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沖縄ベンチャースタジオとは

県内の中小企業経営者、ビジネスパーソンを主な対象に、また一般県民の経済への興味関心を喚起することを目指し、

経済情報の発信に特化した専門メディアは県内では他に類を見ません。

法人向け営業活動はもちろん一般県民向けの周知・広報ツールとしても有効に機能します。

｢沖縄ベンチャースタジオ｣は沖縄の企業、経営者、ビジネスパーソンを
応援し、県内経済と県民をつなぐ県経済情報発信メディアです。
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沖縄ベンチャースタジオ情報紙について

平成16（2004）年秋創刊！
沖縄で頑張る企業・事業者にスポットを当て、
明日の仕事に役立つ情報満載のフリーペーパー。
それが「沖縄ベンチャースタジオ」です！

青い海に囲まれた亜熱帯の自然環境、その気候で育まれる薬草などの様々な
農・水産物、日本最南端からアジアに開かれた地理的条件・・・。
沖縄ならではの魅力を生かしたビジネスが、この小さな島々には次々と誕生しています。
季刊紙「沖縄ベンチャースタジオ」は、そういった沖縄の企業・経営者・ビジネスパーソンを
積極的に応援するとともに、県経済界の動きを親しみやすく・わかりやすく情報発信する、これまでにない沖縄経済情報紙です。
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テーマ

「沖縄経済を進化させる情報紙」

情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」は企業訪問や企業インタビューを通じ、沖縄ならではのビジ
ネスやその商品・サービス・プロジェクト・アイディアを生み出した企業人をどんどん紹介してい
きます！

また、その他にも各界リーダーへのインタビューや各種レポート企画などにより、沖縄経済の
今を分析・今後を俯瞰し、その発展に向けた展望を考察します。

創刊から

17年

※2021年現在



情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」 概要

情報紙タイトル 沖縄経済を進化させる情報紙 「沖縄ベンチャースタジオ」

出版概要 フリーペーパー（無料）・平成１６（２００４）年秋創刊

発行形態 季刊 ※令和３年度は年３回発行予定

（夏：７月、冬：１１月、春：３月 ※予定）

※現在配布中：第６４号 令和２年１２月２５日発行（２０２１年冬号）

判型 タブロイド判・フルカラー・８ページ（編集会議にて決定）

発行予定部数 １号あたり１６,０００部（令和元年度）

発行元 公益財団法人 沖縄県産業振興公社

購読者 沖縄県内・県外の企業経営者、ビジネスパーソン、一般県民および公的機関・支援機関

≪郵送≫ 発送先：約８００ヶ所

県内）民間企業（公社会員企業）、大学・シンクタンク、マスコミ、銀行・郵便局、

商店街・通り会、商工会議所・商工会、市町村、各種団体、国・関係機関、県関係部課等

県外）関係先民間企業、全都道府県公社（産業支援団体）等

≪無料配布≫ ラック設置場所：県内約３００か所（約８,５００部）

①県内ローソン様主要店舗：

名桜大学前・豊見城豊崎・うるま川田・本部浦崎・名護宮里・国際通り牧志

沖縄松本二丁目・豊見城南高校前・中城登又・西原工業団地前・糸満バイパス・

浦添内間四丁目・沖縄ハーバービュー通

②県庁ロビー ③県内市町村役場ロビー ④県内大学就職課カウンター

⑤沖縄産業支援センター内ラック（１・２・３階） ⑥産業振興公社総合窓口・来客ブース

※公社主催・共催の講演会・セミナー・イベント、公社出展の各地展示会・催事等でも随時配布
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創刊号から 現在６４号発刊
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http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs5_cover1-4.pdf
http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs7_cover1-4.pdf
http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs8_cover1-4.pdf
http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs9_cover1-4.pdf
http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs10_cover1-4.pdf
http://ovs.jp/tabloid/pdf/ovs11_cover1-4.pdf


創刊号から 現在６４号発刊

5

http://okinawa-ric.jp/publication/7152.html
http://okinawa-ric.jp/publication/7251.html


創刊号から 現在６４号発刊
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創刊号から 現在６４号発刊
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創刊号から 現在６４号発刊



情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」への広告掲載メリット
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●沖縄県内の企業・事業者内、その他一般県民にも広く読まれています！
毎号約12,000部を県内企業・事業者に郵送にて配布しており、企業・事業者内においては配布や

