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株式会社ボイス・パブリケーション 株式会社ボイス・パブリケーション 
NAVI NAVI 編集局／広告局 編集局／広告局 

最新号 最新号のご案内 のご案内



節電が謳われる 節電が謳われる今年の夏 今年の夏。 。 
まだまだ まだまだ残暑厳しい 残暑厳しいこれからの時期、“ これからの時期、“アフター アフター 5 5” ”を利用したオートバイの楽しみ を利用したオートバイの楽しみを を MOTO NAVI MOTO NAVI ならではの視点で ならではの視点で 
紹介します。今夜行ける 紹介します。今夜行ける贅沢な宿 贅沢な宿、 、夕陽を見ながら 夕陽を見ながら至福の一時、いま行きたい 至福の一時、いま行きたい夜景ツーリングスポット 夜景ツーリングスポット、夜ツーリングに 、夜ツーリングに 
オススメカフェ オススメカフェ、アフター 、アフター 5 5 で で大型二輪免許 大型二輪免許を取ろう！ を取ろう！ など など 

巻頭特集 巻頭特集 

“去りゆく夏の “去りゆく夏の『 『アフター アフター 5 5 ライド ライド』 』を を愉しむ 愉しむ。” 。” 

2011 2011年 年 8 8月 月24 24日発売 日発売 No.5 No.54 4 最新号 最新号 の主な内容 の主な内容 

NEW MODEL IMPRESSION NEW MODEL IMPRESSION 

ホンダ ホンダ Dio1 Dio110 10、 、KTM KTM オンロード＆オフロード試乗会、 オンロード＆オフロード試乗会、ドゥカティ ドゥカティ モンスター モンスターEVO EVO、 、など など 

After 5 RIDE !! After 5 RIDE !! 

その独特な造形美が その独特な造形美がココロを掴んで離さない ココロを掴んで離さない。各社のヒストリーとテクノロジーが詰め込まれた、 。各社のヒストリーとテクノロジーが詰め込まれた、スーパースポーツバイク スーパースポーツバイク。 。 
いま注目の いま注目のミドルサイズスーパースポーツ ミドルサイズスーパースポーツを中心に、大人のライダーに向けた を中心に、大人のライダーに向けた『 『スーパースポーツのある生活 スーパースポーツのある生活』 』を提案します。 を提案します。 
ü ü ミドルクラスのスーパースポーツイッキ乗り ミドルクラスのスーパースポーツイッキ乗り トライアンフ トライアンフ デイトナ デイトナ675 675、 、ドゥカティ ドゥカティ 848 848EVO EVO、 、ホンダ ホンダ CBR600 CBR600、 、ヤマハ ヤマハ R6 R6、 、スズキ スズキ GSX GSX- -R600 R600 etc etc 
ü ü オーナー取材記・我らスーパースポーツ派 オーナー取材記・我らスーパースポーツ派 など など 

第二特集 第二特集 

“スーパースポーツ”のある生活 “スーパースポーツ”のある生活 

MOTO NAVI MOTO NAVI 誌上、初の革ツナギ大特集。 誌上、初の革ツナギ大特集。 
革ツナギバイヤーズガイド 革ツナギバイヤーズガイドに加え、いま に加え、いまオススメのレザースーツ オススメのレザースーツを一挙紹介します！ を一挙紹介します！ 
今年の秋には、新調の革ツナギと共に、貴方 今年の秋には、新調の革ツナギと共に、貴方/ /貴女もサーキットデビュー、かも！ 貴女もサーキットデビュー、かも！ 

マイ・ファースト・レザースーツ マイ・ファースト・レザースーツ 

鈴鹿 鈴鹿 8 8時間耐久レース会場での“ 時間耐久レース会場での“MOTO NAVI MOTO NAVI” ”ブースの紹介に ブースの紹介に 
加え、 加え、74daijiro 74daijiro へ我らが女子チームが参戦。果たして結果は？ へ我らが女子チームが参戦。果たして結果は？ 

“ “MOTO NAVI MOTO NAVI サーキット部” サーキット部” 

五條伴好氏・海外の 五條伴好氏・海外の『 『道 道』 』Photo Photo 
カワサキ カワサキ W800 W800、モトナビ・エディションへの道 、モトナビ・エディションへの道 

続々登場、新連載 続々登場、新連載



400,000 400,000円 円 295mm 295mm× ×220mm 220mm 中面コラム対向 中面コラム対向 1 1ページ ページ 

200,000 200,000円 円 270mm 270mm× ×60mm 60mm 縦 縦1/3 1/3ページ ページ 

6 600,000 00,000円 円 295 295mm mm× ×220 220mm mm 表 表3 3 

50 500,000 0,000円 円 295mm 295mm× ×2 220mm 20mm 巻頭コラム対向 巻頭コラム対向 1 1ページ ページ 

18 180,000 0,000円 円 60mm 60mm× ×195mm 195mm 横 横1 1/4 /4ページ（ ページ（4C 4C） ） 

1,4 1,400,000 00,000円 円 29 295 5mm mm× ×2 220 20mm mm 表 表2 2見開き 見開き 

800,000 800,000円 円 25 250 0mm mm× ×2 220 20mm mm 表 表4 4 

料金 料金 原稿サイズ（天地 原稿サイズ（天地× ×左右） 左右） スペース スペース 

広告料金表及び進行スケジュール 広告料金表及び進行スケジュール 

MOTO MOTO NAVI NAVI No No.54 2011 October .54 2011 October 20 2011 11年 年 8 8月 月24 24日発売 日発売 

ü ü 申込 申込〆 〆切 切 7 7月 月29 29日（金曜日） 日（金曜日） 

ü ü 入稿 入稿〆 〆切 切 校正 校正1 1回／ 回／8 8月 月3 3日（水曜日） 日（水曜日） 校了日／ 校了日／8 8月 月10 10日（水曜日） 日（水曜日） 

＊ ＊ 今号でも、電子版の提供を実施致します。掲載に不都合がある場合、ご一報下さい。 今号でも、電子版の提供を実施致します。掲載に不都合がある場合、ご一報下さい。



広告に関するお問い合わせ先 広告に関するお問い合わせ先 

株式会社ボイス・パブリケーション 株式会社ボイス・パブリケーション 広告局 広告局 

Ø Ø ＴＥＬ： ＴＥＬ： 03 03- -5 5829 829- -9435 9435 
Ø Ø FAX FAX ： ： 03 03- -5829 5829- -9874 9874 
Ø Ø MAIL MAIL： ： y.matsunaga@voice y.matsunaga@voice- -publication.jp publication.jp


