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スノーボードをより深く楽しむために必要なこと。
それは、自分に合うアイテムを選び、
目指すライディングスタイルに必要なテクニックを知り、
自分のすべりに合うゲレンデを選ぶ……など、
さまざまな要素が挙げられます。
これらの要素に欠かせないのが
スノーボードにまつわる「さまざまな情報」です。
16-17シーズンのSnowBoarderは各号のテーマをこれまで以上に深く掘り下げ、
「読者が知りたい情報」
「 読者のタメになる情報」をしっかりカバー。
初中級者から大人まで、
あらゆる世代が楽しめるコンテンツを展開します。
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PROFILE
ー 雑誌プロフィール ー

あらゆる世代のスノーボードライフにプラスになるコンテンツを展開
すでに始まっていた今回の旅に少し

遅れて合流する僕は︑飛行機で到着した

バンクーバーから︑まずはみんながキャ

ンプをしているベールモントの町を目

指した︒バンクーバーからベールモント

までは約７００キロあり︑移動手段は夜

行 バ ス の み︒座 り っ ぱ な し の 体 は か た

まってしょうがなかったが︑窓の外には

そう感じたワイルドな旅の始まり

﹁いい旅になりそうやん﹂

オーロラが見える︒車窓を流れる景色を

眺 め な が ら﹁ い い 旅 に な り そ う や ん ﹂と

いい気分で午前４時︑ベールモントのバ

ス ス ト ッ プ に 到 着 し た︒迎 え に 来 て く

れた藤田一茂とフィルマーの田島ケイ

ジ︑スキーヤーの佐々木悠︑楠太輔とひ

さ し ぶ り の 再 会︒す る と﹁ 雪 の 状 態 が 悪

くなった︒今からこのまま次の目的地に

発売予定のvol.2は「フリースタイル特 集」、11月

移動する﹂と言う︒僕の移動はこのあと︑
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Rider：kazushige fujita
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カナダ＆アラスカ
10000キロの旅

各号のテーマを深く掘り下げ、
読者が知りたい情報を網羅
今期は6月発売予定の「ギアカタログ号」、10月

約４５０キロ続いた︒⁝⁝ワイルドな旅

の始まりである︒
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GO WILD Side Story
2015年3月、僕
（ 小 西 隆 文 ）は、ハ ートフィルム の 記 念 すべ き10作 目
「GO
WILD」の撮影のためにカナダに渡った。今回はトレーラーにスノーモービルと
キャンプ道具を積み込み、走行距離約10000キロの旅だ。山、スノーボード、
モービル、キャンプ……旅の中で経験するさまざまなことが、旅の中でさまざま
な経験をすることで、どんどんワイルドになっていく自分を感じた
Text by Takafumi Konishi

Photographs by Keiji Tajima
Rider：Takafumi Konishi
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1. ２段落ちの予定だったが、思ってたより急で一気に下まで落ち
るしかないランディングに氷が見えたのでエスケープ。突っ込んで
いってたらタダでは済まなかった。氷河絡みは危ない 2.モービル
で入って行ける山は、とてつもなく広い 3. 視界が悪い時はツリー
がらみで。流れるような FS360 4.今年はオーロラの当たり年で、
普段は見えないカナダのウィスラーでも見えたらしい 5. キャンプ
ベースには薪ストーブを配置 6. ヘインズの看板。今回の旅の最終
目的地だ 7. 薪の材料を運ぶシゲ。こういう力仕事を繰り返しどん
どんワイルドになっていく 8.クルマの電気系統が朽ちてしまって
なす術をなくしたこともあった
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2016 vol.1 「テック＆トレンド最新ガイド」