回覧、掲出などで読まれています。またコンビニ等の小売店、県庁・県内図書館・市町村役場・産業

支援センター等公共機関のロビー等のラック大学などの教育機関やインキュベート施設などでも

配布されており、一般県民、若い層にもリーチしています。

●配布期間が長いです！
季刊紙のため、配布期間が約2～3カ月と長く、広告効果も長続きします。

●県内企業・事業者を応援するメディアとしての信頼性が高いです！
沖縄県産業振興公社発行のメディアとして、信頼性と有益性の高い情報を厳選して掲載しています。

通巻60号を超え、「沖縄経済を進化させる情報紙」としての認知が徐々に進み、

メディアパワーも高まっています。

広告掲載先として「沖縄ベンチャースタジオ」に望むものは何ですか？ お声をお聞かせください！

「沖縄ベンチャースタジオ」は、県内企業・事業者にとって有益な「情報収集の手段」

でありたいと目指す一方で、「情報発信の場」としてもより有益なメディアへと進化

することを目指しています。

もっと多くの企業・事業者にとって、使いやすく・役に立つメディアへと成長して

いくために、ぜひ皆さまの忌憚なきご意見を伺えればと存じます。

いつでもお気軽にお声をおかけください。

【広告掲載に関するお問い合わせ】

（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援課

担当：加島・宮城 Tel:098-859-6237

E-mail： ovs@okinawa-ric.or.jp

バックナンバーもご覧いただけます https://okinawa-ric.jp/ovs/
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情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」 広告年間掲載のご提案（3回掲載プラン）

スペース（全８段） 色
数

サイズ（天地×左右）
単位：mm

掲載料金
（１回あたり：税別）

3回掲載割引料金
（税別）

表紙下２段（Ⓐ） ４C ６４×２４０ １４０，０００円 ３６０，０００円

中面下３段（Ⓑ） ４C ９８×２４０ ９０，０００円 ２４０，０００円

中面下５段（Ⓒ） ４C １６６×２４０ １４０，０００円 ３６０，０００円

中面下３段１/２
（新案）（Ⓓ）

４C ９８×１１８ ７０，０００円 １７０，０００円

Ⓐ表紙下2段

Ⓒ中面下5段

Ⓓ中面下
3段1/2
（新枠）

Ⓑ中面下3段

※上記料金には制作費用は含まれておりません。完全データ入稿が原則となります

※原稿制作（取材・撮影・執筆・作図・作画等）をご希望の場合、制作費は別途お見積りとなります

※編集タイアップ広告の掲載も承ります（諸注意事項あり）

※多コマ掲載、複数回掲載、通年掲載等の場合の料金についてはお問い合わせ下さい

■広告原稿制作上の諸注意事項

１．原稿は完全データでの入稿のみ（校正・修正等には応じかねます）※データ形式は別途ご案内

２．記事下広告は原則としてすべて実線の完全囲みケイ必須（角丸ケイ不可）

３．広告掲載のお申込期限は「各号の編集会議予定日の３日前」（お問い合わせ下さい）

※原稿制作込みの掲載、および編集タイアップ広告のお申込期限は上記よりさらに１週間前

４．原稿入稿締め切りは「発行予定日の１４日前」

【広告掲載は年間契約がお得です！】

【広告掲載に関するお問い合わせ】

（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援課

担当：加島・宮城 Tel:098-859-6237

E-mail： ovs@okinawa-ric.or.jp

バックナンバーもご覧いただけます https://okinawa-ric.jp/ovs/
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情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」 広告掲載料金（2回掲載プラン）

スペース（全８段） 色
数

サイズ（天地×左右）
単位：mm

掲載料金
（１回あたり：税別）

2回掲載割引料金
（税別）

表紙下２段（Ⓐ） ４C ６４×２４０ １４０，０００円 ２４０，０００円

中面下３段（Ⓑ） ４C ９８×２４０ ９０，０００円 １６０，０００円

中面下５段（Ⓒ） ４C １６６×２４０ １４０，０００円 ２４０，０００円

中面下３段１/２
（新案）（Ⓓ）

４C ９８×１１８ ７０，０００円 １２０，０００円

Ⓐ表紙下2段

Ⓒ中面下5段

Ⓓ中面下
3段1/2
（新枠）

Ⓑ中面下3段

※上記料金には制作費用は含まれておりません。完全データ入稿が原則となります

※原稿制作（取材・撮影・執筆・作図・作画等）をご希望の場合、制作費は別途お見積りとなります

※編集タイアップ広告の掲載も承ります（諸注意事項あり）

※多コマ掲載、複数回掲載、通年掲載等の場合の料金についてはお問い合わせ下さい

■広告原稿制作上の諸注意事項

１．原稿は完全データでの入稿のみ（校正・修正等には応じかねます）※データ形式は別途ご案内

２．記事下広告は原則としてすべて実線の完全囲みケイ必須（角丸ケイ不可）

３．広告掲載のお申込期限は「各号の編集会議予定日の３日前」（お問い合わせ下さい）

※原稿制作込みの掲載、および編集タイアップ広告のお申込期限は上記よりさらに１週間前

４．原稿入稿締め切りは「発行予定日の１４日前」

【広告掲載に関するお問い合わせ】

（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援課

担当：加島・宮城 Tel:098-859-6237

E-mail： ovs@okinawa-ric.or.jp

バックナンバーもご覧いただけます https://okinawa-ric.jp/ovs/
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情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」 単発（1回）広告掲載料金

