
季節 分類 設置先名称 場所 備考 部数
海ほたるＰＡ 木更津 500
三井アウトレットパーク木更津 木更津 チーバくんプラザ設置 500
県内道の駅（２２か所） 県内 8500
中野区 東京都 中野区役所・中野区内ガソリンスタンド 1250
館山市観光協会 市内 西口および東口 1150
チーバくん物産館 千葉市 250
東京湾フェリーターミナル 神奈川県 久里浜港 500
市内コンビニ（１１か所） 市内 1375
渚の駅たてやま 市内 800
館山市立博物館 市内 250
市内飲食店 市内 寿司店等 250
市内観光施設 市内 ファミリーパーク・野鳥の森等 1050
館山市役所（案内等） 市内 825
館山駅 市内 自由通路パンフレットラック 250
その他 3725

メディア メディア関係送付（旅行雑誌・ライター・テレビ等） 80
商工会議所イベント（6/７） 君津市 君津市開催大会 125
千葉県観光物産協会夏のプレスリリース（6/19） 千葉市 70
ホテルプラザサンルート（6/20） 浦安市 250
大宮駅キャンペーン（6/22） 埼玉県 125
千葉三越キャンペーン（6/29） 千葉市 250
ＪＲキャラバン大宮駅（7/5） 埼玉県 150
イオン太田キャンペーン（7/6） 群馬県 100
東海汽船納涼船（7/10） 東京都 毎年開催 650
木更津アウトレットキャンペーン（7/13） 木更津市 200
山下公園キャンペーン（7/15） 神奈川県 125
たてやま海まちフェスタ（7/21） 市内 毎年開催 250
みなとまちづくり課（ポートセールス） 営業・客船へのポスティング使用 950
海水浴場案内用（7/20～） 市内 毎年開催 500
海ほたるＰＡ 木更津市 500
三井アウトレットパーク木更津 木更津市 チーバくんプラザ設置 250
県内道の駅（２２か所） 5125
中野区 東京都 中野区役所・中野区内ガソリンスタンド 750
館山市観光協会 市内 西口および東口 750
チーバくん物産館 千葉市 250
東京湾フェリーターミナル 神奈川県 久里浜港 250
市内コンビニ（１１か所） 市内 1375
渚の駅たてやま 市内 250
館山市立博物館 市内 125
市内飲食店 市内 寿司店等 125
市内観光施設 市内 ファミリーパーク・野鳥の森等 1250
館山市役所（案内等） 市内 540
館山駅 市内 自由通路パンフレットラック 125
その他 2601

メディア メディア関係送付（旅行雑誌・ライター・テレビ等） 114
全国職員組合総会（8/21） 125
おせっ会プロモーション（8/23） 千葉市 170
南房連仙台プロモーション（8/30） 宮城県 125
中野ふるさと物産店（9/12） 東京都 125
C-ONEキャンペーン（9/21） 千葉市 125
中野まつり 東京都 125
都庁プロモーション（9/30） 東京都 125
平砂浦コースタルフェスタ（9/8） 市内 毎年開催 200
安住アナウンサー収録（10/4） 市内 日曜天国収録観客用 1500
海ほたるＰＡ 木更津市 2000
三井アウトレットパーク木更津 木更津市 チーバくんプラザ設置 500
県内道の駅（２２か所） 8250
中野区 東京都 中野区役所・中野区内ガソリンスタンド 750
館山市観光協会 市内 500
チーバくん物産館 千葉市 500
東京湾フェリーターミナル 神奈川県 久里浜港 500
市内コンビニ（１１か所） 市内 1125
渚の駅たてやま 市内 3000
館山市立博物館 市内 250
市内飲食店 市内 寿司店等 875
市内観光施設 市内 ファミリーパーク・野鳥の森・いちご狩り等 2000
館山市役所（案内等） 市内 680
館山駅パンフレットラック 市内 625
その他 2325

メディア メディア関係送付（旅行雑誌・ライター・テレビ等） 126
みなとまちづくり課（ポートセールス） 1000
農水産課きぼーるイベント(12/18) 千葉市 125
仙台駅ふるさと物産展(1/6) 宮城県 700
JET船プロモーション(1/22) 千葉市 Ｃ-ＯＮＥにて実施 125
JR上野駅キャラバン（1/15) 東京都 1000
池袋キャンペーン(1/31) 東京都 125
海ほたるキャンペーン(1/3・4） 木更津市 500
千葉そごう物産展(1/15) 千葉市 300
若潮マラソン観光案内用(1/25) 市内 毎年開催 50
前夜祭観光案内用(1/25) 市内 毎年開催 60
花卉生産者大会(2/3) 市内 800
定住促進係キャンペーン(1/31) 東京都 50
シンポジウム小さな旅(2/5) 市内 250
リゾートあわトレイン(2/10) 南房総 毎年開催 250
菜の花サイクリング(2/13) 南房総 毎年開催 500
イオン与野キャンペーン(2/12) 埼玉県 2000
榛名の梅まつり(2/20) 群馬県 毎年開催 250
磯子区イベント(2/25) 神奈川県 500
佐野市フォーラム(3/2) 栃木県 200

平成25年度制作実績　夏：25,000部　秋：17,000部　春：36,000部
※配布部数は平成26年4月1日現在
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