2016 vol.2 「カナダ＆アラスカ 10000キロの旅」

発売予定のvol.3は「パウダー特集」、12月発売の

Rider：Yoko Nakamura
Photograph：Key Sato

From

Eero Ettala

［エーロ・エッタラ］

仲間たちと思い切り楽しみ、笑い合える

vol.4は「フリーライド特 集」に設定。各誌のテー

気持ちのいいフレッシュな雪を仲間たちといっ

From

From

Shunsuke Hoshino

Fredrik Evensen

［星野俊輔］

［フレドリック・エバンセン］

自然の美しさを感じながら旅ができる

気持ちのいいラインを自分で見つけられる

すべてのパウダーライディングに通じるのは
「転

いろんな地形を見ながら気持ちよくすべれそう

しょに思い切り楽しめること。みんなが好きな場
所をすべり
「いいライン攻めたね」とか言いながら

んでも痛くない」というところ。バックカントリーで
のパウダーライディングは、それに加えて
「自然の

なライン、楽しめるラインを見つけていくこと。前
は
「いろんなトリックをできる限り覚えたい」と思っ

笑いあえると幸せ。そこにヒットできる地形があれ
ばさらに楽しい。

美しさを感じながら旅ができる」というところにあ
ると思います。

ていたけど、今は
「広いバーンを気持ちよく、楽しく
すべる方法を覚えたい」と思うようになった。でき
ることを増やしていくのはいつも楽しいし、新しい
ことができるようになると世界が広がるよね。

Rider：Takafumi Konishi
Photograph：Keiji Tajima

マをこれまで以 上に深く掘り下げ、ギア情 報・ゲ

A.「自分のテクニックが試せる斜面」って
いうのはすべっていておもしろい
from

Takafumi Konishi

レンデ情 報はもちろん、
「 もっとうまくなりたい」

Wh at is
Fun things
in Powder?

というスノーボーダーのスキルアップをサポート

Q.あなたが考えるパウダーライディング、
フリーライドのおもしろさ、楽しさは？

するハウツーなど、読者が知りたい情 報をしっか

雪の上を自由にすべる。そこにはさまざまな楽しみと魅力がある
From

Kazushi Yamauchi

［山内一志］

りカバーしていきます。
「 かっこよくすべりたい」そ

From

Naohiro "DKC" Yoshida

［吉田尚弘］

From

Kazushige Fujita

［藤田一茂］

From

Takafumi Konishi

［小西隆文］

From

Yoko Nakamura

［中村陽子］

いいパウダーを探し当てるのも
「パウダーライド」の醍醐味

自分の限界が広がるところにおもしろさを感じる

自然のリズムに合わせるのも楽しい

テクニックを試せる斜面はおもしろい

自由にすべり降りることができるのが魅力

コンディションの変化で変わる雪に合わせてすべること。あと、いい
パウダーの場所を探し当てるのも醍醐味だと思います。何度も山に通っ
て地形や角度、風など、いろんなことを勉強しないといけないけれど、
熟知すると
「あの風吹いたからあそこだな」とかが分かる
「パウダーを当

自分の思いどおりのラインをメイクしていくことに魅力を感じます。
ノールを超えた瞬間に現れる地形や次々にラインを探してすべるツリー
ランなど、その瞬間にすべて合わせていく感覚はやめられないですね。
気持ちがいいだけのファンな部分ももちろんだけど、生死がかかる緊張

同じ雪や同じ条件というのがなく、毎日違うとこ
ろです。自然のリズムに合わせて行動しなければ
いけないし、そのリズムをつかんでいくのも楽しい
です。同じ条件がないので、反復練習できるもの

普通の生活をしていたらありえない、とんでもな
いスピードを出せたり、ジャンプできたり、パウダー
でスプレーを撒き散らしながらすべったりできると
ころ。自分のテクニックが試せる斜面っていうのは

シンプルなところです。パウダーライディングは
フカフカの雪の上を自由にすべるだけで誰でも楽
しめるし、気持ちがいいから。いい雪の日は、どれ
だけ雪だらけになろうともみんな笑顔だってのが

てる技術」がつきます。すべる前にパウダーを当てに行くのも楽しいし、
当たればすべって楽しいし、2度おいしい。そういう楽しみを味わうこと
ができるようになれば、パウダーライディングはもっと楽しくなります。

感という部分もある。そういう時は生きてることを感じられる。動物と
しての自分の限界が広がるところにもおもしろさがあると思います。

でもないし、いろいろな雪や斜面を経験すること
で、少しづつ成長したり、フィールドを広げていけ
るってのがおもしろいです。

すべっていておもしろいです。自然の偉大さをリア
ルに感じられるし、道具によってすべり心地が変わ
るのもおもしろいですね。

いいですよね。いちばん魅力を感じるのは重力の
ままスピードに乗せて、自由にすべり降りることが
できるところだと思います。
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んな初中級 層から「とにかく気持ちよくすべりた

