
www.snowboarder-mag.jp 

スノーボード�ウエブマガジン�

すべてのスノーボード好きのために役立つ情報を20年以上提供し続けている�

専門誌「SnowBoarder」がお贈りするウエブマガジン。�

最新のギアの詳細やテクノロジー解説、実際に使用してみたインプレッション記事など�

ユーザーのギア選びに役立つ情報から、ゲレンデのコースレイアウトやパーク、施設�

おすすめのゲレ食など、ゲレンデの楽しみ方を網羅した記事を掲載しています。�

2017年のリニューアルから着実にPV数を伸ばしつつ、ますます進化していきます。�

■ユーザー層 

男性　89％ 

女性　11％ 

■年代 

15歳～24歳　8％ 

25歳～34歳　17％ 

35歳～44歳　38％ 

45歳～54歳　31％ 

55歳以上　　6％ 

男性 
86%	

女性 
14%	

ユーザー層 
18-24才 

5%	

25-34才 
28%	

35-44才 
47%	

45-54才 
17%	

55-64才 
2%	

65才以上 
1%	

年齢層 

2020年4月改訂版��

記載のデータは2019年1月集計のものです。�



CONTENT�

■NEWS/SPECIAL�
メーカーやブランド、イベントなどの新着情報や、編集部厳選の特集記事などを定期的に発信。すべてFacebookと連動。�

■カタログ�
スペックやデザインが見やすく、選びやすい、おすすめギアのカタログ。�

■ブランド�
ウエブサイト内で紹介しているギアやアクセサリー、ウエアなど、信頼できるブランドの紹介。�

■HOW TO�
ターンやジャンプなどの詳しいテクニック紹介。レベルアップを目指すスノーボーダーに人気。�

■用語集�
スノーボードの理解を深めるために、初心者から脱するために、必要な用語を解説。�

■ゲレンデ�
ゲレンデを最大限に楽しむための、コース情報やレストラン情報などを編集部がおすすめする。�

■STAY�
ゲレンデ近くの宿泊先情報�

�

URL�

運営会社�

Facebookアカウント�

Instagramアカウント�

Twitterアカウント�

�

ページビュー�

ユニークユーザー�

Facebookフォロワー�

�

�

�

�

�

�

www.snowboarder-mag.jp/�

株式会社�実業之日本社�

@snowboarder.jpn�

@snowboarder_jpn�

@snowboarderjpn�

�

約350,000PV／月�

約120,000人／月�

約4,000人�

�����������������������������������������※2019年1月現在�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

広告・掲載に関するお問い合わせ先�

株式会社�実業之日本社�

アウトドアグループ�担当：阿見�

〒107-0062��東京都港区南青山5−11−9�レキシントン青山4F�

Mail：ami@j-n.co.jp�／�Tel.070-6427-1606�

�

�

�



▶�タイアップ記事�

　タイアップ記事を中心にバナー広告、連合記事などの広告商品をご用意しています。 
　また専門媒体だからこそできる、読者プレゼントやフォトコンテスト、サンプリング、インタ
ビュー・インフルエンサー等の活用など、お客様に合わせた短期・長期のプロモーション展開が可能
です。商品、サービスやブランドの認知拡大・ブランディングやイメージ向上など、ここにない内容
も、ご相談に応じてプランをご提案いたします。 

▶�バナー広告�

▶�SNSとの連動�

▶�関連メディアとの連動�

SnowBoarder WEBではニーズに対応する�
広告プランをご提案します�

1コンセプトにつき1記事として掲載できます。→�

�

�最新のギア情報やスキーヤーへのインタビューなど、編集部目線
でアイテムの良さをアピールいたします。テクノロジーの深掘りや、
大会などライダーの活躍に合わせて使用シーンをイメージした紹
介方法など、さまざまな紹介方法をご提案可能です。専門媒体な
らではの信頼度の高い内容です。�
�
※掲載期間と料金は内容によって異なります。30万円〜�

�ウェブサイトでは5箇所にバナー広告スペースを用意しています。
記事とのセットや期間限定のフルジャック掲載、年間を通じた掲載
など、アピール方法はいろいろご相談いただけます。�
�
※掲載期間と料金は内容によって異なります。5万円〜�

�ウェブサイトの記事は、Facebookのアカウントと同期しているため、
記事の内容をより多くのユーザーに届けることができます。タイアッ
プ記事と連動したSNS投稿への広告拡散も可能です。�
�
※広告とセット実施。SNS広告の場合はその実費がかかります。�
�

�実業之日本社で発行しているSki（スキー専門マガジン）の公式サ
イトでの連動企画も可能。ウエアやアクセサリー、ワックスなど、ウイ
ンターシーンで使用できるアイテムのご紹介におすすめ。�����
www.snowboarder-mag.jp����
�
※料金は10万円〜（掲載内容の変更が不要な場合）�

