
NPO法人たかはぎFM　CM広告料金表 H2508

A.スポットCM（１回単発広告）

コード 時間 単価 CM制作料 初年度特価（50％off）

A-1 20秒 ¥1,680 ¥5,250 ¥840

B.スポットCM年間契約割り　＜放送枠指定可＞　(a.7-10,b.11-14,c.15-18,d.19-21)

コード 時間 放送回数 １ヶ月当り １回当り 制作料 年間総額 初年度特価（50％off）

B-1

20秒

5回／週 ¥12,000 ¥600

¥5,250

¥144,000 ¥72,000

B-2 10回／週 ¥21,600 ¥540
¥259,200

¥129,600
（10％off）

C.番組スポンサーパック　＜提供番組指定可＞

コード 番組時間
CM
放送回数

放送回数
　　　　／週

広告数
(企業、団

1回当り 制作料 契約期間<>内は１ヶ月当り 初年度特価（50％off）

3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月

（10％off） （20％off）

C-1 3分

1回

5回

1枠

¥1,020

¥5,250

¥61,200
<¥20,400>

¥110,160
<¥18,360>

¥195,840
<¥16,320>

¥30,600 ¥55,080 ¥97,920
C-2 ５分

C-3 10分
2枠

C-4 15分

C-5 30分 2回 3枠 ¥1,560
¥93,600 ¥168,480 ¥299,520

¥46,800 ¥84,240 ¥149,760
<¥31,200> <¥28,080> <¥16,320>

C-6 60分 3回 4枠 ¥2,040
¥122,400 ¥244,800 ¥440,640

¥61,200 ¥122,400 ¥220,320
<¥40,800> <¥40,800> <¥36,720>

※1　スポンサーパック1回当りの放送料の算出は、番組前後の読上げ（¥210×2）+20秒CM（¥600／初回）+（¥540／2回目）+（¥480／3回目）の合計金額による。

※2　B.スポットCM年間契約割りとC.スポンサーパックセットも可能とする。（例：スポットCM料さらに10％offなど）

※3　支払い方法は集金／銀行振込より選択とし、1ヶ月毎、3ヶ月毎、6ヶ月毎、１年一括から選択可能とする。

※4　A,B,Cともに制作料は別途かかるものとし、制作上の校正、ミス以外の内容の修正、変更がある場合は再度制作料が発生する。

※5　表のC.案は１日１回、１週間５回放送の番組が対象となっている。よって１週間１回放送の番組などの料金は別途算出するものとする。

D.タイム 番組（分） 料金<>は1分あたりの料金 初年度特別価格（半額！) 番組(分) 料金<>は1分あたりの料金 初年度特別価格（半額！)

  （番組買い取り） 3分 ¥4,500 <¥1,500> ¥2,250 <¥750> 15分 ¥15,000 <¥1,500> ¥7,500 <¥500>

5分 ¥6,000 <¥1,200> ¥3,000 <¥600> 30分 ¥30,000 <¥1,500> ¥15,000 <¥500>

10分 ¥10,000 <¥1,000> ¥5,000 <¥500> 60分 ¥50,000 <¥1,500> ¥25,000 <¥417>

※1 タイムの内容に関しては、全て買取り者（団体）側で製作、編集を行うものとし、編集をたかはぎFMに依頼する場合の費用は内容等検討の上相談に応じる。

※2 長期契約の場合の料金に関しては番組の尺と放送回数、放送期間などを考慮し決定する。

※3 基本的には、事前に作製された収録番組を内容を確認した後に放送するが、行政関連番組に関しては原稿確認においての生放送も可能とする。

お問い合せ

NPO法人たかはぎFM
〒318-0031高萩市春日町3-10
　　　高萩市総合福祉センター

2F
　　　　　でんわ　0293-44-3620　

　　　　　ファックス　0293-44-
3621
　　　　　メール　768＠

takahagi.fm



NPO法人たかはぎFM　CM料金表 H2605

●スポットCM短期（１回分の価格）

時間 価格 時間 価格 ※たかはぎFMではCM製作料（¥5,400税込）を頂きません。

60秒 ¥1,000（¥926） 30秒 ¥600（¥556） ※価格（）内は税抜き価格です。

●スポットCM長期契約

時間 放送回数 価格＜12ヶ月＞ 価格＜6ヶ月＞ 価格＜3ヶ月＞ 価格＜1ヶ月＞

30秒
5回／週 ¥72,000（¥66,667） ¥43,200（¥40,000） ¥25,200（¥23,334） ¥9,600（¥8,889）

10回／週 ¥129,600（¥120,000） ¥77,760（¥72,000） ¥45,360（¥42,000） ¥17,280（¥16,000） ←5回/週×2×90%

