
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『ぐらんぱど』は、
時間的にも金銭的にも余裕のある50代以上に向けた情報誌です。



◆ぐらんぱど読者ターゲットについて①

ターゲットは、いまどきの50代以上の大人たち！

新しいものに敏感で、活動的。自由な時間を手に入れた今、
自分らしいライフスタイルを確立する意欲にあふれています。

• 自分たちをシニアだとは思っていない
• 年齢に縛られないエイジレスな意識をもっている
• 介護予防も兼ねて、運動に取り組んでいる。健康への
意識も高い

• いつまでも男らしく、女らしくありたい
• 家族以外にも、仲間や友達とのつながりを大切にする
• 旅行、エンターテインメント、グルメ、おしゃれが好き。
センス良く暮らしたい

• 新しいものに敏感。何歳になっても若々しく前向きでい
たい。
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※写真はイメージです。



◆ぐらんぱど読者ターゲットについて②

4

Q.今、興味関心のあることは何ですか？(複数回答可)

ぐらんぱど世代アンケート調査 調査期間：2019年11月7日～11月17日 対象：50～70代の埼玉に住む男女62名

Q.ひと月のうちに家族に相談せず、
自由に使えるお金は？

平均39,698円
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「グルメ」をはじめ、「旅行」「健康」に関心を示す人が多数。
仕事や子育てを終え、これまでよりも時間の余裕ができた分、
アクティブに出かけているようです。そのほか、老後の生活資金、
復職についても真剣に考えている声も目立ちました。
また、自由に使えるお金は、30,000円台が多い結果に。



◆ぐらんぱどについて

※ポスティングはH27年度国勢調査をもとに行います。
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①55歳～64歳×年収700万円以上の世帯へのポスティング

②百貨店や公共施設へのラック設置

③ぐらんぱど会員へのDM送付

所沢市・川越市・入間市・ふじみ野市・富士見市・狭山市・飯能市・日高
市・鶴ヶ島市・坂戸市・三芳町の11市町で、55歳～64歳が多く住む地域
×年収700万以上の世帯を選択し、ポスティングを行います。

上記、11市町の55歳～64歳の人口は188,840人 (94,420世帯)。

5万部の発行部数で、9万世帯の60％をカバーします！

所沢市、川越市にある主要百貨店やショッピングセンター、

サークルなどが行われている施設でのラック設置数53箇所
※設置店募集中

情報誌ぱどの表紙での「ぐらんぱど会員」登録の告知や
ぐらんぱど誌面で会員募集情報を掲載。

現在の会員数は762名 (2023年3月時点)

上記会員に宛名付きでぐらんぱどの送付を行います。

発行部数
50,000部

④webサイトでの記事掲載
ぐらんぱどの誌面の掲載以外にも、ぐらんぱどwebサイトで
も情報を掲載。webサイト限定の記事なども定期的にアップ
しています。



◆ぐらんぱど編集記事について

コンセプトは、 「わくわくと一緒に、出かけよう。」
大人が楽しめる街遊び情報やお出かけ情報、グルメ情報を盛り込みます。

１．季節や旬のトピックに合わせた、お出かけ情報を
巻頭ページにてご紹介します。

２．今話題の商品や、懐かしのメニューとお店を紹介する
グルメ記事ページ

３．地元の介護、医療情報をご紹介します。

4．近隣のイベント情報をお知らせするインフォメーション

5．年代にあった賞品を読者にプレゼントコーナー
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◆ぐらんぱど広告特集について

50代～の読者が行動喚起する企画を用意しています。
１．ショップガイド「食べる･飲む」「リラックス」「ヘアサロン・キレイ」「ライフ」
をジャンルごとに紹介します。

２．スクール特集で大人が新しくチャレンジしようと思う習い事やスポーツ
などを紹介します。

３． 「終活・相続」特集では、空き家の相続やお金の相談など、誰に相談
したらいいかわからない悩みを解決するお店や企業を紹介します。

４．リフォーム特集では、水まわりの浴室や台所、お庭のリフォームや外
壁の塗装など信頼できるお店をご紹介します。

5．介護施設・医療機関特集では、地元の介護施設や医療機関をご紹
介します。

6．目次や読者プレゼント、イベント情報の記事の下で、お店や企業の告
知が可能です。記事の下なので、注目も高い掲載位置になります。

7．求人情報では、50代以上の方たちの経験やスキルが活かせる仕事
をご紹介します。
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◆ぐらんぱど記事風広告について

ぐらんぱど特製「記事風広告」で貴院の魅力をPRできます
読みやすさを追求したデザインで、他の広告に埋もれることなく貴社の魅力をPRできます。
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編集記事のようなスッキリとした
デザイン、読みやすさを重視した
レイアウトです。

