
広告料金表
掲載面 スペース 色数 サイズ（天地×左右㎜） 料金（円）

表 4 1P 4C 258 × 198 600,000

表 2・
表 2 対向 1P 4C 240 × 173　＊枠付スペース 500,000

表 3 1P 4C 240 × 173　＊枠付スペース 480,000

目次対向 1P 4C 240 × 173　＊枠付スペース 500,000

口絵 1P 4C 240 × 173　＊枠付スペース 480,000

記事中 1P 4C 240 × 173　＊枠付スペース 450,000

記事中見開 2P 4C 275 × 420　＊ノドに注意 850,000

記事中 1P 1C 240 × 174 230,000

記事中 1/3 P 縦 1C 240 × 56　枠 80,000

連合頁 1/3 P 横 1C 78 × 174　枠 80,000

・見開き原稿の場合、ノド(センター左右10mmずつ)が見づらくなることを考慮して

　ください。

・制作費は別途ご請求申し上げます

◇データ入稿の場合は、データ仕様書・出力見本を添えた3点で。

◇印刷はオフセットです。

◇ポジ原稿は 175線で製版してください。

◇製本で切れないようにロゴ・コピーは仕上がり線より

5 ㎜以内にお願いします。

広告申込締切
記事中は発行の 45 日前、他 35 日前、版下締切 30 日

入稿

一般社団法人 農山漁村文化協会
広報グループ　広告係

〒 107-8668 東京都港区赤坂 7-6-1

TEL:03-3585-1165  FAX:03-3585-3668

E-mail：koukoku ＠mail.ruralnet.or.jp

広告HP：｢農文協　雑誌広告ナビ｣　http://www.ruralnet.or.jp/sizai

食 べ る こと は 暮 ら す こと

季
刊

広告媒体資料

http://ukatama.net/

「うかたま」とは食の神様のこと。

古くから育まれてきた食の知恵や、

暮らしのあり方を受け継ぎたい。

　そんな願いを込めて

　　　名づけました。

2005年12月5日

817円(税込)

A4変形平綴じ
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季刊（12・３・６・９月）発売

一般社団法人 農山漁村文化協会（略称 農文協）
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　結婚、出産、子育て、病気…この世代の女性はこうした転

