日本で唯一！ 創刊から35 年以上の歴史を誇るカーカスタムの総合情報誌！

カスタムの最新情報なら『カスタム CAR』におまかせ。
国内の情報はもとより、カスタムカーの最先端 US の情報も紹介。
ジャンルや車種にとらわれることなく最新トレンドをお届けします。
人とは違った自分だけの超個性的なクルマに乗りたい。そんなクルマを創りたい。
ただの「ドレスアップ」じゃ物足りない「一歩踏み込んだカスタムカーマニア」の
ための総合情報誌、それが月刊『カスタム CAR』です。出来ることなら自分でク
ルマをいじりたい DIY ユーザーや、さまざまなジャンルのカスタムカーを見て愛車
の参考にしたい！

イベントでアワードを狙いたい！

とにかく人より目立ちたい！

そんなユーザーのために、車種、ジャンルを問わずカーカスタムのトレンドを創刊
から35 年以上も追いかけ続けているのが『カスタムCAR』
。扱っているジャンルは、
1BOX をはじめとした商用車、スタンスやトラッキンなどの US 志向のカスタムを
筆頭に、軽カー、ミニバン、コンパクトから国産旧車まで、ありとあらゆるカスタ
ムしているクルマならなんでもアリ！ 毎号、アイデアあふれるカスタムカーを厳選
して紹介しています。また、その時々のトレンドに合わせた企画ページや新製品の
紹介、DIY ネタ、全国で行われるイベントのレポートなど、多方面から読者のカー
ライフをサポートしています。

細部まで徹底的に紹介！

新製品も懇切丁寧にアピール !

イベント情報はネタの宝庫！

全国の超絶ユーザーカー＆デモカーを徹底的に紹介
します。作り手がそのクルマにかけた情熱までもが
浮かび上がってくるような誌面作りを目指しています。

派手なカスタマイズばかりでなく、その基礎となるトレ
ンドを押さえた新製品もしっかりと紹介します。感度の
高いユーザーにしっかりアピールできるコーナーです。

カーカスタムのトレンドを捕えるにはイベントは必須。
国内外を問わず、さまざまなジャンルのイベントを徹
底取材。そこから最新のトレンドを紹介しています。

☆ 表面の原稿サイズに囲いがあるものは枠付きのサイズです。

【広告掲載料金表】 ☆☆上記の広告掲載料金には原稿制作の費用は含まれておりません。
上記の広告掲載料金には消費税は含まれておりません。
掲載面

定価

表4
表3
表2
４C1P
４Ｃヨコ 1/2P
４Ｃヨコ 2/5P
1C1Ｐ
1Ｃヨコ 1/2P
1Ｃヨコ 2/5P

¥900,000
¥600,000
¥700,000
¥600,000
¥300,000
¥240,000
¥300,000
¥150,000
¥120,000

サイズ（天地×左右）mm
242×200
257×210
257×210
257×210
115×190（枠付）
80×180（枠付）
257×210（枠付）
115×190（枠付）
80×180（枠付）

【媒体概要】
発行部数：70,000 部
判型：AB 版
発売日：毎月 1 日
創刊：1978 年
定価：602 円（税別）
印刷：オフセット印刷
ページ数：204 ページ

TOPICS
【カスタム CAR PERFECT シリーズ MOOK／イベントのご紹介】
ハイエース情報ならこの 2 冊で決まり！

ハイエース・パーフェクト・シリーズ

（パーツカタログ、パーフェクトブック）

（媒体概要）発売日：各毎年 1 回発売 部数：50000 部
ハイエースユーザーのバイブルともいえるシリーズ。
圧倒的ボリュームで徹底的に「パーツ検索」としての機能にこだわった
「パーツカタログ」と、
初心者〜上級者も楽しめるコンテンツ満載の総合情報誌
「パーフェクトブック」の 2 誌による構成です。

アルファード・ヴェルファイア情報ならこれで決まり！

アルヴェル・パーフェクト・シリーズ

（パーツカタログ、パーフェクトブック）
（媒体概要）発売日：各毎年 1 回発売 部数：50000 部
ハイエースシリーズで培ったノウハウを存分に活かした
アルファード＆ヴェルファイアのシリーズ。
他のミニバン誌では追い切れない徹底した「パーツ情報」と、
上級者も楽しめるコンテンツ満載の「総合情報」で構成されます。

カスタムCAR ではリアルイベントも主催！
カスタ

SBM

スタイルボックスミーティング

（1BOX カーイベント）

（開催概要）各地で年 3
3〜 4 回開催 通常はエントリー 300〜500 台、来場者 4000 名
ハイエースを中心とする 1BOX ユーザーが 主役 として集まれる場を提供しています。
開催地ごとに「買い物」
、「オフ会」
、「ドレスアップコンテスト」と主旨を変えながら、
さまざまな取り組みを行っています。

アメリカ発巨大スタンス系サイトとのコラボイベント！
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【読者層データ】

（開催概要）各地で年 1
1〜 2 回開催 通常はエントリー 400〜600 台、来場者 5000〜10000 名
アメリカで大人気のスタンス系巨大 WEB サイト＜STANCENATION.COM＞と
GEIBUNSHA のカーマガジン 6 誌がコラボするカーショー。

【入稿時の注意事項】
☆広告原稿は必ずデジタルデータ
（CD もしくは MOメディアに在中）
、出力見本（原寸大）
、仕様書を3 点セットとして入稿してください。
☆校正
（紙）
が必要な場合は原則として発売日の30日前までの入稿とし、それ以降に入稿されたものは原稿責了
（投げ込み）
となります。
☆オンラインでの入稿（デジタルワークフロー）
は行っていませんので、必ず、メディアを添えて入稿してください。
☆広告原稿には（内・外）
トンボを入れ、追い込み（セーフティ）
として、ロゴ、社名、文字などは仕上りサイズより10mm以上、必ず内側に配置してください。
☆断ち切りで写真、イラスト、地紋などを入れる場合は、仕上がりサイズ（内トンボ）ではなく、必ず外トンボまで延ばして配置してください。
☆印刷時のブロッキングや裏写りなどを防ぐために、プロセス
（CMYK）
カラーの総量は320%以下としてデータを制作してください。
☆入稿された原稿類
（MO除く）
は原則として返却しませんので、その必要がある場合には事前
（入稿時など）
にお知らせください。

【ご注意】
☆広告内容などに関する一切の責任は広告主が負うものとします。
☆その他、広告内容については、当社および雑誌広告倫理綱領の掲載基準に準じるものとさせて頂きます。
☆掲載の申込締切は、各号の発売日より 40 日前、入稿締切（校正あり）は発売日の 30 日前となります。
☆申込後の掲載の取消は、発売日の 30 日前以降はお受けできません。

【お問い合わせ】
株式会社 芸文社 広告部
〒170 - 8427 東京都豊島区東池袋 2- 45 -9
TEL: 03 -5992-2052 FAX: 03 -5992-7162
http://www.geibunsha.co.jp

