
様式Ｂ－２ 

広告募集案内【定価制】 

（印刷物広告掲載仕様書） 
 

図書貸出レシートに広告を掲載する事業者を以下のとおり募集します。 

 

■対象印刷物 
名 称 図書貸出レシート  

内 容 
市立図書館では図書を貸出す際に、借りら

れた本のタイトルや返却期限をレシート

状の紙に印字してお渡ししています。発行

場所は市立図書館 18 館から、お好きな場

所を選択してお申込みが可能です。 

幅：79.5mm  長さ：約 140mm 

規格 
判 型 

ページ数 貸出１回につき１枚 

発 行 部 数 

約 2,513,118 枚（年間、全 18か所） 

・令和２年度貸出利用者数を根拠としてい

ます。 

・このデータは参考であり、毎年の発行枚

数を保証するものではありません。 

・場所ごとの発行枚数は「図書館利用状況」

（別紙１）を御確認ください。 

発 行 頻 度 貸出処理ごとに印字して発行 

発 行 予 定 

（配 布 期 間） 

令和４年４月１日～令和５年３月 30日（予定） 

・連続した２か月以上１か月単位でお申込みいただけます。 

配 布 方 法 

(対象者・場所等) 

・横浜市立図書館（18館）で本を借りられた方に手渡しで配布します。 

・各図書館の所在地は別紙２を御確認ください。 

備 考 

・サーマルロール紙に印字します。 

・配布館により広告料が異なります。 

・図書館の休館日は図書館カレンダーをご確認ください。 

 

■広告内容 

スペース（縦×横）：41mm×63mm 

枠数：各館で１枠ずつ 

色数：１色（黒） 

掲載場所 広告料（１枠、税込／月額） 

中央図書館、港北図書館、 

山内図書館、都筑図書館、戸塚図書館、 
10,000円 

鶴見図書館、神奈川図書館、中図書館、 

南図書館、港南図書館、保土ケ谷図書館、 

旭図書館、磯子図書館、金沢図書館、 

緑図書館、栄図書館、泉図書館、瀬谷図書館 

7,000円 

※ 広告料には広告代理店手数料を含みます。 

 

■広告掲載に関する条件 

横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準その他の広告関連規程を遵守してください。 

特定の書籍に関する広告は掲載できません。 

 

■原稿の制作等 

初稿入稿締切 掲載開始日の２週間前（土・日・祝日にあたる場合は、前開庁日とします） 

最終入稿締切 掲載開始日の１週間前（土・日・祝日にあたる場合は、前開庁日とします） 

▼表紙画像：サンプル 



※ 原稿内に、「広告」である旨を明記してください。 

※ 広告料には制作費（版下・デザイン）は含んでおりません。完全データにて入稿してください。  

（データ形式：JPEG） 

サイズ：縦 323 ピクセル×横 504 ピクセル～縦 565 ピクセル×横 882 ピクセル程度 

（解像度が低い場合、イメージどおりに印字されないことがあります。） 

※ 初稿入稿締切までに初稿を提出し、原稿内容の審査を受けてください。広告掲載基準等に基づき、広告

内容等の修正をお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

※ 最終入稿締切までに審査が完了した原稿を提出してください。 

※ 入稿締切までに原稿を御提出いただけない場合には、広告を掲載できないこととなりますが、その場合

であっても広告料はお支払い頂きますので御留意ください。 

 

■広告掲載期間 

月 掲載開始日 掲載終了日 申込終了日 

４月 令和４年４月１日（金） 令和４年４月 27日（水） 令和４年２月 28日（月） 

５月 令和４年４月 28 日（木） 令和４年５月 31日（火） 令和４年３月 31日（木） 

６月 令和４年６月１日（水） 令和４年６月 30日（木） 令和４年４月 28日（木） 

７月 令和４年７月１日（金） 令和４年８月１日（月） 令和４年５月 31日（火） 

８月 令和４年８月２日（火） 令和４年８月 31日（水） 令和４年６月 30日（木） 

９月 令和４年９月１日（木） 令和４年 10月３日（月） 令和４年７月 29日（金） 

10 月 令和４年 10 月４日（火） 令和４年 10月 31日（月） 令和４年８月 31日（水） 

11 月 令和４年 11 月１日（火） 令和４年 11月 30日（水） 令和４年９月 30日（金） 

12 月 令和４年 12 月１日（木） 令和５年１月４日（水） 令和４年 10月 31日（月） 

１月 令和５年１月５日（木） 令和５年１月 31日（火） 令和４年 11月 30日（水） 

２月 令和５年２月１日（水） 令和５年２月 28日（火） 
令和４年 12月 28日（水） 

３月 令和５年３月１日（水） 令和５年３月 30日（木） 

 

