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「二十歳！？」「平成生まれ！？」

桜の季節にやってきた
新入社員って
いったいどんなヤツ？

実際にあった
お客様からの
お困りごと相談

［天空ニュースレター］

天空広告で
取り扱える

意外な広告媒体

特集
！！
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こんな広告もあります
色々な広告紹介！

天空広告にまた一つ笑顔が増えました！

夜空を広告媒体とし人々に元気と活力を提供する。
お客様の外部ブレーンとして、常に刺激や元気を与える
「ひまわり」の様な存在になる。同時に共感共苦できる良き
パートナーであり続ける。

株式会社天空広告 TENKU.Co.,Ltd.
メディア/ニュース/出版

購入秒数 １週間 ２週間
参
考
価
格
（
税
抜
）

120秒
90秒
60秒
30秒
15秒

価格設定

基準価格×3.2

基準価格×2.4

基準価格×1.6

基準価格

基準価格×0.6

¥1,280,000

¥960,000

¥640,000

¥400,000

¥240,000

¥1,600,000

¥1,200,000

¥800,000

¥500,000

¥300,000

facebook 広告
届けたいユーザーに、ピンポイントでPR！

郵便局のモニター広告
毎月月初から月末まで全国
約 2万局で 1表示 15 秒の
広告を１日 384 回流します。

価格は１枠 3,000万円ほど。

ネーミングライツ
名古屋市では、民間の資金を活用して道路施設の持続
可能な維持管理を行うとともに、企業等の地域貢献の
場としてご活用いただくため、「歩道橋ネーミングライツ
パートナー事業」を実施しています。

facebook では、ターゲット
（地域・年齢・性別・趣味
行動・結婚の有無・勤務先
学歴 ...etc) をセグメント
出来ます。

人の繋がりを活用して (face
boook ならではの繋がりを
活用して )PR 出来ます。

facebook では一日あたりの
予算設定が可能です。

Point１

Point2

Point３

フェイスブック広告は、細かな配信設定が可能なため、
届けたいユーザーにのみ広告を表示させることが可能です！

カンタンにはじめられる！

天空広告で取り扱える意外な広告媒体！
家電量販店の TVコーナーをジャックしてみませんか？
当社で扱える広告は、チラシやカタログ、ホームページだけではありません。
なんと、家電量販店の TＶコーナーを独占し、御社の PRを行う事も可能です！！

ヤマダ電機の店頭大型テレビコーナーで一斉放送。
全国はもちろん県内エリアのセグメントも条件に
よって可能となります。

一日約 20回～30 回配信

【ヤマダ電機 Y-VISION】 TＶコーナーを御社色に染めることが可能です！

色々な広告紹介！
もちろん放映する御社のプロモーション映像制作も天空広告

にお任せ頂けます！

歩道橋 1橋あたり月額 2万 5千円以上
契約期間は各歩道橋ごとに 3年以上
歩道橋 1橋あたり月額 2万 5千円以上
契約期間は各歩道橋ごとに 3年以上

企業名、商品名を入れた愛称を標示することができます。

詳しくは天空広告まで TEL:052-625-1093

(※１日８時間換算 )
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これまでに天空広告にご相談頂いた、お困りごとをご紹介します。

実際にあった

「お客様からのお困りごと」相談
天空広告はお客様にとって “一番身近な存在でありたい ”と考えています。お客様が、
広告や販促物などでお困りの際に、一番にご連絡いただける会社を目指しています！

他社で作成したホームページだけど、
天空広告で修正更新できる？

可能です。サーバー情報を
教えていただけましたら
弊社にて対応可能か
3日以内にご返答します。

ポケット付きパンフレットを
つくりたい。コストが上がるかな？

消防看板が必要になったけど、
どこで製作すればいいの？

一般的な明治山鉄板のほか、
ステンレス製 SUS、硬質樹脂製
など用途に合わせて製作いたします。

ニュースレターをお客様や
販売代理店に向けて発行したい。

多くの企業担当者様は、日常業務に追われそこまで
手が回らないことがほとんど・・・。
当社では製作代行はもちろん、
貰い手の立場に立った
企画立案、「読み物」として
見応えあるコンテンツを
ご提案させて頂きます。

