
MEDIA CONCEPT
　月刊スキーグラフィックは2018年に創刊40周
年を迎えます。スキー人気の衰退、出版不況など
の要因により競合他誌が相次いで休刊となり、
2018年現在国内唯一の月刊雑誌です。言うまで
もなくスキーはシーズンスポーツですが、いかな
るときもボリュームある特集を組み、世界中から
集まる最新情報を取り上げ、1年12カ月を通し
て本格派スキーヤーに満足していただける誌面を
提供し続けていることは我々の矜持です。
　2000年以降、スキーヤーの興味が幅広いシー

ンに向けられたように、時代の移り変わりととも
に読者も変化します。こうした時代の変化をしっ
かりと見据えた媒体戦略こそ“スキー総合誌”であ
る月刊スキーグラフィックの特徴です。スキーメ
ディアとしていち早くスタートさせたWEBサイ
ト・スキーネット、毎号必ず付くDVDなど紙媒
体の枠を超えたメディア展開を行なってきまし
た。スキーを通じ、人生をより豊かにするための
コンテンツを届けるため、月刊スキーグラフィッ
クはこれからも進化を続けます。

創　　刊	 1978年9月
発		売		日	 毎月10日
定　　価	 1000円（特別定価1200円）
判　　型	 A4判無線綴じ（天地297×左右210mm）
発行部数	 年間120,000部
	 （夏季と冬季では発行部数が異なります）

■媒体概要

創刊40周年を迎えた
国内唯一の月刊総合スキー雑誌
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POPULAR CONTENTS 人気の特集

	10月号	 自主トレメニュー

	11月号	 コブの滑り方解説

	12月号	 リフト券プレゼント

	1月号	 大人のスキー・カレンダー

	2月号	 畳レッスン

	3月号	 ターン解説

	4月号	 技術選出場選手名鑑

	5月号	 技術選レポート

	6月号	 ニューモデルカタログ

	7月号	 ニューモデル紹介

	8月号	 ハンドワーク解説

	9月号	 オフトレーニング
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■実売部数

Age

men 	男性	61% women 	女性	39%

Area Sk i l l  L e ve l

誌面では表現しきれない部分をカバーしてくれる映像。
スキーヤー自ら滑走する映像はイメージを掴みやすくな
り、誌面内容への理解が深まります。こうした誌面連動
コンテンツのほか、セルDVDの製作もおこなっていま
す。技術解説だけでなく大会の模様を収録した作品も人
気です。また雄大な雪山のスケール感も映像にマッチし
たコンテンツです。スノーリゾートの魅力を伝えるのに
も最適です。ドローンや360度アクションカメラとい
った最新技術をいち早く導入しているのも特徴です。

SCHEDULE 年間スケジュール（2016/2017実績）

迫力ある映像は
付録だけでなく
セルでも好評です

コブ攻略

テクニック
解説

技術選

リフト券

ロングターン

ゲレンデ情報

ショートターン

ギア
プライズテスト
一級検定

ストックワーク
オフトレ

アイスバーン 付録dvd

後傾
スキーヤー



ADVERTISING
GEAR 用具

SNOW RESORT スノーリゾート OTHER そのほか

毎年、新しい用具が登場するスキー界にあって、用具の
最新情報はスキーヤーにとって必要不可欠です。プロカ
メラマンによるスタジオ撮影で、カタログやウエブサイ
トとはまた違った角度から用具の魅力を届けます。

リゾート紹介のタイアップでは、月刊スキーグラフィッ
クが築き上げてきたパートナーシップにより有名スキー
ヤーを起用。ドローンや360度アクションカメラとい
った最新技術で、その魅力を余すことなく伝えます。

スペース サイズ（mm） 掲載料金（税抜き）
表4 天地280×左右196 ¥980,000
表2見開き 天地297×左右420 ¥1,570,000
表3 天地297×左右210 ¥720,000
目次対向 天地297×左右210 ¥770,000
目次前見開き 天地297×左右420 ¥1,380,000
目次前カラー1P 天地297×左右210 ¥720,000
4C見開き 天地297×左右420 ¥1,330,000
4C1P 天地297×左右210 ¥700,000
4Cタテ1／3P 天地269×左右60 ¥300,000
1C1P 天地297×左右210 ¥390,000
1Cタテ1／3P 天地269×左右60　 ¥180,000
1Cヨコ1／5P 天地46 ×左右185 ¥120,000

編集タイアップ
4C1P ¥600,000
1C1P ¥480,000

※広告入稿締切日は、発売日の一カ月前です

チューンナップショップや
スクール、求人情報などス
キーヤーへ効果的に告知す
る場合は、本誌とスキーネ
ットのセットプランがおす
すめです。シーズン前の特
別プランだけでなく、この
ほかの時期でもご相談くだ
さい。

シーズン立ち上げ時期にあわせたカタログ
製作も承ります。スキー用具に通じた“編
集のプロ”が携わることで訴求効果の高い
内容となります。一部を本誌に転載したり、
反対に本誌内容の抜き刷りも可能です。

迫力のビジュアルで最新情報や
用具の深淵に迫る商品情報を紹介

有名スキーヤー起用&最新技術で
迫力を余すことなく！

求人などの告知は拡散効果の高い
WEBとのセットプランをご用意！

カタログ製作&本文転用プランが
おすすめです! 抜き刷りにも対応!

■ SKI GRAPHIC 広告掲載料金

本誌 WEB
サイト

販促物
本誌



SKI NET

USER POPULAR CONTENTS利用者 人気コンテンツ

　1995年にスタートしたスキーネットは2018
年現在国内人気NO.1スキー情報サイトです。
単に、月刊スキーグラフィックのWEB版とい
う枠を超えて、本誌では紹介しきれない情報を
毎日お届けしています。スキーヤーや用具メー
カーの動向、スクールやスキー場などの情報と
いった、スキーに関するあらゆるコンテンツが
集約されています。こうした圧倒的な情報量と
毎日更新される速報性で、多くのスキーヤーか
らの支持を獲得してきました。
　2017年にスマホに対応して以降、スマホネ
イティブの若年スキーヤーにおけるスキーネッ
トの認知度は本誌・月刊スキーグラフィックに
勝るとも劣らないほどです。またFacebook、
InstagramといったSNSとの連携もスタート

し、スキー業界全体の課題でもある若年層への
訴求力が強化されました。こうしたスキーネッ
トの成長は、月刊スキーグラフィックへの波及
効果を生んでいます。出版不況や紙離れが叫ば
れる昨今、本誌とWEBサイトの連携により訴
求力の高いメディアであり続けます。

サイト設立	 1995年
PV数	 167,000（月間）
ユニークユーザー数	 27,000（月間）
http://skinet.co.jp/

■媒体概要

オリジナルコンテンツも充実
国内NO.1スキー情報サイトスキーネット

１.ニュース記事

２.SKIER'S	TALK

３.オフィシャルスポンサーリンク

４.サブバナーリンク

※2018年3月～5月までのクリック数より
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トップページ
掲載期間

1カ月 3カ月 6カ月 12カ月
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

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

■ SKI NET 広告掲載料金

テキスト ¥15,000（1週間） ¥25,000（2週間） ¥40,000（1ヶ月）

WEBタイアッププラン
基本料金 ¥300,000（掲載期間は1ヶ月　※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
本誌タイアップ転用プラン ¥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