【広告掲載に関するお問い合わせ】

（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援課

担当：加島・宮城 Tel:098-859-6237

E-mail： ovs@okinawa-ric.or.jp

バックナンバーもご覧いただけます https://okinawa-ric.jp/ovs/

スペース（全５段） 色数 サイズ（天地×左右）単位：
mm

掲載料金
（１回あたり：税別）

表紙下２段（Ⓐ） ４C ６４×２４０ １４０，０００円

中面下３段（Ⓑ） ４C ９８×２４０ ９０，０００円

中面下５段（Ⓒ） ４C １６６×２４０ １４０，０００円

中面下３段１/２（新案）
（Ⓓ）

４C ９８×１１８ ７０，０００円

Ⓐ表紙下2段

Ⓒ中面下5段

Ⓓ中面下
3段1/2
（新枠）

Ⓑ中面下3段

※上記料金には制作費用は含まれておりません。完全データ入稿が原則となります

※原稿制作（取材・撮影・執筆・作図・作画等）をご希望の場合、制作費は別途お見積りとなります

※編集タイアップ広告の掲載も承ります（諸注意事項あり）

※多コマ掲載、複数回掲載、通年掲載等の場合の料金についてはお問い合わせ下さい

■広告原稿制作上の諸注意事項

１．原稿は完全データでの入稿のみ（校正・修正等には応じかねます）※データ形式は別途ご案内

２．記事下広告は原則としてすべて実線の完全囲みケイ必須（角丸ケイ不可）

３．広告掲載のお申込期限は「各号の編集会議予定日の３日前」（お問い合わせ下さい）

※原稿制作込みの掲載、および編集タイアップ広告のお申込期限は上記よりさらに１週間前

４．原稿入稿締め切りは「発行予定日の１４日前」



11

情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」 紙面構成(R2年度版)

●P1 表紙●P2-P3 特集記事●P4 ヒラメキの瞬間（モノ紹介）

●P8 会員広場、海外レポート、プレゼント企画 ●P7 表紙の人、OVSNEWS ●P6 会員プレスリリース ●P5 起業家の魂（人紹介）
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情報紙「沖縄ベンチャースタジオ」その他の情報

■沖縄ベンチャースタジオはWEBサイトでもPDFにてご覧いただけます。

沖縄県産業振興公社のWEBサイトにて、沖縄ベンチャースタジオをPDFにてご
覧いただくことが可能です（最新号から過去号含め）。

情報が掲載されることで、非常に長く宣伝効果が続きます。

■ベンチャースタジオ設置店舗募集中：

来店されたお客様がお持ち帰りいただけるようなフリーペーパー用ラックを設
置しているなどの店舗様で、沖縄ベンチャースタジオを設置可能な店舗さまを
募集しております。設置可能な店舗様はぜひご連絡ください。

■広告代理店様へ：

沖縄県産業振興公社発行の媒体への広告掲載は、一般紙と比べ信頼度が高
い傾向にあります。また、ビジネス情報紙のため、県内ビジネスマンに多く読ま
れます。広告提案の１つとしていかがでしょうか？代理店経由での広告掲載の
場合、代理店バックがございます。お問い合わせください。

■掲載ネタ募集：

沖縄ベンチャースタジオに掲載する情報を募集しております。

今までになかった新しいアイディア、商品や、補助金・助成金等を活用した新し
い取り組みや成果などなど県内企業の情報をお待ちしております。

掲載希望の企業様からの立候補も受け付けております。

https://okinawa-ric.jp/ovs/

【お問い合わせ先】

（公財）沖縄県産業振興公社 経営支援課

担当：加島・宮城

E-mail： ovs@okinawa-ric.or.jp

Tel: 098-859-6237

■公社ネットワーク会員募集中！

沖縄ベンチャースタジオでは、「公社ネットワーク会員プレスリ
リース」や「ネットワーク会員広場」等の会員向け無料掲載枠が
ございます。会員にはこのほかにも様々なメリットがございます。
ぜひご入会ください！

https://okinawa-ric.jp/info/members/
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