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　日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命

を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこ

たえなければならない。

１．新聞広告は、真実を伝えるものでなければならな

い。

１．新聞広告は、紙面の品位を損なうものであっては

ならない。

１．新聞広告は、関係諸法規に違反するものであって

はならない。
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高知新聞広告掲載基準

平成　22　年 ２ 月
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高知新聞広告倫理綱領

１．広告は、真実を伝えるものでなければならない。

１．広告は、紙面の品位を損なうものであってはなら

ない。

１．広告は、関係諸法規に違反するものであってはな

らない。
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高知新聞社は、新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、

不当な広告を排除し読者の利益を守り、新聞広告の信

用を維持、高揚するために、広告はこの「広告掲載基

準」にしたがって掲載する。
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