自社のキャラクターやマスコット、
商品のミニチュアフィギュア、
ストラップを作りたい。

お任せください。誰もが知る特撮ヒーローや怪獣、
アニメフィギュアを手掛ける原型師 協力の元、
３面図を描きおこし３Dの立体造形を作り上げます。

新店OPEN、画期的な新商品ができた！
でも、大々的に広告できるような予算がない・・・。

お任せください。プレスリリースを活用し各種新聞や
TV・ラジオなどメディア各社に御社商品の魅力を PR
きることをご存知ですか。弊社では、プレスリリースの
制作から配信代行までお手伝いすることが可能です。
ご相談の上、成功報酬によるお手伝いも可能です。

周年記念パーティーやお客様招待イベント
学校行事を考えている

オーケストラや映画上映、試写会、劇団招聘、講演会
プライベートショーなどお手伝い出来ます。

もちろん印刷代も含め同じ金額ではありません。
しかし、通常かかる型代を弊社保有型からお選び
いただければ、無償でご使用いただけますので、
通常よりもお値打ちです。

名刺も差し込み可能！

Before
After

転写ステッカーだけでなく、
刺繍ネームも可能です。
サイズやデザインによって
価格が違いますのでお問合せください。

オシャレなポロシャツやボタンダウンなど
マークを入れて作りたい。

Good to hear you anyway.

私のオススメアーティストをご紹介！

『SEIYA TODA~初めてのご挨拶～』
天空広告新入社員、戸田誠弥のあんな事やこんな事まで紹介！ 2015

Spring

戸田誠弥（とだ　せいや）１９９４年生まれ。現在２０歳。
好きな食べ物は、辛子明太子とじゃこ。これから社会人として精一
杯みなさんの為に頑張って行きたいとおもいますのでよろしく
お願いします！！

「東京カランコロン」

「写真が欲しい」（左上）
こちらは私が初めてCDのジャケット
からレイアウトまで担当させて頂いた
「the senca」さんのデビューシングル
「写真が欲しい・どかん」です。
Youtubeなどで検索して頂いたら出てき
ます。下の作品３つは私が高校生の頃に
毎日毎日描き続けていたイラストです。
どれも思い出が一杯です！！！

戸田が
描きました！

！

「Take it Cool」 「Sky Work」 「双子ちゃん」

「the senca(どかん / 写真が欲しい）」

初めまして、２０１５年４月より天空広告で働かせていただく事
となった戸田誠弥です。新社会人一年生の未熟者ですが、精一
杯みなさまのお役に立てるように仕事にはげみます！！！そして弊社
の経営理念である『お客様の外部ブレーンとして、常に刺激や元
気を与える「ひまわり」の様な存在になる。共感共苦できる良き
パートナーであり続ける。』これを体現できる立派な広告マン
を目指して参りますので何卒、よろしくお願いいたします。

ご挨拶

ここでは私、戸田誠弥がなぜ数ある業種の中で広告
業界を目指したのか簡単に説明させていただきま
す。私は高校生の頃にとある CD ジャケットを見て、
イラストにはまりました。それもドップリと。毎日毎
日学校から帰るとイラストを描き、しばらくして自分
のイラストに自信を持つと、ライブハウスやバンドに
直接売り込みに行っていました。こうやって人と人が
繋がって、一つの作品が世に出る。こんな素晴らし
い事はないと思い、デザインの専門学校に入学を決
め、広告業界を目指しました。

広告業界

大好きが一杯
さて、私、戸田誠弥は大好きな事が沢山あります！
そんな私の大好きを今日はみなさんにご紹介します
ね！「興味ないよ！」って方もぜひ一度読んでみてく
ださい。もしかしたらあなたの中でなにか化学反応
が起きて、興味が湧いちゃうかもしれません！！さて、
前置きはこれぐらいにして、私はイラストが大好
きです！（笑）（広告業界の部分でもご紹介しまし
たね）今日はこの記事を読んでくださっている方に
私の描いたイラストをご紹介！「営業マンなのに面
白いなコイツ」そう思われるのが狙いです ( 笑 )

みなさんは普段、音楽
はよく聴かれますか？
私、戸田は気がつけば
音楽ばかり聴いていま
す。どんな音楽も好き
なので、みなさんのオ
ススメのアーティスト
を、私にも教えてくださ
い！ご一緒にそのアー
ティストの話が出来れば
嬉しいです！

I LOVE MUSIC! 戸田の
オススメ！！

2007 年結成のロックバンド。ゆったり
ふんわり、時にドラマチック、時に絵本
の世界の様な不思議な世界観と誰でも
口ずさめるようなキャッチなメロディと
フレーズそして一度聞いたら、もうヤ
ミツキ必死！！私もドライブでよく流して
います！！家族で聞いても楽しめるよう
なバンドです！ぜひお聞きください！！！！
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とだ　せいや

平成生まれ！


