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月刊スキーグラフィック
“特集主義”進行中！

季節に応じてスキーヤーが求める情報は

変化します。来季の『スキーグラフィック』では、

その季節に応じたコンテンツを徹底取材。

月刊誌ならではのコアで即時性の高い情報を

提供していきます。

DVD付録が付き、よりリアルな情報（技術

など）を雑誌とDVD連動でお伝えします。

「skinet」との連動企画も見逃せません。

ますますパワーアップする

『月刊スキーグラフィック』ご期待下さい。



5月号（4月10日発売）

【特集】

●ＤＶＤ連動 全日本スキー技術選手権大会

【広告企画】

●最新マテリアル

6月号（5月10日発売）

【特集】

●カタログ大特集
●DVDチャンプの滑りを比較１

【広告企画】

●15-16ニューモデル

7月号（6月10日発売）

【特集】

●技術選譲×粟野が一刀両断
●DVDチャンプの滑りを比較2

【広告企画】

●15-16ニューモデル

●グラススキー（Book in book）

MENU 各月の特集記事
8月号（7月10日発売）

【特集】

●夏の汗は裏切らない オフトレ特集

【広告企画】

●オフトレーニング特集

9月号（8月10日発売）

【特集】

●山をまるごと滑ろう
●DVD バックカントリー

10月号（9月10日発売）

【特集】

●チャンプの技術(丸山貴雄)

【広告企画】



11月号（10月10日発売）

【特集】

●検定攻略大作戦 1

全国検定バーンデータバンク1級編

【広告企画】

●BC＆オールマウンテンスキー

●ゲレンデエリアガイド

12月号（11月10日発売）

【特集】

●検定攻略大作戦 1

全国検定バーンデータバンク1級編

【広告企画】

●ゴーグル・ヘルメット特集

●ゲレンデエリアガイド

●アルバイト情報

1月号（12月10日発売）

【特集】

●クラウンへの道

(プライズ合格のために)

トップスキーヤー

未来解説

【広告企画】

●ゲレンデアリア情報

●大人のスキー

2月号（1月10日発売）

【特集】

● 上達のセオリー(技術対談付）

3月号（2月10日発売）

【特集】

●コブ特集

【広告企画】

●早くもニューモデル

4月号（3月10日発売）

【特集】

●ニューモデルレポート

【広告企画】

●07/08 NEW MODEL特集



雑誌概要
発売／毎月10日（全国書店およびスキーネッ

ト）

発行部数／100,000部

定価／1,000円

（付録付特別定価1,200円もあり）

判型／A4判（天地297×左右210mm）

製本／無線綴じ

総ページ数／148～196頁（号により変動）

＜広告入稿に関してのご注意＞

・広告入稿締切日は、発売の1ヶ月前です。

・入稿締切日の厳守をお願い致します。

・広告掲載料金は、別途消費税を頂きます。

・広告申し込みの際は、必ず申込書の送付をお
願い致します。

■読者データ

性別：男78％、女22％

年齢：20歳以下6％、21～25歳8％、26～30歳12％、31～35歳20％、36～40歳19%、41～
45歳16％、46～50歳8％、51～55歳6％、56歳以上5％

居住地域：北海道8％、東北9％、関東37％、中部16％、北陸9％、関西・西日本21％

職業：社会人84％、学生16％

年収：200万以下19％、300万以下6％、400万以下13％、500万以下21％、600万以下
16％、700万以下8％、800万以下7％、900万以下4％、1000万以下2％、それ以上4％

月のお小遣い：1万円以下7％、2万円以下7％、3万円以下17％、4万円以下13％、5万
円以下23％、6万円以下10％、7万円以下5％、8万円以下5％、それ以上13％

スキー歴：1～3年5％、4～6年8％、7～9年9％、10～15年37％、16年以上41％

スキーレベル：正指導員10％、準指導員8％、テク・クラ10％、SAJ1級28％、SAJ2級11％、
SIA検定5％、資格無し28％

年間滑走日数：1～5日3％、6～10日14％、11～20日35％、21～30日24％、31～50日
16％、51日以上8％

スキー用品購入の参考：インターネット14％、カタログ11％、ショップのアドバイス17％、
スキー雑誌35％、知り合いの薦め9％、試乗会10％、その他4％

クルマ所有：持っている92％、持っていない8％

クルマの購入条件：4WD39％、カーゴスペース22％、デザイン15％、こだわらない3％、
大人数乗れる7％、低価格8％、スピードが速い6％

◇問合わせ◇ 株式会社芸文社 スキーグラフィック事業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-9

