


What’s

海運・造船・舶用工業を対象にした隔月刊の海事総合誌です。
業界の現況、将来を鋭く分析・解説し、業界人の羅針盤（コンパス）として絶大な影響力を持っています。

COMPASS is a bimonthly magazine covering a wide-range of the maritime industry, including shipping, 
shipbuilding and marine machinery. COMPASS sharply analyzes the current situation and future of the 
maritime industry and has been influential as an opinion leader.

全国の海運・造船各社をはじめ海事業界全般にいき
わたっています。営業・企画、資材調達などの第一線
で活躍する実務担当者はもちろんのこと、経営のトッ
プの方々に広く愛読されています。また、銀行、損
保など金融機関の購読が多いのも特徴で、最も信頼
できる情報発信源として活用されています。

Readers' Profile

COMPASS is read by top executives ranging from front-
line business people in sales, to those in planning and 
material procurement departments of carriers and 
shipbuilders. It is also read by relevant parties in banks, 
insurance companies and other financial institutes, 
COMPASS is appreciated for its accuracy and reliability.

広告のお問い合わせ、お申し込みは　　For further information, please contact:

TEL.03-5835-4165　FAX.03-5835-4190
〒101-0032  東京都千代田区岩本町2-1-15　吉安神田ビル3階

Yoshiyasukanda Bldg., 2-1-15, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032

株式会社海事プレス社・メディア営業部まで　Kaiji Press Co. Ltd., Advertising Division

グローバルな視点に立った現地取材による海外レ
ポートは、貴重な情報として好評を博しています。今
後も海事業界が注目する中国を中心としたアジアや欧
州各国への現地取材を展開していきます。

Colorful & Substantial News

COMPASS enjoys high reputations among readers for its 
overseas on-the-spot reports written from global point 
of view. COMPASS will continue spotlighting the Asian 

（centering in China） and European markets, which draw 
the interest of the whole industry.

豊富な海外情報

タイムリーなテーマを緻密な取材と鋭い切り口で掘り
下げた「特集」は、常に業界オピニオンをリードしてい
ます。さらに、毎号掲載の経営トップや有識者らのイ
ンタビュー、業界での出来事を深く広く分析した「ク
ローズアップ」、業界動向を詳細に伝える「海事レポー
ト」は”時代を読む”格好の素材に、また新造船や新製
品・主力商品の紹介は、各企業の技術開発動向、営
業戦略を知る上で欠かせない情報源となっています。

Up-to-date Articles

Every issue of COMPASS features special stories which 
sharply investigate hot topics, and leading industry 
opinion. Also regular serial contents, "Interview" with 
industry leaders/experts, "Close-up" analyzing maritime 
events/developments from wide angles and deep 
insight, "Kaiji Report" covering industry movements/
trends in detail, will enlighten the readers. While 
information about new ships and products will show the 
readers their competitor’s technology and sales policy.

タイムリーな記事

読者のプロフィール
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　業種／職種別配布比率

■ 創　刊：1982年1月　■ 本誌体裁：Ａ4判変型（約80ページ）　
■ 定　価：１冊1,650円（税込）　 
■ 発行日：偶数月25日

■ Inauguration: January, 1982　■ Style: A4 (about 80 pages)

■ Price: ¥1,650(Tax Included)　
■ Published on the 25th of February, April, June, August, October and December

港湾関係・その他  4.1％

外国船主・仲立代理店  8.9％
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　Readership breakdown by nature of business / corporate division

Planning 
/ Administration Department

調査部門  17.3％
Marketing / Research Department

経営者  13.6％
Chief Executives

企画・管理部門  20.6％

造船  22.4％
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造船関連メーカー  14.3％
Maritime-Related Manufacturing銀行・証券・損保  13.1％
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広告掲載料金表  
Advertisement Rate

Effective from Apr.2021

For more information, please contact us

Kaiji Press Co., Ltd.   Tel.81-3-5835-4165   Fax.81-3-5835-4190   Email:kp-ad@kaiji-press.co.jp

広告のお問い合わせ、お申し込みは

株式会社 海事プレス社 メディア営業部　   Tel.03（5835）4165 Fax.03（5835）4190
Email :kp-ad@kaiji-press.co.jp

掲載面　　　　　　　　　　　  Position
掲載料金  Rate サイズ  ［ 縦 × 横/ mm ］

Size     ［ Height × Width / mm ］カラー
4 Color

モノクロ
 Black & White

見開き Center Spread ¥900,000
(税込 ¥990,000)

─ 280 × 420 mm

表4 Back Cover ¥600,000
(税込 ¥660,000)

─ 280 × 210 mm

表2・表3 Inside / Front or Back Cover ¥550,000
(税込 ¥605,000)

─ 280 × 210 mm

フルページ ROP Full Page ¥480,000
(税込 ¥528,000)

¥320,000
(税込 ¥352,000)

280 × 210 mm

1/2ページ 〈横〉 Horizontal  Half  Page ¥240,000
(税込 ¥264,000)

¥160,000
(税込 ¥176,000)

115 × 180 mm

1/3 ページ 1/3 page ¥150,000
(税込 ¥165,000)

¥100,000
(税込 ¥110,000)

75 × 180 mm

1/4 ページ 1/4 page ¥120,000
(税込 ¥132,000)

¥80,000
(税込 ¥88,000)

57 × 180 mm

1/8 ページ 1/8 page ─ ¥40,000
(税込 ¥44,000)

57 × 86 mm

名刺 Profile / Greeting AD ¥30,000
(税込 ¥33,000)

58 × 55 mm

■ 締切日
　 広告掲載申込締切・・・・・発行日の30日前
　 広告データ入稿締切日・・・発行日の25日前

■ 広告作成について
　 ご希望により、実費にて作成を承ります。

■ 原稿入稿形態について
　 Mac対応データ：Adobe Illustrator CS6以上

■ Deadline
　 For Space, 30 days prior to the publication date.
　 For  Materials, 25 days prior to the publication date.

■ The complete artwork can be produced for an additional fee.

■ Material Requirements
　Software / Format-Adobe Illustrator CS6 & Higher

※上記は1回あたりの掲載料金です。 * Rates above are applied for a spot rate.






