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02.ごあいさつ
「全ての体育各部に光を」。その思いをきっかけに、１９５９年（昭３４）、早
稲田スポーツ新聞会（通称：早スポ）は活動をスタートさせ ました。当時の
理念は創刊６３年を迎えたいまなお受け継がれ、早稲田スポーツの魅力を
伝える学内唯一のスポーツ紙として多くの皆さまに親しまれてきました。

野球やラグビー、駅伝などの人気スポーツはもちろんのこと、全ての部
の活躍を伝えるため日本全国へ取材へ赴き、HPや紙面など幅広い媒体で
の報道を続けています。近年ではマスコミ等の注目度も増し、さらなる紙面
の充実とより有効な広告媒体を目指しております。

創刊６２周年を迎えた昨年は男子バレーボール部がインカレ５連覇を達
成するなど、各部が輝かしい功績を収めました。同じように早スポも、総勢
１００人を超える大所帯で選手の笑顔も涙も、様々な思いの詰まった一瞬
一瞬を追いかけてまいりました。例年とは異なる状況の中でも、早スポとし
て各部の一年を伝えることのできた昨年は幸せな一年であったと感じてい
ます。そして、皆さまのご愛読と選手の活躍に支えられ、数多くの感動を伝
えさせていただくことができました。

創刊６３年目を迎える今年度も、初心を忘れることなくより一層充実した
紙面を製作すべく、努力してまいります。つきましては、今年度発行の早稲
田スポーツに御社の広告掲載をお願いしたくご案内申し上げます。紙面広
告のみならず、折込広告、あるいは弊会のHPバナー広告もご検討いただ
ければ幸いです。



03.早稲田スポーツ概要
【発行案内】
発行者 早稲田スポーツ新聞会
部長 笹倉 和幸

（早稲田大学学生部長）
編集長 吉岡 直哉

（文化構想学部３年）
印刷所 東日印刷所
発行回数
発行部数

年１２回予定（号外除く）
年１１万部（号外除く）

発行

３．試合会場での配布・販売

○早慶レガッタ号・・隅田川周辺
○早慶野球号・・神宮球場周辺
○早慶サッカー、早明・慶ラグビー号

・・試合会場周辺
○箱根駅伝号・・往路の各中継地点
にて配布を行っております
＊早慶野球号のみ１部１００円で販売

２．学内での配布

早稲田・戸山キャンパスで、
手配りで配布を行います。
その他キャンパスでは専用
のラックに弊紙を設置して
おります。またオープンキャ
ンパス、早稲田祭でも配布
を行っております

１．定期購読者へ発送

全国各地に約６００名い
らっしゃる定期購読者の
方々へ発送します。卒業
生から早稲田ファンの方ま
で老若男女問わず様々な
方が定期購読してくださっ
ています。

発送・配布・販売



04.年間発行予定
発行日 号名 発行部数 頁数 お紙面の構成・特徴

３月３日 卒業記念号 3,000 ２
卒業する４年生から特に注目の選手を取り上げます。卒業式会
場付近で配布します

４月１日 新入生歓迎号 3,000 ６ この春ワセダに入学する新入生に向けた企画満載の号。入学式
の早稲田・戸山・所沢キャンパスにて配布します

４月前半 早慶レガッタ号 8,000 ２ 野球、ラグビーと並ぶ三大早慶戦の一つ早慶レガッタの特集号。
決戦の舞台、春の隅田川周辺で配布します

５月下旬 早慶野球（春）号 10,000 １０
データ満載読み応えたっぷりの一号。1部100円で神宮球場周辺

で販売します。幅広い世代の方にご支持を頂いています

６月２３日 ７月号 5,000 ４ ６月から７月までの体育会各部の試合結果を取り上げます。夏休
み前のキャンパスで配布します

7月上旬 ア式号 5,000 ４ 毎年７月に行われるア式蹴球部（サッカー）早慶戦の出場選手や
見どころを紹介します。試合会場で配布します。

10月１日 １０月号 5,000 ４
主に夏休み期間中の体育各部試合結果を取り上げます。夏休み
明けのキャンパスで配布します

10月下旬 早慶野球（秋）号 10,000 １０ 春と同様に注目選手や戦力分析を豊富なデータでお送りします
。 １部100円で神宮球場周辺で販売します

11月下旬 早慶ラグビー号 15,000 ６ 両校のフィフティーン、注目選手を紹介。多くのラグビーファン
の 方が読んでくださいます。会場周辺にて配布を行います

12月上旬 早明ラグビー号 20,000 １０
早慶戦同様の選手紹介に加えラグビー企画も取り上げます。会
場周辺にて配布を行います

１月２日 箱根駅伝号 10,000 ６ 箱根ランナーを特集します。往路の各中継所で配布します。駅伝
ファン、ワセダファンなど多くの方が手に取ってくださいます

１月中旬 １月号 5,000 ４ 駅伝やラグビーなど主に冬休み期間の体育各部の結果を取り上
げます。キャンパス内で配布します

※

発
行
部
数
は
変
更
の
可
能
性
あ
り



05.昨年度発行号外

※１面カラー

発行日 号名 発行部数 頁数 紙面の構成・特徴

10月24日 早慶サッカー号
外

4,500 2 早慶クラシコに出場する選手たち
を紹介する号外です。 駒沢オリン
ピック公園陸上競技場で配布いた
しまし た

1月16日 ア式蹴球部女子
号外

1,600 １ ア式蹴球部女子がインカレを制覇
したことを記念して、制作しました。



06.早スポへの広告掲載の魅力

年間11万部の発行部数！

年間発行部数は約11万部を誇り、

学内では最大規模の配布物となっ
ております。学内での配布に力を入
れているため間接的ではあります
が大学内での広報活動、早大生に
的を絞った広告活動が可能です

広告主様に合わせた広告展開！

大学スポーツ新聞であることを強み
に、広告主様のご意向に沿ったき
め細かな広告をご提案します。これ
までに公益財団法人JKA様、一般財
団法人BOATRACE振興会様などと