2020年4月改訂版��※記載のデータは2019年1月集計のものです。�



▶�第一期��

▶�第二期�

例：レーシングに特化したモデルや、デモモデルなど�

広告料金表＆サイズ�

トップ・スライドバナー 
 
W1850Pixel × H590Pixel 
¥600,000 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

トップページバナー 
（PCのみ） 
 
W260Pixel × H745Pixel 
¥450,000（両側） 
(掲載期間／ 1ヶ月につき) 

《PCトップページ》 

《PC・NEWS/SPECIALページ》 

サイドバー・上部 
W360Pixel × H変動制 
 
H150Pixel= ¥200,000 
H200Pixel= ¥250,000 
H360Pixel= ¥300,000 
 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

サイドバー・下部 
W360Pixel × H変動制 
 
H150Pixel= ¥50,000 
H200Pixel= ¥80,000 
H360Pixel= ¥100,000 
 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

《モバイル・トップページ》 
《モバイル・	
NEWS/SPECIALページ》 

連動 

連動 

連動 

トップページ・下部 
（モバイルのみ） 
W754Pixel × 
H260Pixel 
 
¥100,000 
(掲載期間／1ヶ月に
つき) 

PCと同サイズ 
W360Pixel × 
H150Pixel 
W360Pixel × 
H200Pixel 
W360Pixel × 
H360Pixel 

PCと同サイズ 
W360Pixel × 
H150Pixel 
W360Pixel × 
H200Pixel 
W360Pixel × 
H360Pixel 



www.ski-mag.jp 

スキー専門ウエブマガジン�

1962年に創刊してから50年以上、多くのスキーヤーに愛されてきたスキー専門誌のウエブサイト�

編集部こだわりのギア紹介やゲレンデの最新情報など、スキーを楽しむためのコンテンツが充実！�

�2017年にリニューアルし、さまざまな記事を定期的にアップすることで、�

検索による新規ユーザーのサイト流入を活発化させ、確実にPV数を伸ばしています。�

コアユーザーには、ギアを深掘りして紹介する記事や試乗レポートなど�

スキーアイテムに関する紹介ページにアクセスが集中しています。�

89%	

11%	

ユーザー層 

男性 

女性 

8%	

17%	

38%	

31%	

6%	

年代 

15歳～24歳 
25歳～34歳 
35歳～44歳 
45歳～54歳 
55歳以上 

■ユーザー層 

男性　89％ 

女性　11％ 

■年代 

15歳～24歳　8％ 

25歳～34歳　17％ 

35歳～44歳　38％ 

45歳～54歳　31％ 

55歳以上　　6％ 



CONTENT�

■NEWS/SPECIAL�
メーカーやブランド、イベントなどの新着情報や、編集部厳選の特集記事などを定期的に発信。すべてFacebookと連動。�

■ブランド�
Skiで紹介しているギアやアクセサリー、ウエアなど、信頼できるブランドの紹介。�

■HOW TO�
ターンやジャンプなどの詳しいテクニック紹介。技術アップを目指すスキーヤーに人気。�

■用語集�
スキー初心者から抜け出すために、必要な用語を解説。�

■ゲレンデ�
編集部おすすめの最大限にゲレンデを楽しむための、コース情報やレストラン情報などを掲載。�

■STAY�
ゲレンデ近くの宿泊先情報�

�

URL�

運営会社�

Facebookアカウント�

�

ページビュー�

ユニークユーザー�

Facebookフォロワー�

�

�

�

�

�

�

www.ski-mag.jp�

株式会社�実業之日本社�

@Blueguide Ski�

�

約398,000PV／月�

約93,000人／月�

約2,000人�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

広告・掲載に関するお問い合わせ先�

株式会社�実業之日本社�

アウトドアグループ�担当：阿見�

〒107-0062��

東京都港区南青山5−11−9�レキシントン青山4F�

Mail：ami@j-n.co.jp�／�Tel.070-6427-1606�

�

�

�



▶�タイアップ記事�

　タイアップ記事を中心にバナー広告、連合記事などの広告商品をご用意しています。 
　また専門媒体だからこそできる、読者プレゼントやフォトコンテスト、サンプリング、インタ
ビュー・インフルエンサー等の活用など、お客様に合わせた短期・長期のプロモーション展開が可能
です。商品、サービスやブランドの認知拡大・ブランディングやイメージ向上など、ここにない内容
も、ご相談に応じてプランをご提案いたします。 

▶�バナー広告�

▶�SNSとの連動�

▶�関連メディアとの連動�

■Ski WEBではニーズに対応する�
広告プランをご提案します�

�最新のギア情報やスキーヤーへのインタビューなど、編集部目線でアイテムをアピールいたします。スキー専
門誌ならではの信頼度の高い内容です。�
�
※掲載期間と料金は内容によって異なりますのでご相談ください。（掲載例次ページへ）�

