
国立大学法人茨城大学農学部における広告の掲載位置等について 

 

令和 元年１１月２７日 

改正 令和 ３年 １月２５日 

 

 (趣旨) 

第 1条 この要項は、学生及び保護者へのサービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化を図るこ

とを目的として実施している茨城大学農学部における有料広告に係る取扱及び国立大学法人茨城大学

有料広告掲載取扱要項(平成 19年 3月 15日要項第 25号)（以下、「要項」という。） 第 4条に定める

広告の掲載位置等について、必要な事項を定める。 

 

（広告掲載の対象） 

第 2条 農学部長が広告を掲載することができる広報誌等（以下「対象広報誌等」という。）は、要項

第 2条第 2項に基づき、次の各号のとおりとする。 

（１）茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告 

（２）茨城大学農学部入学手続書類封入有料広告紙 

（３）茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏表紙） 

（４）茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏表紙小窓） 

（５）茨城大学農学部オープンキャンパスにおけるブース出展 

（６）茨城大学農学部阿見オリエンテーションにおける広告掲載 

 

（広告の掲載位置等） 

第 3条 前条に基づく対象広報誌等の掲載位置等については、次表のとおりとする。 

対象広報誌等の名

称 

広告の規格 掲載期間等 掲載料の基

準となる額 

備考 

茨城大学農学部ホ

ームページにおけ

るバナー広告 

縦 60ピクセル・

横 150ピクセル 

１年間 84,000円  

茨城大学農学部入

学手続書類封入有

料広告紙 

A4サイズ片面

（余白は上下左

右 20mm） 

農学部１年次入

学定員：160名 

36,000円 ①「茨城大学農学部

ホームページにお

けるバナー広告」

への申込者のみが

申込可能。 

②封入する有料広告

紙の印刷費用は本

学負担。 

茨城大学農学部入

学案内パンフレッ

ト広告枠（裏表紙） 

Ａ４サイズ片面

（余白は上下左

右 20mm） 

毎年度７月頃に

発行し、約 1年

間学内外に配付 

60,000円 ①茨城大学農学部入

学案内パンフレッ



 トの印刷費用は本

学負担。 

茨城大学農学部入

学案内パンフレッ

ト広告枠（裏表紙

小窓） 

縦 4cm・横 7cm 毎年度７月頃に

発行し、約 1年

間学内外に配付 

 

6,000円 ①茨城大学農学部入

学案内パンフレッ

トの印刷費用は本

学負担。 

茨城大学農学部オ

ープンキャンパス

におけるブース出

展 

茨城大学農学部

オープンキャン

パスにおけるテ

ント使用及び広

報活動 

6月下旬頃 36,000円 ①「茨城大学農学部

ホームページにお

けるバナー広告」

への申込者のみが

申込可能。 

②出展用のテント及

び什器は本学にて

用意する。 

茨城大学農学部阿

見オリエンテーシ

ョンにおける広告

掲載 

A4サイズ片面

（余白は上下左

右 20mm） 

毎年度 6月頃 

対象：農学部１

年次生全員 

36,000円 ①「茨城大学農学部

ホームページにお

けるバナー広告」

への申込者のみが

申込可能。 

②パンフレットの広

告印刷費用は本学

負担。 

 

（広告掲載の申込み） 

第 4条 広告の掲載を希望するものは、要項第 6条に基づき農学部広告掲載申込書(別紙様式 2)に掲載

しようとする広告の内容又は原稿案、会社概要等を添えて、指定する期日までに農学部総務グループ

に申し込むものとする。 

2 対象広報誌等の申込期日は、次表のとおりとする。 

対象広報誌等の名称 申込期日 

茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告 掲載開始日の属する月の３月前の末日（当日

が休日の場合は、直前の営業日）まで 

茨城大学農学部入学手続書類封入有料広告紙 掲載開始日の属する月の３月前の末日（当日

が休日の場合は、直前の営業日）まで 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏

表紙） 

毎年３月末日（当日が休日の場合は、直前の

営業日）まで 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏

表紙小窓） 

毎年３月末日（当日が休日の場合は、直前の

営業日）まで 

茨城大学農学部オープンキャンパスにおけるブー

ス出展 

毎年３月末日（当日が休日の場合は、直前の

営業日）まで 



茨城大学農学部阿見オリエンテーションにおける

広告掲載 

毎年３月末日（当日が休日の場合は、直前の

営業日）まで 

 