2016 vol.3 「ウォール＆リップ最新テクニック」

008

POWDER SNOWBOARD SPECIAL「理想のすべりをするための秘訣」

い」と考えている大 人 層まで、あらゆる世代のス
ノーボードライフにプラスになる誌面作りを目指
します。

2016 vol.3 「スタイリッシュに飛ぶ・つかむ・回るコツ！」 2016 vol.2 「JAPANESE YONG GUNS」 2016 vol.3 「ダウンレール上級テクニック」

INFORMATION

SUPPLEMENT

誌面以外のツールを駆使。
興味深いコンテンツを発信

じっくり読みたい！
東野圭吾が書き下ろした別冊小説

FacebookやTwitterを使った
最新ニュースの配信に加え、オフィ
シャルサイトと誌面の連動、印刷物
とデジタルコンテンツを一 瞬でつ
なぐことができるツール「マーカー
AR」を導入したコンテンツを制作
するなど、今期もさまざまなツール

「白銀ジャック」や「疾風ロンド」など、ゲレンデを舞
台にしたミステリーを手がけている東 野 圭 吾が書
き下ろし、大好評を得た別冊小説は今期も継続。ス
ノーボードをこよなく愛す東野氏だからこそ描ける
雪山ストーリーを収録した別冊小説は、あらゆる世
代の読者に人気の付録となっています。

を駆使。
「 読者が知りたい情報」
「興
味深いコンテンツ」を発 信し、ブラ
ンドや商品 、トリック 、イベントな
ど、スノーボードにまつわるさまざ
まな情報の知識を深めます。
【ARとは】 Augmented Realityの略。印刷物とデジタルコンテン
ツを一瞬でつなぐことができる新しいツール。スマートフォン・タブ
レット端末に「cocoar2」というアプリをダウンロード後、ダウン
ロードしたカメラアプリを立ち上げて印刷物に向けると、画面上で動
画・音楽・画像・電子書籍などを再生したり、ウェブサイトにとばしたりすることができる。
誌面の写真にスマートフォン・タブレットをかざせば、簡単に動画を見ることができる

2016 vol.1「ゴンドラ」
2016 vol.2「リフト」
2016 vol.3「プロポーズ大作戦」
POWDER SNOWBOARD SPECIAL
「ゲレコン」

READERS

2016-2017 MEDIA GUIDE

ー 読者像 ー

スキルアップを目指す中級者がメイン。上昇志向が 強い大 人 層も増加
■ 性別

■ 年齢

■ 職業
60歳以上

40〜44歳
16.2%

女性

1.2%

50〜59歳

3.9%

45〜49歳

6.3%

主婦
2.4%

その他

35〜39歳

17%

15.9%

14.4%

自営業

30〜34歳

7.8%

16.2%

25〜29歳

11.4%

17.7%

男性

20〜24歳

83%

15〜19歳

15.6%

■ レベル

会社員
公務員

学生

15歳未満

62.5%

5.4%
3%

■ スノーボード歴

■ 年間滑走日数

1年以下
5.2%

初級

上級

13.4%

18.2%

31日以上

20年以上
16.4%

2〜5年
31.7%

15〜19年
15.3%

中級

18.5%

■ ライディングスタイル

グラトリ

36.9%

16.3%

テクニカル・基礎
ジブ

13.1%

平均

15.9%

ハーフパイプ
その他

32.6歳
14.7年

年間平均滑走日数
平均

31.8日

4.2%

1.7%

11〜20日
41.1%

12.9%

スノーボード歴

11.8%

ジャンプ

24%

21〜30日

6〜9年

読者年齢
平均

フリーライド

10日以下

18.5%

10〜14年

68.4%

16.4%

※15-16シーズンの読者ハガキを集計

歴の浅い初中級層がメイン
フリーライド系の大人も増加
15-16シーズンの読者ハガキの集計で
は、S n ow B o a rd e rの読 者平均 年 齢は
32.6歳、スノードード歴は14.7年、年間
平均滑走日数は31.8日。もっとも多い層
は「 スノーボード歴 5 年未 満 」
「 2 5〜2 9
歳」
「 中級者」で、圧雪バーンやパウダーで
のフリーライドやグランドトリックを好む
読者でした。
昨年より年齢以外の平均値が上がって
いますが、これはフリーライド系の「テク
ニックの向上を目指している」
「 ギアやゲ
レンデの情報を求めている」という「上昇
志向が 強く、滑 走日数 が多い大 人 層」が
増えたことが考えられます。

