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店舗情報掲載料金表
・フリーペーパー内に下の大きさでお店の情報が掲載されます
・地図上にお店の場所がプロットされます
・携帯サイト（http://itoday.jp）内に無料でページが掲載できます
・フリーペーパー内にクーポンを掲載できます（無料）
・店舗にてフリーペーパーを配布できます（毎号お届けします）

①サイズ大
1

9999

四季おりおりの自
然の恵みに触れな
がら、ひとつひとつ
吟 味した 材 料 を、
心を込めておつく
りしております。
0467-12-3456
11:00〜21:00
休 不定休

広告枠（裏表紙）料金表
①20×94mm

1

30,000円／号（年間契約の場合）

鎌倉を

歩 く >>

登録会員料金
20,000円／号

通常サイズ

20,000円／号

15,000円／号

サイズ小

15,000円／号

5,000円／号

※登録会員料金について：
ホームページ
「鎌倉Today」内に情報ページを掲載していただいた
場合、
フリーペーパーの掲載料金が割引になります。

③サイズ小

○○○（和菓子） 9999

1

鎌倉駅東口から歩いてす
ぐ。鎌倉ならではのお土産
をとりそろえております。是
非お立ち寄り下さい。
0467-56-7890
8:30〜19:00
休水

0467-56-7890

9:30〜19:00 休 第 1 火・毎水

※サイズ小について：
サイズ大と通常サイズを優先的に掲載させていただ
くため、
スペースの都合上、お受けできない場合もご
ざいます。
また、
フリーペーパーの配布（お渡し）枚数
にも制限がございます。詳しくはお問い合せ下さい。

英語版フリーペーパーもあります
FREE tour guide

MAP
&

OSHIETE
KAMAKURA
SHOPS

DEC

6th-9th Aug Bonbori festival
At this festival, which is also referred to as a seasonal institution
of the Kamakura summer, paper hand lanterns, drawn and
painted by famous artisans, are lined up on local Holy Ground.
As the sun goes down and the lamps are lit, the air is wrapped
in a magical aura.

35,000円／号（年間契約の場合）

む

通常料金

Festivals & Events 2008 JUL

②25×94mm

読

30,000円／号

○○商店（おみやげ） 9999

※下記料金は年間でご契約頂いた場合の料金です
スポットで掲載の場合は割り増しとなります
枠の大きさ、
掲載期間、
料金はご相談に応じます
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サイズ大

②通常サイズ

そば処○○（そば） クーポン

蝉 時 雨！

特徴：歩きやすい鎌倉の地図と店舗情報、季節にあわせた読みもの
鎌倉市内、横浜のホテル等で配布
毎号5万部発行
年11回、月はじめに発行（7・8月のみ合併で20日発行）

11th Aug

Fireworks

Added to the radiant fireworks seen high up in the night sky,
the so-called in Kamakura 'mid-ocean fireworks', that rise
from the ocean surface to spread out like a folding fan is a
highlight of the evening. The force of the sound producing
a rumbling of the earth is also quite appealing.

14th-16th Sep Reitai Festival
14th Sep/<Hamaori ceremony>
The priests purify themselves by bathing in the
ocean waters at Yuigahama.
15th Sep/<Reitai Festival>
All the priests of the temple form a solemn
procession and walk majestically for hundreds of
meters along Wakamiya Boulevard.
16th Sep/<Yabusame Religious Service>
A ritual in which archers dressed in the traditional hunting
garb of the ancient samurai, draw their bows on targets
from horseback and remind us of the heroism of the age of
Minamoto no Yoritomo.

18th Sep Mask Procession
This is a festival held at Goryo Jinja to celebrate the day of death of this
shrine's deity, Gongoro Kagemasa. As the name indicates, 10 people
wearing masks walk slowly and silently in front of a portable shrine, forming
a curious procession. Only men take up the position of mask-wearing.

12th-15th Oct

英語版フリーペーパー
「OSHIETE KAMAKURA」は
年 2 回（1 月･7 月）発行で
す。日本語版とは異なる独
自の内容です。
■発行部数：2 万部
■店舗掲載料金：15,000 円
■配布場所：鎌倉市内、横浜・
都内のホテル
詳細はお問い合せください。

The Ten Nights (Ojuya)

"The 10 Nights" is a magnificent event dictated by
Buddhist doctrine, where the participants chant
invocations for 10 days and 10 nights that are
said to be more meritorious than a thousand
years of ascetic training in paradise. Potted plant
sellers line the main avenue, fair stalls dot the
temple grounds and the feeling of the festivities is
everywhere.

September to October

③30×94mm

40,000円／号（年間契約の場合）

Silver Grass

The silver ears of the grass drooping under the blowing of the
wind is beautiful, but particularly in this place where Yofukuji
Temple used to stand, the fully covered landscape charms you.

November to Early December

Autumn Leaves

During the season of the Autumn leaves, Kamakura's
trees become colorful with vivid reds and yellows.
Around Kita Kamakura, visit Engakuji Temple or
Meigetsuin Temple. In the area of Kanazawa Kaido
you can visit Kamakuragu and Zuisenji Temples and
also see the Shishimai. On the grounds of Tsurugaoka
Hachimangu Shrine a great Gingko (Maidenhair) tree
takes on a beautiful golden hue.

お問い合せは…

有限会社 鎌倉トゥディ
TEL 0467−23−7750
FAX 0467−40−3030