�ウェブサイトでは5つのバナー広告スペースを用意しています。記事とのセットや期間限定のフルジャック掲
載、年間を通じた掲載など、アピール方法はいろいろご相談いただけます。�
�
※掲載期間と料金は内容によって異なります。4ページ目を御覧ください。�

�ウェブサイトの記事は、Facebookのアカウントと同期しているため、記事の内容をより多くのユーザーに届け
ることができます。タイアップ記事と連動したSNS投稿への広告拡散も可能です。�
�
※広告とセット実施のみ�

�実業之日本社で発行しているSnowBoarder（スノーボード専門マガジン）の公式サイトでの連動企画も可能。
ウエアやアクセサリー、ワックスなど、ウインターシーンで使用できるアイテムのご紹介におすすめ。�����
www.snowboarder-mag.jp����
�
※料金は100,000円〜（掲載内容の変更が不要な場合）�



▶�第一期��

　ブルーガイドスキー・ウエブではターゲットに合わせたタイアップ記事展
開を実施してまいります。公開開始する時期はご希望によって変動いたしま
す。いま再燃しつつあるスキーブームを確実なものにするべく、より多くの
ユーザーのためになる情報を発信してまいります。 

▶�第二期�

▶�タイアップ記事�(掲載例）�

常に上達を目指している熱心なスキーヤーのための注力商品をピックアップ。最新のギア詳細はもちろん、ス
キーヤーへのインタビューなどを採用した構成も可能です。編集部目線でアイテムをアピールすることで、各
メーカー様のカタログとはまた違った魅力を引き立たせることができます。スキー専門誌ならではの信頼度の
高い内容で展開します。�

数年ぶりにスキーを履く復活スキーヤーや子や孫を連れてゲレンデに訪れるファミリー、はじめてスキーをす
る人に向けて、スキーを「楽しむ」ためのアイテムを紹介する第二弾。寒くなりはじめて雪を意識するようにな
る10月から12月のシーズン直前に掲載することで、購買意欲とともに、ゲレンデへの一歩を後押しする事が
できると考えます。�

バナー（サイドバー・8万円）掲載をセットアップいたします。�

掲載保証期間1ヶ月（特別な理由がない限りアーカイブ化されます）�

掲載時期はお申込み時にご相談ください。�

例：レーシングに特化したモデルや、デモモデルなど�

掲載アイテムは、スキー板、ブーツだけでなく、ウエアやゴーグル、グローブ、ワックスなど、スキーに関

する商品をお願いいたします。�

■�掲載アイテムイメージ��

滑りの写真やスキーヤーのコメントで説得
力を高める�

テーマが同じであれば��2
モデル同時掲載も可能�

商品の詳細やテクノロジーを
写真を使って「何がすごい」
「だからこういう人におすす
め」とわかりやすく解説�

■�実施料金�

300,000円〜（税別）�

例：エントリーモデルやキッズモデルなど�
特典：弊社で刊行しているゲレンデガイドブック「日本のゲレンデ2020」にて、第2期連合参加ブランドさまの記事を�

��������掲載いたします。販売数・年齢幅ともに高い誌面ですので、ライトユーザーに幅広くアピールできます。��

��������※掲載内容の変更は不可。�

�

掲載例→�

1コンセプトにつき1記事。�

短時間で読める記事が人気です。�

2020年4月改訂版��※記載のデータは2019年1月集計のものです。�



▶�第一期��

▶�第二期�

例：レーシングに特化したモデルや、デモモデルなど�

広告料金表＆サイズ�

トップ・スライドバナー 
 
W1850Pixel × H590Pixel 
¥600,000 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

トップページバナー 
（PCのみ） 
 
W260Pixel × H745Pixel 
¥450,000（両側） 
(掲載期間／ 1ヶ月につき) 

《PCトップページ》 

《PC・NEWS/SPECIALページ》 

サイドバー・上部 
W360Pixel × H変動制 
 
H150Pixel= ¥200,000 
H200Pixel= ¥250,000 
H360Pixel= ¥300,000 
 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

サイドバー・下部 
W360Pixel × H変動制 
 
H150Pixel= ¥50,000 
H200Pixel= ¥80,000 
H360Pixel= ¥100,000 
 
(掲載期間／1ヶ月につき) 

《モバイル・トップページ》 
《モバイル・	
NEWS/SPECIALページ》 

連動 

連動 

連動 

トップページ・下部 
（モバイルのみ） 
W754Pixel × 
H260Pixel 
 
¥100,000 
(掲載期間／1ヶ月に
つき) 

PCと同サイズ 
W360Pixel × 
H150Pixel 
W360Pixel × 
H200Pixel 
W360Pixel × 
H360Pixel 

PCと同サイズ 
W360Pixel × 
H150Pixel 
W360Pixel × 
H200Pixel 
W360Pixel × 
H360Pixel 