3 広告の原稿案の提出形態は、次表のとおりとする。 

対象広報誌等の名称 提出形態等 

茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告 GIF（アニメーション不可）又は JPEG形式

の電子ファイル（データ容量 100MB以下） 

茨城大学農学部入学手続書類封入有料広告紙 紙媒体（完全版下の場合、必ずインク又はこ

れと同等の濃さのもので作成すること）、又

は DOC、PDF若しくは PPT形式の電子フ

ァイル 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏

表紙の裏） 

PDF又は JPEG・PNG形式等の電子ファイ

ル（データ容量 100MB以下） 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏

表紙小窓） 

PDF又は JPEG・PNG形式等の電子ファイ

ル（データ容量 100MB以下） 

茨城大学農学部オープンキャンパスにおけるブー

ス出展 

なし 

茨城大学農学部阿見オリエンテーションにおける

広告掲載 

DOC、PDF若しくは PPT形式の電子ファ

イル 

 

4 申込みに当たっては、別紙「農学部における広告の掲載に関する注意事項」を参照すること。 

 

（広告掲載の決定） 

第 5条 要項第 7条第 3項に基づき、農学部長は広告掲載の可否を決定したときは、農学部広告掲載決

定通知書(別紙様式 3)により、申込者に通知しなければならない。 

 

第 6条 農学部長は、要項第 7条第 1項に定める広告の掲載を決定したときは、農学部広告掲載料請求

行為依頼書(別紙様式 4)により、広告掲載料の納入手続きを行うものとする。 

 

（免責事項） 

第 7条 広告掲載により、本学が申込者に対して債務不履行などによる損害賠償責任を負った場合は、

当該賠償額は要項第 7条に定める掲載決定通知書に記載のある掲載料金を上限とする。 

  



別紙 

農学部における広告の掲載に関する注意事項 

 

１．申込みに当たっては、広告原稿（案）を必ず添付してください。 

２．次に該当する広告は、掲載できません。 

（１）本学の学生及び学生の保護者へのサービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化を図る

と判断できないもの 

（２）本学の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの 

（３）日本新聞協会が定めた「新聞広告掲載基準」に該当するもの 

（４）法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

（５）公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

（６）政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの 

（７）誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの 

（８）本学の教育研究上不適当であると認められるもの 

（９）次に掲げる禁止表現に該当するもの 

①閲覧者が茨城大学に関する情報と錯誤するおそれがあるもの（例：入試情報、職員採用試

験等の表現 など） 

②「茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告」に関する禁止表現 

１）閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの（例：閉

じる、キャンセル等の表現、ラジオボタン など） 

２）実際には機能しないもの（例：入力できるように見えるテキストボックス、下に選択

肢があるように見えるプルダウンメニュー など） 

３．掲載が不適切と本学が判断した場合には、掲載決定後又は掲載中であっても掲載を取り消すことが

あります。 

４．１年当たりの掲載料は、次のとおりです。 

対象広報誌等の名称 掲載料 

茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告 84,000円 

茨城大学農学部入学手続書類封入有料広告紙* 36,000円 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏表紙） 60,000円 

茨城大学農学部入学案内パンフレット広告枠（裏表紙小窓） 6,000円 

茨城大学農学部オープンキャンパスにおけるブース出展* 36,000円 

茨城大学農学部阿見オリエンテーションにおける広告掲載* 36,000円 

（注：「茨城大学農学部入学手続書類封入有料広告紙」、「茨城大学農学部オープンキャンパスにお

けるブース出展」、「茨城大学農学部阿見オリエンテーションにおける広告掲載」は単独でのお申

し込みは受け付けておりません。「茨城大学農学部ホームページにおけるバナー広告」をお申し

込みいただいた法人様のみお申し込みが可能です。） 

 

５．広告掲載料は、広告掲載決定通知後、別に指定する期日までに納入してください。 

６．編集作業上、支障が生じた場合は、協議の上広告の掲載位置を変更させていただくことがあります。 

７．広告の内容に関する責任は広告主にあり、版下の作成にかかる経費は広告主の負担となります。 

８．校正漏れによる内容の不備については、本学はいかなる補償も行いません。校正は慎重にお願いし



ます。 

９．版下原稿は、「完全版下」を原則として発行予定日の２週間前までに提出していただきます。「完全

版下」は、電子記録媒体（ＵＳＢメモリ等）又は本学が指定する方法での提出をお願いします。な

お、詳細については、掲載決定後別途お知らせします。 

（紙媒体で「完全版下」を提出される場合には、必ずインク又はこれと同等の濃さのもので作成し

てください。） 

１０．広告欄には本学が作成する枠が付いています。デザインに当たっては、枠が付くことを前提にお願

いします。 

１１．広告の刷り色はカラーです。ただし、本学の環境により色の濃淡等、若干の違いが生じる可能性が

あることについて、あらかじめご了承ください。 

１２．本学では、広告データの保管について保障できませんので、データは必ず保管しておいてくださ

い。再掲載される場合には、原則としてデータを再提出していただきます。 

 

※ 担当部局等連絡先 ： 茨城大学農学部総務グループ 

TEL 029-888-8507 

FAX 029-888-8525 

E-mail somu@ml.ibaraki.ac.jp 

 




