
Employment Ad Rates

2222 Kalakaua Ave. Suite 708, Honolulu, HI 96815

Tel: 808-926-0022 
E-mail: ad@lighthouse-hawaii.com

Size Black & White

1/24 page

1/12 page 

1/6 page

1/3 page

$80

$160

$280

$480

Width×Height（inch）

2 × 1.58

2 × 3.41

4.25 × 3.41

8.75 × 3.41

Lighthouse Hawaii is a monthly publication catered towards the interests of Japanese residents with 
30,000 circulations for each issue. It is filled with helpful information on daily lives and local events, 
attracting readers of all ages. The reaction to the help-wanted ads is greater than other magazines 
because we put a large emphasis on the Japanese residents of Hawaii.

・ Current Advertiser with display ad is offered a 1/24 page ($80) for free provided 
   that after the paid ad section is filled and there is extra space on a first come first 
   served basis.
・ Online employment posting is offered for free during the printed ad post period.

1/6 page / $280 (1 month)1/12 page / $160 (1 month)

1/24 page / $80 (1 month)

3.41”

1.58”

4.25”2”

2”

オープニング・スタッフ募集
新装開店の日本食レストランで、オープニング
スタッフを募集します。ビーチの眺めるレスト
ランで、楽しく働きませんか。
■ ウェイトパーソン
■ キッチン及び寿司シェフ

2222 Kalakaua Ave. Suite 810（DFSビルの8階）

Tel: 808-926-0022
E-mail: info@lh-restaurant.com

経験者
優遇

Restaurant

www.lh-restaurant.com

オープニング・スタッフ
緊急大募集

6月より新装開店する日本食レストランで、
オープニングスタッフを募集します。場所
は、オーシャンビューの臨める高級ラウン
ジ。リゾートな気分を味わいながら、楽しく
働きませんか。
■募集職種 ウェイトパーソン
 キッチン及び寿司シェフ
■ 勤務地 ワイキキ・カラカウア通り
 DFSビルの8階
■ 給与 ウェイトパーソン...時給+チップ
 シェフ....................応相談
■ 健康保険 HMAA（シェフのみ）

2222 Kalakaua Ave. Suite 810

Tel: 808-926-0022（担当: 込山）
E-mail: info@lh-restaurant.com

経験者
優遇

Restaurant

www.lh-restaurant.com

お問い合わせは、下記まで。
履歴書をE-mailにてお送りください。

オープニング・スタッフ緊急大募集
6月より新装開店する日本食レストランで、
オープニングスタッフを募集します。場所
は、オーシャンビューの臨める高級ラウン
ジ。リゾートな気分を味わいながら、楽しく
働きませんか。

■募集職種 ウェイトパーソン
 キッチン及び寿司シェフ
■ 勤務地 ワイキキ・カラカウア通り
 DFSビルの8階
 2222 Kalakaua Ave. Suite 810
■ 給与 ウェイトパーソン....時給+チップ
 シェフ....................応相談
■ 健康保険 HMAA（シェフのみ）

Tel: 808-926-0022／E-mail: info@lh-restaurant.com（担当: 込山）

経験者
優遇

Restaurant

www.lh-restaurant.com

お問い合わせは、下記まで。履歴書をE-mailにてお送りください。

• Page set up must be set for the actual ad space size
• GRAPHICS: Must be in Grayscale or Black&white. RGB not accepted.
• FONTS: All fonts must be OUTLINED　　
• RESOLUTION: 200 dpi.

• Please embed all images in the Illustrator or InDesign file
• Please set for Knock out and Overprint
• Please save in illustrator Native (.ai) for Illustrator, 
   (.indd) for InDesign

ADOBE ILLUSTRATOR or INDESIGN ~CS6
Ad Data Specifications


