
野々市市では、地域経済の活性化・住民サービスの向上を図るため、

有料広告に掲載を希望する方を募集しています。

会社やお店のＰＲ活動にぜひご活用ください！

野々市市ホームページバナー・広報紙

コミュニティバス「のっティ」車内広告

「野々市市」で検索すると一番上に表示さ
れるページです。トップページに掲載さ
れるので、市ホームページへアクセスし
た多くの人の目に入ります。

市ホームページバナー広告

掲載期間
１か月単位、最長 12 か月分まで
申込可能

規格
縦 50 ×横 140 ピクセル
GIF 形式・動画は不可（10KB 程度）

掲載料
１枠当たり月額５千円
★一括申し込みで割引制度あり

おトクな割引制度もあります！

 １年分または半年分の一括申し込みで、　  
 半年ごとに１か月分が割引となります。

規格 １年 半年 １か月

１枠
５０，０００円
★１万円おトク

２５，０００円
★５千円おトク

５，０００円

2019 年度
総ページビュー数　

2,563,443
（月平均　213,620）

←１枠
（縦 50 ×横 140 ピクセル）

広告主様　大募集！
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　野々市市内の各世帯への配布

はもちろん、公民館・老人福祉

施設・子育て施設・市内郵便

局・銀行など多くの人が訪れる

場所で配布しています。多くの

市民の皆さんの目に留まる媒体

です。

　窓上に配置されま
す。立って乗車される
方の目線の高さになる
ため目に入りやすいで
す。

　静止画よりもインパ
クトがある動画で、注
目を集めることができ
ます。

広報野々市（毎月１日発行）

コミュニティバス「のっティ」車内広告

車内ポスター広告

・市ホームページバナー・広報紙への掲載  市民協働課　☎ 227-6056　 kyoudou@city.nonoichi.lg.jp
・コミュニティバス「のっティ」への掲載　地域振興課　☎ 227-6118　 chiiki@city.nonoichi.lg.jp 

車内デジタル

サイネージ広告

掲載イメージ

掲載期間 １か月単位、最長 12 か月分まで申込可能

規格

１号広告（5.6 ㎝× 5.6 ㎝）　 １枠分

２号広告（5.6 ㎝× 11.4 ㎝）　２枠分

３号広告（5.6 ㎝× 17.2 ㎝）　３枠分

掲載料
１枠当たり月額２万円
★一括申し込みで割引制度あり

その他 1 色刷り（グレースケール） 

掲載期間
１か月単位、最長 12 か月分まで
申込可能

規格
B4 縦（縦 364mm ×横 257mm）また
は B3 横（縦 364mm ×縦 515mm）

掲載料 １枚当たり月額千円　
※４台の場合４千円

掲載期間
1 か月 or ３か月 or ６か月 or12 か月
から、いずれかを選択

規格
・静止画 縦 1080pix ×横 1920pix　
・動画   縦 1080pix ×横 1920pix

データの形式 jpg ファイル・mp4（H264）

その他

・静止画・動画いずれも１枠 15 秒
　※表示回数は要問い合わせ

・サイネージ画面は 22 インチワイド

・コミュニティバス４台に掲載

・音声の再生はできません

広報野々市　2020．9月号　 10

Book Review

おすすめ
の本 学びの杜ののいち カレード　野々市市立図書館

〒921-8845　太平寺四丁目156番地 　　☎248ー8099
開館時間：午前９時～午後 10時
休館日：毎週水曜日、12/29 ～ 1/3

絵で見て面白い、読んで楽しい、故事成
語本の決定版。歴史と知恵が詰まった故
事成語の成り立ちと意味、使い方を、分
かりやすく解説します。シルエットクイ
ズ、マンガ、故事成語一覧なども収録。

●特集展示（児童）『夜を楽しむ』
　夏の暑さも少しずつ落ち着いてきましたね。特に夜は
窓を開ければ、夜風が気持ちいい！そんな秋の夜が楽し
くなっちゃう本を集めてみました。星空を観察したり…、
虫の声を聞いてみたり…、秋の夜をとことん楽しもう！

　市立図書館では、住所などの変更確認のため、利用者カードに３年の有効期限を設けています。2017 年の「学びの杜ののい
ち カレード」開館時に登録した人は、間もなく更新時期です。有効期限を過ぎると貸出・予約・学習席・Wi-Fi などのサービス
が利用できなくなりますので、早目の更新手続きをお願いします。有効期限が分からない場合は、図書館まで問い合わせください。
※更新手続きには、利用者カードと住所・氏名の確認できるもの（運転免許証・健康保険証など）が必要です

児童向け 『それがあったか！故事成語』
三田村 信行／文，たかい よしかず／絵
童心社
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市立図書館利用者カード更新手続きのお願い

会しなはお

うさこちゃんおはなし会（３歳以上対象）
ピヨピヨおはなし会（０・１・２歳対象）
ストーリーテリング（３歳以上対象）
エドのおはなしタイム！（３歳以上対象）

９月に開催を予定していた下記のおはなし会は、
新型コロナウイルス感染予防のため中止します。

T opics
トピックス ののいちスイーツスタンプラリーSeason3

開催中！
　11 月３日（火・祝）まで、市観光物産協会
が企画する「ののいちスイーツスタンプラリー
Season3」が開催中です。ののいちスイーツ
スタンプラリーとは、参加する17店舗でスイー
ツを購入してスタンプを集め、その数によって
景品がもらえるもの。スタンプ台紙や参加ス
イーツショップを紹介するののいちスイーツ
マップは各参加店舗で配布しています。好評に
つき、今年で３回目。昨年は約１カ月間の開催
でしたが、今回は期間も長く、景品も多数用意
しているとのことです。
　野々市市は小さな範囲においしいスイーツ
のお店がギュッと詰まった街。行きつけのお店
がある人も、普段あまりスイーツを食べないと
いう人も、この機会に野々市のスイーツ巡りを
楽しんでみてはいかがでしょうか。

詳細はののいちス
イーツホームページ
を確認ください。
二次元バーコード→

ハッシュタグをつけて
ＳＮＳに投稿してね！
＃ののいちスイーツ

【問い合わせ】市観光物産協会　☎ 248 ー 7332

スタンプを集めると下記の商品をプレゼント！
ルイァフアリクィテっのツーイス →舗店 ３

グッバコエィテっのツーイス →舗店01
選抽※券え換き引ツーイス・券事食 →）トーリプンコ（舗店71

さらに、「1の 1 NONOICHI レンタサイクル」に乗って３店舗
分のスタンプを集めると、スイーツのっティオリジナルホワイ
トミラーをプレゼント！

（5.6 ㎝× 5.6 ㎝）（5.6 ㎝× 5.6 ㎝）（5.6 ㎝× 5.6 ㎝）

１枠 １枠 １枠

月 24,800 部発行！

１年 半年 ３か月 １か月

55,000 円
★ 5千円おトク

28,000 円
★ 2千円おトク

14,000 円
★千円おトク

5,000 円

年間乗車数約 20 万人！
（１日あたり約 550 人）

市内４ルートで運行

規格 １年 半年 １か月

１枠
200,000 円

★４万円おトク

100,000 円
★２万円おトク

20,000 円
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一括申し込みで
おトクな割引制度もあります！

おトクな割引制度もあります！

 １年分または半年分の一括申し込みで、　  
 半年ごとに１か月分が割引となります。

問い合わせ先