特徴①
読みやすいデザイン

ぐらんぱどのトーン＆マナーを熟
知した専門スタッフが、読者ター
ゲットの心をつかむ表現で貴店
の魅力をPRします。

特徴②
専門部隊によるライティング

取材記事風に第三者表記で貴
店をご紹介します。広告の中でも
ひときわ目立ちやすく、注目度が
UPします。

特徴③
記事風の見せ方で注目度UP



◆ぐらんぱど広告体裁・料金について

広告内容は、事前審査がございます。掲載基準などは、担当営業までお問合せ下さい。

※タイアップ広告は1P以上、取材内容によって制作費が異なりますので、別途お見積もりとさせていただきます。
※ページ指定商品以外の掲載ページについては、場所や対向記事の内容のご指定はお受けできませんので予め
ご了承下さい。

■フリー広告・タイアップ広告・記事風広告・フォーマット広告

フリー枠広告サイズ ご掲載料金

表４（１P） 450,000円

表２（１P） 420,000円

記事下(1／4P) 105,000円

２P 560,000円

１P 300,000円

1／２P 180,000円

フォーマット広告サイズ ご掲載料金

1／4P 105,000円

1／２P 180,000円

1P 300,000円

フリー制作費 制作料金

1／4P 25,000円

1／2P 40,000円

1P 60,000円

2P 90,000円

タイアップ制作費 制作料金

1P 150,000円

2P 200,000円

※フォーマット広告は制作費はございません。

求人広告 ご掲載料金

Sサイズ 75,000円

Lサイズ 105,000円

１／２P 180,000円
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※求人広告1/2Pは制作費40,000円となります

■中面フォーマット広告イメージ■中面タイアップ広告
イメージ（1P）

■中面フリー広告イメージ(2P） ■記事風広告(1P)



◆ぐらんぱど会員へのDM送付
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ぐらんぱどでは、会員様に向けて、ぐらんぱどと一緒にチラシなどの販促物を同封して
DMでお届けするサービス実施いたします。
主な読者層が40代～60代のぐらんぱど会員に向けて、貴社の情報をPRできます。

【価格について】

1部190円(税別)～
※B4・A３サイズ以上は折加工代が
が別途発生いたします。

※配布は全ての会員(762名)に発送いたします。
※総会員数以下の部数は現在承っておりません。
※封入する販促物は下記納品先までご納品ください。

【各種締切】
お申込・・・ぐらんぱど発行日週の月曜日
納 品・・・ぐらんぱど発行日週の火曜日

ぐらんぱど
会員数

762名

DM便で
直接自宅に
お届け！

ぐらんぱど
と同封して
発送！

会員向けに
メール配信
も実施！

ぐらんぱど会員属性

①市区町村別

②年代別

【DM封入物 納品先】

株式会社西埼玉ぱど ぐらんぱどDM係
〒359-1142 埼玉県所沢市上新井4-78-24
TEL：04-2928-3277／FAX：04-2928-3291
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◆ぐらんぱど発行スケジュールについて

※発行・締切は変更する場合がありますのでご注意下さい。
※当社の規定により、出稿スペースの制限、文字やデザインなどの変更をお願いすることがあります。
※掲載NGサービス・商品は「ぱど」の規定に準じます。また、掲載件数に制限がある業種がございますので、お早めにお申し込みください。
※満稿になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込み下さい。
※データ入稿時における修正はお受けできません（データ入稿マニュアルを必ずお読み下さい）。
※また、掲載内容に起因する名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権の侵害などの問題に関して、当社はその一切の責任を負いかねます。
予めご了承下さい。
※巻頭記事・営業特集は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

【タイアップ広告の取材・制作について】

お申込み後 ①取材日程調整・決定 ②取材シート事前提出 ③取材 ④初校アップ・校正 ⑤校了 という流れになります。

※②の取材シートは取材活動を円滑に進めるために必要となります。ご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

※弊社の掲載基準の判断にて、タイアップ広告が不可の場合もございます。事前にお問い合わせ下さい。

●2023年度発行スケジュール

発行号
広告お申込 フリー広告 データ支給 求人 DMお申込 チラシ納品

17：00 17:00 17:00 16:00 17:00 17:00

春号 2023/3/31 3月8日(水) 3月17日(金) 3月17日(金) 3月22日(水) 3月27日(月) 3月28日(火)

秋号 2023/8/25 7月26日(水) 8月4日(金) 8月4日(金) 8月9日(水) 8月21日(月) 8月22日(火)

冬号 2023/12/22 11月29日(水) 12月8日(金) 12月8日(金) 12月13日(水) 12月18日(月) 12月19日(火)
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