●番組スポンサー契約

番組
時間枠

番組放送
回数

番組内
CM回数

価格
参加可能
団体数12ヶ月

1回放送
当たり

6ヶ月
1回放送
当たり

3ヶ月
1回放送
当たり

3分〜
15分

5回/週

1回
¥108,000（¥100,000）

¥450
¥61,200（¥56,667）

¥510
¥34,200（¥31,667）

¥570 1社
¥72,000+¥36,000 ¥43,200+¥18,000 ¥25,200+¥9,000

30分 2回
¥165,600（¥153,334)

¥690
¥95,600（¥88,519）

¥797
￥54,360（￥50,334）

¥906 2社
129,600+¥36,000 ¥77,600+¥18,000 ¥45,360+¥9,000

60分 3回
¥208,800(¥193,334)

¥870
¥121,680（¥112,667）

¥965
￥69,480（￥64,334）

¥1,158 4社
¥172,800+¥36,000 ¥103,680+¥18,000 ¥60,480+¥9,000

※1　スポンサーパックは、番組中の30秒CM（基本料金はスポットCM長期契約に準ずる）と提供読上げ2回¥150（税抜¥139）/回を含みます。

●タイム（番組枠買い取り）料金
番組（分） 価格 1分当たりの単価 ※1 番組制作費は頂きません。

3分 ¥2,100（¥1,945） ¥700 ※2 長期契約、または複数回放送の際は、合計時間より料金を算出します。

5分 ¥3,250（¥3,010） ¥650 ※3 原則、収録及び編集された完パケ（完全パッケージ）を放送します。

10分 ¥6,000（¥5,556） ¥600

15分 ¥8,250（¥7,639） ¥550 

30分 ¥15,000（¥13,889） ¥500 

60分 ¥27,000（¥25,000） ¥450 

お問い合せ

　　NPO法人たかはぎFM

　　　〒318-0031高萩市春日町3-10　高萩市総合福祉センター2F
　　　　　でんわ　　　0293-44-3620　

　　　　　ファックス　 0293-44-3621
　　　　　メール　768＠takahagi.fm



NPO法人たかはぎFM　CM広告料金表
A.スポットCM（１回単発広告）

コード 時間 単価 CM制作料 初年度特価（50％off）

A-1 20秒 ¥1,680 ¥5,250 ¥840

B.スポットCM年間契約割り　＜放送枠指定可＞　(a.7-10,b.11-14,c.15-18,d.19-21)

コード 時間 放送回数 １ヶ月当り １回当り 制作料 年間総額 初年度特価（50％off）

B-1

20秒

5回／週 ¥12,000 ¥600

¥5,250

¥144,000 ¥72,000

B-2 10回／週 ¥21,600 ¥540
¥259,200

¥129,600
（10％off）

C.番組スポンサーパック　＜提供番組指定可＞

コード 番組時間 CM
放送回数

放送回数
　　　　／週

広告数
(企業、団
体)

1回当り 制作料 契約期間<>内は１ヶ月当り 初年度特価（50％off）

3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月

（10％off） （20％off）

C-1 3分

1回

5回

1枠

¥1,020

¥5,250

¥61,200
<¥20,400>

¥110,160
<¥18,360>

¥195,840
<¥16,320>

¥30,600 ¥55,080 ¥97,920
C-2 ５分

C-3 10分
2枠

C-4 15分

C-5 30分 2回 3枠 ¥1,560
¥93,600 ¥168,480 ¥299,520

¥46,800 ¥84,240 ¥149,760
<¥31,200> <¥28,080> <¥16,320>

C-6 60分 3回 4枠 ¥2,040
¥122,400 ¥244,800 ¥440,640

¥61,200 ¥122,400 ¥220,320
<¥40,800> <¥40,800> <¥36,720>

※1　スポンサーパック1回当りの放送料の算出は、番組前後の読上げ（¥210×2）+20秒CM（¥600／初回）+（¥540／2回目）+（¥480／3回目）の合計金額による。

※2　B.スポットCM年間契約割りとC.スポンサーパックセットも可能とする。（例：スポットCM料さらに10％offなど）r

※3　支払い方法は集金／銀行振込より選択とし、1ヶ月毎、3ヶ月毎、6ヶ月毎、１年一括から選択可能とする。

※4　A,B,Cともに制作料は別途かかるものとし、制作上の校正、ミス以外の内容の修正、変更がある場合は再度制作料が発生する。

※5　表のC.案は１日１回、１週間５回放送の番組が対象となっている。よって１週間１回放送の番組などの料金は別途算出するものとする。

D.タイム 番組（分） 料金 （１分あたり）初年度特別価格(50％off) 番組(分) 料金 （１分あたり） 初年度特別価格(50％off)