LINE UP

2016-2017 MEDIA GUIDE

ー ラインナップ ー

あらゆる世代＆スノーボーダーが 楽しめる充実のラインナップ

Regular ISSUE
vol.1

6月下旬発売予定
価格：1200円（予定）

vol.2

スノーボードギアカタログ
ギア選びが楽しくなる情報を網羅！

10月中旬発売予定
価格：1300円（予定）

フリースタイル特集
簡単トリックから最先端テクニックまで

「ギア選びがもっと楽しくなる！」そんな情報が満載の

ジャンプ、グランドトリック、ジブなど、幅広いレベル

最新カタログ。ギアを選ぶ際に欠かせない細かな情報

やスタイルに合うテクニックハウツー特集を軸に、さま

を掲載した「スノーボードカタログ」をはじめ、注目モデ

ざまな情報を掲載。巻頭ハウツー企画では、さまざまな

ルの特性・最新テクノロジー解説、ライダーたちがの乗

ビッグコンテストで結果を残しているライダーにクロー

り心地をリポートする「最新モデル試乗インプレッショ

ズアップ。最新トリックから最先端のテクニックを解説

ン」など、充実のコンテンツです。

していきます。

vol.3

11月中旬発売予定
価格：1300円（予定）

vol.4

12月下旬発売予定
価格：1300円（予定）

パウダー特集

フリーライド特集

最高の浮遊感を味わえる「新雪」を楽しむ

自由自在にすべるためのコツが満載

「パウダーを楽しむ」をテーマに ハウツー記事、トリッ

「うまく地形を使ってサーフライドしたい」
「 とにかく気

プ 記事、パウダーギア 特 集などを展 開。パウダーライ

持ちよくすべりたい 」というスノーボーダーをサポー

ディングの技 術＆スタイルに定評があるライダーのテ

ト。ゲレンデを自由にすべるためのフリーライドハウ

クニック解説、気 持ちのいい新雪を味わえるゲレンデ

ツー企画に加え、地形 楽しめる場所や気持ちよくカー

を紹介する「パウダーゲレンデガイド」、パウダーギア

ビングできるコースを紹介する「フリーライドゲレンデ

解説など、さまざまな企画を盛り込みます。

ガイド」など、タメになる情報が満載です。

TECHNIQUE ISSUE
10月上旬発売予定

価格：1600円（予定）

ムービー連動
フリーライドテクニック（仮）
あらゆる状況で、気持ちよくすべるために

12月上旬発売予定

価格：1600円（予定）

ムービー連動
パークテクニック（仮）
トリックテクニックの向上を目指す人に

「フリーライドテクニックの向上」をテーマに、初中級レ

「トリックをかっこよく決めたい」
「 バリエーションを増や

ベルから脱出するためのテクニックをムービー連動で解

した い 」という人に 捧 げ るパ ー クテクニックハウツー

説。整 地でのカービングからコブ斜面のすべり方など、

ムック。トリックのベースとなるターン、ボックス、グラン

さまざまなシチュエーションに対応するすべり方、うまく

ドトリック、ジャンプなど、幅広いレベルに対応するテク

なるためのコツが満載のハウツームックです。

ニックとスキルアップのコツを動画連動で解説します。

2016-2017 MEDIA GUIDE

ADVERTISING
ー 広告 ー

PRICE
料金 表

掲載面

スペース

原稿サイズ（天地×左右）

表4（オフセット）

1P

￥1,000,000

252mm×215mm

表2（オフセット）

2P

￥1,500,000

297mm×450mm

表3（オフセット）

1P

￥800,000

297mm×225mm

オフセット4C

1P

￥750,000

297mm×225mm

オフセット4C

1/3P

￥250,000

270mm× 65mm

オフセット1C

1P

￥400,000

297mm×225mm

オフセット4C

1/3P

￥150,000

270mm× 65mm

1葉

￥900,000

ハガキ

※上記料金は税別

NOTE
注 意事 項
■入稿は完全データでお願いします。入稿の場合は、データ出力仕様書と原寸の出力見本を添付してください。
■上記の原稿サイズは製本仕上りの寸法です（1/3を除く）。
■文字・ロゴなど、必要不可欠なものは裁断面より5mm以上内側にレイアウトしてください。
■広告掲載の申し込みの締め切りは発売日の40日前、原稿入稿の締め切りは30日前とさせていただきます。

株式会社 実業之日本社

編集本部

アウトドアグループ

〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1クロスエアタワー8階
TEL.03（6809）0492 FAX.03（6809）0646

http://www.j-n.co.jp