■申込み 

申 込 条 件 

広告代理店のほか、広告主自らのお申込みも可能です。 

※お申込み時に広告主が決定していない場合は、決定後速やかに広告主の審査を受

けてください。 

申 込 方 法 
申込書（別紙）をＥメール又はＦＡＸ等で下記申込先へ送付してください。 

※複数枠のお申込みも可能です。 

事業者選定方法 

先着順 

※１日単位で締めきります。同日に受けたお申込は同順位として取扱います。 

 同日内に空き枠数を超えたお申込があった場合は、広告料の総額が高い方を優先

とします。同額の場合は横浜市が抽選を行い、決定します。 

※「同日」の扱いは、原則開庁時間とします。（午後５時 25分より後に受領した申

込書は、翌開庁日の午後５時 25分までに受領した申込書と同順となります。） 

募 集 開 始 日 令和４年２月 18 日（金） 

申 込 期 間 

令和４年２月 18 日（金）～令和４年 12月 28日（水） 

空きがある場合は随時受付します。空き状況は横浜市立図書館ホームページに掲載

しております。掲載希望月の前々月の末日までにお申し込みください。 

申 込 先 

（担当課名）横浜市教育委員会事務局 中央図書館 企画運営課 

（所在地）〒220-0032 横浜市西区老松町１ 

（TEL／FAX）TEL 045-262-7334 ／ FAX 045-262-0052 

（E メール）ky-libkoukoku@city.yokohama.jp 

 



【別紙１】

■図書館・場所別利用状況（令和２年度）
統計数値は、令和２年度年間の数値です。令和２年４月11日から５月26日まで、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館しています。

貸出利用者数（人）

（貸出レシート発行枚数）

総計 2,513,118 7,139,792 5,104,852 874,431

1 中央 247,360 659,556 630,856 123,063

2 鶴見 101,878 297,878 190,026 39,086

3 神奈川 129,874 419,446 246,959 33,015

4 中 71,915 205,109 169,103 23,124

5 南 107,291 279,745 227,430 32,741

6 港南 100,946 287,695 136,885 31,269

7 保土ケ谷 128,739 358,936 242,896 47,529

8 旭 93,166 287,815 177,857 31,412

9 磯子 122,497 349,703 247,510 43,670

10 金沢 135,808 369,881 298,281 45,936

11 港北 189,909 550,179 363,466 58,085

12 緑 133,531 374,762 258,458 45,794

13 山内 191,498 531,417 358,983 81,417

14 都筑 275,235 796,402 597,399 82,274

15 戸塚 195,411 505,932 430,551 64,828

16 栄 118,284 345,270 226,986 34,429

17 泉 101,245 308,732 170,902 33,808

18 瀬谷 68,531 211,334 130,304 22,951

図書館名 貸出冊数（冊） 入館者数(人) 登録者数（人）



【別紙２】 

■ 市立図書館 一覧 

 

 図書館名 所在地 

１ 中央図書館 西区老松町１ 

２ 鶴見図書館 鶴見区鶴見中央２－１０－７ 

３ 神奈川図書館 神奈川区立町２０－１ 

４ 中図書館 中区本牧原１６－１ 

５ 南図書館 南区弘明寺町２６５－１ 

６ 港南図書館 港南区野庭町１２５ 

７ 保土ケ谷図書館 保土ヶ谷区星川１－２－１ 

８ 旭図書館 旭区白根４－６－２ 

９ 磯子図書館 磯子区磯子３－５－１ 

10 金沢図書館 金沢区泥亀２－１４－５ 

11 港北図書館 港北区菊名６－１８－１０ 

12 緑図書館 緑区十日市場町８２５－１ 

13 山内図書館 青葉区あざみ野２－３－２ 

14 都筑図書館 都筑区茅ヶ崎中央３２－１ 

15 戸塚図書館 戸塚区戸塚町１２７ 

16 栄図書館 栄区公田町６３４－９ 

17 泉図書館 泉区和泉町６２０７－５ 

18 瀬谷図書館 瀬谷区本郷３－２２－１ 

【取扱日・時間】 

火曜日～金曜日 ： 午前９時 30 分～午後７時 

             ＊中央図書館・山内図書館 - 午前９時 30 分～午後８時 30 分 

土～月曜日・祝（休）日・12 月 28 日 ： 午前９時 30 分～午後５時 

１月４日 ： 正午～午後５時 
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