  （番組買い取り） 3分 ¥3,500 ¥1,167 ¥1,750 15分 ¥13,000 ¥867 ¥6,500 

5分 ¥6,000 ¥1,200 ¥3,000 30分 ¥20,000 ¥667 ¥10,000 

10分 ¥10,000 ¥1,000 ¥5,000 60分 ¥30,000 ¥500 ¥15,000 

※1 タイムの内容に関しては、全て買取り者（団体）側で製作、編集を行うものとし、編集をたかはぎFMに依頼する場合の費用は内容等検討の上相談に応じる。

※2 長期契約の場合の料金に関しては番組の尺と放送回数、放送期間などを考慮し決定する。

※3 基本的には、事前に作製された収録番組を内容を確認した後に放送するが、行政関連番組に関しては原稿確認においての生放送も可能とする。

お問い合せ

NPO法人たかはぎFM
〒318-0031高萩市春日町3-10
　　　高萩市総合福祉センター

2F
　　　　　でんわ　0293-44-3620　

　　　　　ファックス　0293-44-
3621
　　　　　メール　768＠

takahagi.fm



　NPO法人たかはぎFM　CM広告料金　※表示金額は税抜き価格となっています。

A.スポット（単発）

コード 時間 単価

A-1 20秒 ¥500

A-2 60秒 ¥1,000

B.スポット（長期契約）

コード 時間 放送回数 年間総額 （１回当り） （１ヶ月当り）

B-1
20秒

5回／週 ¥72,000 ¥300 ¥6,000

B-2 10回／週 ¥136,800 ¥285 ¥11,400

C.短期集中パック（放送回数25回以上／週）

コード 時間 1週間 2週間 3週間 4週間

C-1 20秒 ¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥34,000

\1,000off \3,000off \6,000off

Dタイム （番組買い取り）　行政関連適用枠

時間 料金 （１分当り） 時間 料金 （１分当り）

１分 ¥1,200 ¥1,200 15分 ¥15,000 ¥1,000 

3分 ¥3,600 ¥1,200 30分 ¥24,000 ¥800 

5分 ¥6,000 ¥1,200 45分 ¥31,500 ¥700 

10分 ¥10,000 ¥1,000 60分 ¥36,000 ¥600 

番組・ＣＭの初期製作料 ¥3,000

放送開始後の修正手数料 ¥2,000

（お得） まちかど情報館（放送時間指定、他CMと同じパッケージ）

放送日 時間 1週間 1年間（52週） 放送刻（目安）

月～金 1分 ¥1,000 ¥52,000 7:55/17:55

土・日・祝日 1分 ¥1,000 ¥52,000 8:00/12:04/17:55

月～日 1分 ¥2,000 ¥104,000

制作料 1分 ¥1,000

スポンサー会員・サポート会員
会員名 年間料金 放送内容

スポンサー会員 ¥10,000 約20字PR　毎日　9:00　16:40

サポート会員 ¥2,000 希望者記念日に曲プレゼント

イベント開催や申

込み締切りがある

企画の広報に最適

です。

CM単価の基本料金です。
同一内容のCMを

長期間放送することで

企業や団体の知名度

アップに貢献します。

放送枠を買い取って自由※な広報、

情報提供ができます。放送時間を固定し連

載することで、聴取率アップが期待できます。

※当社の放送倫理コードに沿うものとします。

お問い合せ

特定非営利活動法人たかはぎFM

〒318-0031

茨城県高萩市春日町3-10

高萩市総合福祉センター2階

電話0293-44-3620

FAX02930-44-3621 

※1　A,B,Cともに製作料は別途かかるものとし、制作

上の校正、ミス以外の内容の修正、変更がある場合

は修正手数料が発生します。

※2　タイムの内容に関しては、全て買取り者（団体）

側で番組作成、編集を行うものとし、編集をたかはぎ

FMに依頼する場合の費用は別途かかる場合もありま

す。

※3　Dにおいて、基本型として、事前に作成された収

録番組（完パケ）に放送しますが、行政関連情報に関

しては原稿確認の上、生放送（生読み）も可能とします。

※4　記載されて料金には別途消費税（令和2年3月現

在10％）がかかかります。

※5　この料金表の有効期間は令和2年4月1日から改

訂があるまでの期間です。