のコラボ広告を展開してきました

幅広い世代に広告効果あり！

試合会場で配布・販売する野球号、
ラグビー号、箱根駅伝号は早大生
以外にも多くの卒業生やワセダファ
ンまで老若男女さまざまな方が手
に取ってくださいます。広範囲での
広告効果が期待できます

ウェブ展開の充実！

HPの平均アクセス数は月32万を超え、
Twitterのフォロワー数も22,000人を

超えています。また昨今の情勢に合
わせ、本年からQRコードや当会HP
を使った新聞の「オンライン配布」を
導入する予定です



07.広告事例のご紹介

公益財団法人JKA様と弊会のコラボ

広告です。ガールズケイリンの魅力を
当会部員が肌で体感した初心者講座
の模様が掲載されました。競輪の魅
力が十二分に伝わる、新たな広告の
形を提案させていただきました

GMOペイメントゲー
ト ウェイ株式会社様

によるインターンシッ
プのご案内。就活に
関するイベントの広
告掲載も学生が手に
取る弊紙ならではの
強みです

ウォルト・ディズニ
ー・ジャパン株式
会社様の配給映
画『モンスターズ
ユニバーシティ』
の宣伝広告。発行
部数の多い早慶
野球号は幅広い世
代への広告効果
が期待できます



08.紙面広告料金表

サイズ
タテ×ヨコ
（ｍｍ）

価格 サイズ
タテ×ヨコ
（ｍｍ）

価格

全面広告 ５１１×３７５ 450,000円 縦広告 ５１１×１２２ 150,000円

全五段 １６９×３７５ 150,000円 半五段 １６９×１８５ 75,000円

全四段 １３５×３７５ 120,000円 半四段 １３５×１８５ 60,000円

全三段 １０１×３７５ 90,000円 半三段 １０１×１８５ 45,000円

全二段 ６６×３７５ 60,000円 半二段 ６６×１８５ 30,000円

全一段 ３２×３７５ 30,000円 半一段 ３２×１８５ 15,000円

１/ ３段 ３２×１２２ 10,000円 １/ ６段 ３２×６０ 5,000円



09.紙面広告料金（その他）

カラー広告

☆鮮やかな色合い！

☆読者の目を引く！

☆絶大なインパクト！

突き出し広告
・カラー…30,000円

・モノクロ…10,000円

サイズ：5.8cm×5.8cm

・全 面…500,000円

・全五段…280,000円

・全三段…200,000円

・半三段…100,000円

折込広告
１部15円～

※紙面に広告を掲載して
いただいた場合は、値下
げを検討いたしますので
ぜひご相談ください



10.入稿前～お支払いまでの流れ

【入稿前】
Adobe Illustratorのデータを入稿開始３日前までに担当者にお渡しください。
データはアウトライン化、画像埋め込みを行ったCS6バージョン以下、
eps もしくはｐｄｆ形式で保存したデータをご用意ください

【入稿中】
希望される場合は広告刷り（ゲラ）をお送りいたします

【お支払い】
①銀行振込でのお支払いか②現金でのお支払いとなります。銀行振込を
希望される場合は掲載紙とともに請求書、振込用紙をお送りいたします。
現金でのお支払いを希望される場合は担当者が請求に伺います

※広告掲載時に、お支払い方法をお知らせください（原則、掲載翌月末が
お支払い期日となります）



11.HPバナー広告のご案内

HPのページビュー数は月平均
で32万超！早大関連のHPとし

ては最大のアクセス数！

バナー広告サイズ（ヨコ×タテ）
バナー大・・468×60 （ピクセル）
バナー小・・180×180 （ピクセル）

バナー広告料金体系
トップページバナー大・・30,000円／月
トップページバナー小・・20,000円／月

１カ月もしくは２カ月でご案内しております

URL ・・
http://www.wasedasports.com 

Twitter ・・@waseda_sports

記事更新案内や速報ツイートを行ってい
るTwitterのフォロワーも22,000人を超え

ており、さらなるアクセス数の向上が期待
されます

紙面広告と合わせてHP記事掲

載のご案内もしております。ご
希望の際はお気軽にお問い合
わせください

http://www.wasedasports.com/


12.お問い合わせ

早稲田スポーツ新聞会

〒162-0052
東京都新宿区戸山1 – 24 – 1  

早稲田大学学生会館
TEL/FAX 03 – 3207 – 9829

業務・広告担当 湯口 賢人
Email : wasedasports.advertising@gmail.com

mailto:wasedasports.advertising@gmail.com