TEL03-3985-8111 FAX03-3985-8112



スキーグラフィック広告掲載料金
スペース サイズ（mm） 掲載料金

表4 天地280×左右196 ¥980,000

表2見開き 天地297×左右420 （断切） ¥1,570,000

表3 天地297×左右210 （断切） ¥720,000

目次対向 天地297×左右210 （断切） ¥770,000

目次前見開き 天地297×左右420 （断切） ¥1,380,000

目次前カラー1P 天地297×左右210 （断切） ¥720,000

4C見開き 天地297×左右420 （断切） ¥1,330,000

4C1P 天地297×左右210 （断切） ¥700,000

4Cﾀﾃ1/3P 天地269×左右60 （囲み） ¥300,000

1C1P 天地297×左右210 （断切） ¥390,000

1Cﾀﾃ1/3P 天地269×左右60 （囲み） ¥180,000

1Cﾖｺ1/5P 天地46 ×左右185 （囲み） ¥120,000

インフォメーション

2C1P 天地269×左右185 （囲み） ¥200,000

2C1/2P 天地269×左右90 （囲み） ¥100,000

編集タイアップ

4C1P ¥600,000

1C1P

¥480,000

※掲載料金は、別途で消費税を頂きます。



スキーネット
skinetは“スキーナンバー1サイト！

インターネットは言うに及ばず、携帯電話にまでも

ブロードバンドが普及し始めた現在、様々なインフラを

有効的に活用しながら情報発信をしていくことは、

デジタルコンテンツホルダーの重要な使命となりました。

スキーネット・スノーネット（携帯サイト）は、よりよい

情報を、より速くお届けし続け、スキー界のNO.1ウェブ

サイトとして不動の地位を確立しております。

今後も新しいテクノロジーの導入や紙面との連携など、

さまざまな方向性に向かって進化し続けていきます。



■ユーザーデータ

性別：男69％、女31％

年齢：20歳以下3％、21～25歳7％、26～30歳21％、31～35歳25％、36～40歳20%、41
～45歳14％、46～50歳5％、51～55歳2％、56～60歳2％、61歳以上1％

居住地域：北海道5％、東北6％、関東43％、中部17％、北陸6％、関西・西日本23％

職業：社会人84％、学生16％

1日の使用時間：1時間以内26％、1～2時間44％、2～3時間18％、3～4時間5％、4時間
以上7％

1週間の使用日数：毎日19％、5日程度13％、3～4日18％、1～2日43％、あまり見ない
7％

スキー歴：1～2年6％、3～5年10％、6～10年22％、11～15年24％、16～20年16％、21
～30年15％、31年以上7％

スキーレベル：正指導員10％、準指導員8％、テク・クラ10％、SAJ1級28％、SAJ2級
11％、SIA検定5％、資格無し28％

年間滑走日数：1～5日15％、6～10日27％、11～20日29％、21～30日18％、31～50日
8％、51日以上3％

スキー用品購入の参考：インターネット21％、カタログ10％、ショップのアドバイス21％、
スキー雑誌24％、知り合いの薦め7％、試乗会15％、その他2％

「skinet」人気コンテンツ：宿泊情報5％、ショップ情報10％、ゲレンデ情報11％、メー
カーニュース10％、トピックス20％、BBS14％、イベント・大会情報11％、スキーヤーの
ホームページ6％、プレゼント4％、積雪情報3％、その他6％
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◇問い合わせ◇ 株式会社芸文社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-9

TEL03-3985-8111 FAX03-3985-8112



掲載期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
フルサイズバナー \500,000 \1,350,000 \2,400,000 \4,200,000
サブバナー \200,000 \300,000 \400,000
オフィシャルサイト \300,000
ロゴ+テキストボタン \100,000 \150,000 \200,000
テキストボタン \60,000 \90,000 \120,000
テキスト \15,000(1週間） \25,000(2週間）\40,000(1ヶ月）
セカンドページ
各カテゴリーページサブバナー

\100,000 \150,000 \200,000 \300,000
各カテゴリーページロゴボタン

スキー場 \50,000 \80,000
チューンナップショップ \50,000

スキースクール \30,000 \50,000
プロショップ \50,000
宿泊情報 \30,000

掲載スペース フッタ 記事中 ヘッダ
メール配信1回の料金 \30,000 \60,000 \80,000

基本料金

本誌タイアップ転用プラン

※その他料金に関する詳細は広告部までお問い合わせください。

※雑誌2P相当の素材にて制作(借りポジ、データ）　撮影などは別途料金となります。
\100,000(掲載は本誌発売月15日から1ヶ月）

※2P相当の素材を選択して作成

メール広告

WEBタイアッププラン
\300,000（掲載期間は1ヶ月）

スキーネット広告掲載料金