機から食生活を見直し、そうした関心から読者になるケース

も多くあります。

　一方で、子育てがひと段落して自分の時間ができ、もっと

丁寧な暮らしをしたいと考える団塊世代の読者もいます。

　うかたまの読者は、自分の手で食を作り出すことの面白さ・

大切さに気づき、そのための自分のライフスタイルにあった

良質な情報を求めています。

とにかく料理が好き、天

然酵母パンや漬物などの

手づくりできるものには

何でもチャレンジ。

マクロビオティック、自

然食、オーガニック食品

といったナチュラルな食

に関心がある。

ちゃぶ台、縁側、おばあ

ちゃんといった昭和レト

ロなかわいい雰囲気にひ

かれる。

自給自足的な生活に憧

れ、野菜づくりやいずれ

は田舎暮らしをしたいと

考えている。

読者対象

バックナンバー特集内容

編集方針

　コンセプトは“食べることは暮らすこと”。食べることやつ

くることを、改めて自分たちの手に取り戻し、日々の暮らし

をもっと楽しむことを提案します。

　現代は、暮らし＝衣食住が外部化され、生きている手ごた

えが薄らぎ、家庭や地域は空洞化しています。私たちの身体

や環境に現れている「ほころび」をつなぎあわせるために、

毎日の暮らしを自分の手で築いてきたおばあちゃん世代の知

恵や技を学んでいきます。

・自然光で撮影するおいしそうな料理写真

・シンプルな材料でつくるわかりやすいレシピ

・「女子心」をくすぐるレイアウトやイラスト

・編集部自らで検証する実験ページ

・昔ながらの郷土料理を再現性のあるレシピに

・普通のおばあちゃんやお母さんが「先生」

・食の背景にある「農」の現場のレポート

・旬の素材、季節感を生かした企画

2
その土地、その人ならではの

食の技や知恵を掘り起こす。

1
読者が食べたい、つくりたいと思える

実践につなげる誌面づくり。

vol.1　100人の朝ごはん

vol.2　今日はお弁当！

vol.3　おばあちゃんのおやつ

vol.4　今日はパン日和

vol.5　雑穀はおいしい

vol.6　草摘みにいこう

vol.7　おかんメニュー

vol.8　愛しの白いごはん

vol.9　豆のある台所

vol.10　おばあちゃんに習う

vol.11　島のごはん

vol.12　地粉のパン

vol.13　乾物エブリデー

vol.14　お茶の友

vol.15　玄米食堂

vol.16　村の粉もの

vol.17　酒の友

vol.18　昔ごはん

vol.19　市場　パラダイス

vol.20　旅ごはん

vol.21　おやつノート

vol.22　男弁当　女子弁当

vol.23　食べて体を調える

vol.24　おうちで発酵食堂

vol.25　和豆・洋豆の定番料理

vol.26　つくっておいしい麺ワールド

vol.27　食べてもっと体を調える

vol.28　味噌だからおいしい。

vol.29　おいしい火加減。

vol.30　100年レシピ

vol.31　夏のおまじない　梅と醤

vol.32　みんなのおやつ

vol.33　スープと煮込み

vol.34　ニッポンの定食

vol.35　ぶっかけごはん

vol.36　行楽ごはん

vol.37　冬のごちそう

vol.38　100人の朝ごはん

vol.39　カレー＆ピース

vol.40　編集部がつくって食べて

　　　  おいしかったレシピ集

vol.41　いもはエライ！

vol.42　料理上手のストック

vol.43　おいしい郷土食【夏の巻】

vol.44　これ、台所でつくれます。

vol.45　パンとパン友

vol.46　ハレの日のごはん



メディアデータ

男女比率 既婚比率

読者は主に女性です。一部

男性もいますが、女性と同

様、食べものや料理に関心

が高い方々です。

既婚者は子育て中の主婦か

ら仕事を持つ女性などさま

ざま。未婚者層は 1人暮ら

しの社会人、学生が主です。

年齢別比率

DATA.1 DATA.2

DATA.3

女性

92％

男性

8％

既婚

68％

未婚

32％

ターゲットの20〜 40代が７

割を占めます。ほか、余暇を

楽しむ 50〜 60 代など、幅

広い年代で読まれています。

20代

12％

30代

35％
40代

22％

50代

18％

60代

9％

70代　2.5％

80代　0.5％

10代　1％

地域別配本率

DATA.4

北海道

４％

関東
（東京を除く）

20％

甲信越・北陸

9％

中国・四国

10％

近畿

13％

九州・沖縄

9％

東北

10％

書店の配本は東京・大阪などの大都市、地方都市が中

心です。直販は農山村も含め、全国に広がっています。

＊読者アンケート 1200 通による調査 ＊読者アンケート 1200 通による調査

＊読者アンケート 1200 通による調査
東海

11％

東京

14％

＊取次（トーハン・日販）による全国書店配本比調査

子どもが少し大きくなり、やっと自

分の時間ができました。この雑誌を

読むとやりたいことがたくさん見つ

かり、教科書代わりにして、色々学

んでいます。（30代　主婦）

内容が盛り沢山で、毎号楽しみにし

ています。一般家庭で手軽にでき

る料理のレシピがあって、とても役

立っています。（50代　主婦）

読者の声

衣食住はできるだけ、昔からの自然

の物を購入したり、作ったりしてい

ます。この本はまさに食のバイブル

で、なくてはならない本です。（60

代　主婦）

以前はデパ地下のおかずを買うの

に憧れていましたが、うかたまに出

会って、種から春菊を育てたり、豆

や乾物を買って料理することに喜び

を感じています。（40代　主婦）

食の安全が問われている中、うかた

まをお手本に手作りできるものは、

できるだけ作るように心がけたいと

思います。（30代　主婦）

「耕す女子たち」を読んでとてもヤ

ル気をもらいました。元看護婦の私

は地域医療と農業の両立を目指して

いますが、いつか「耕す女子たち」

に加わりたいです。（20代　農家）

家事全般、得意な方ではないのです

が、料理上手な祖母・母が作ってく

れたものが記事に出ていたりするの

が楽しみで、バイブル代わりにうかた

まを購入しています。（40代　会社員）

人物写真から人情味のある温かさが

感じられ、読む度にラッキーな気分

になります。弁当屋を営んでおり、

とても参考になることも多くありが

たいです。（40代男性　自営業）

一緒に読まれている雑誌

など

天然生活／クウネル／暮しの手帖／自休自足

かぞくのじかん／ haru-mi ／きょうの料理



【掲載例】

【掲載例】

純広告

　『うかたま』は、安全安心な食材、本物の味、伝統的な食文化、

農的な暮らしを求めている方々に読まれています。

　ページを大きく使ったフルカラーの広告は、貴社の企業理

念や商品を読者に強く訴えかけます。

タイアップ広告

　『うかたま』は、安全安心な食材、本物の味、伝統的な食文化、

農的な暮らしを求めている方々に読まれています。

　読者の共感を得る的確な記事と質の高いヴィジュアルで、

貴社の企業理念や商品を効果的に読者にアピールできます。


