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女性, 

55.0% 

男性, 

45.0% 

■ ■夏ぴあ 夏ぴあ媒体概要 媒体概要 

■出版概要（予定） 

●誌名 ：夏ぴあ３版セット 
●発売日 ：2012年6月7日（木）予定 

※関西版、東海版も6月7日（木）同時発売予定です 
●本誌価格 ：定価700円（本体667円+税）予定 
●購読対象 ：20代をコアターゲットに10代後半～30歳独身男女＋ファミリー 
●発行部数 ：３版セット ６３万部 （首都圏版 34万部／関西版：16万部／東海版：13万部） 
●配本 ：コンビニエンスストア、書店など 
●判型 ：A4変型（天地284mm×左右210mm） 
●ページ数 ：286P＋表回り＋花火カレンダー片観音 
●印刷 ：オールカラー／4Cオフセット 
●製本 ：中綴じ 

■読者データ ※PUBLINE＆夏ぴあ首都圏版読者アンケートより抜粋 

【性 別】 【居 住 地】 【職 業】 
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※編集内容は変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。 【巻頭企画①】 
夏ぴあ読者限定ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

⇒ﾚｼﾞｬｰ施設やｲﾍﾞﾝﾄの招待券、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、限定ｸﾞｯｽﾞなど、約70ｽﾎﾟｯﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄの読者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを一挙大放出！ 

【巻頭企画②】 
夏ぴあ2012ｼｰｽﾞﾝﾄﾋﾟｯｸｽ+東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ最新情報 （計4～5p） 

⇒この夏のﾚｼﾞｬｰｼｰﾝで注目のﾆｭｰｽやﾆｭｰｵｰﾌﾟﾝ、ﾘﾆｭｰｱﾙ、ﾄﾋﾟｯｸ情報を紹介。「東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ」の夏休み最新情報をｶﾞｲﾄﾞ。 

【巻頭付録】 
2012花火ｶﾚﾝﾀﾞｰ（7～10月） ※片観音付録 

⇒読者ｱﾝｹｰﾄで購入動機ﾀﾞﾝﾄﾂ№1の「花火ｶﾚﾝﾀﾞｰ」を例年通り巻頭の片観音ﾍﾟｰｼﾞで展開。 

【特集①】 
祝開幕！ 2012花火 ～怒濤の230大会一挙紹介～ 

＝第1部＝ 
とっておきのﾍﾞｽﾄﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯﾄを予約しよう！ 

⇒有料観覧席のある花火大会をはじめﾚｽﾄﾗﾝ、ﾎﾃﾙ、ｸﾙｰｽﾞの予約情報を掲載。神宮外苑の読者先行予約も予定。 

＝第2部＝ 
今年の攻略・穴場情報はｺﾁﾗ 『花火ﾙﾎﾟ  2012』 

⇒計11大会の「攻略」「穴場」「特等席」「観覧席」情報を、便利なｴﾘｱﾏｯﾌﾟでﾅﾋﾞｹﾞｰﾄ。当日のﾙﾎﾟｶﾞｲﾄﾞ付き。 
東京湾、隅田川（東京ｽｶｲﾂﾘｰとのｺﾗﾎﾞﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ付き）、神奈川新聞、江戸川・市川、神宮外苑、いたばし・戸田橋、 
横須賀、江の島、鎌倉、千葉、さいたま3大会、 

ｺﾗﾑ：花火ﾗﾝｷﾝｸﾞ（発数・最大玉・動員数・近さ・開催日数の多さ・露天&出店の多さetc.） 

＝第3部＝ 
ﾘｱ別・開催日順 『花火ｶﾀﾛｸﾞ』 

東京  /  神奈川  /  千葉  /  埼玉  /  北関東（県別を検討）  /  その他（県別を検討）  /  全国 

■ ■編集概要 編集概要① ① ※首都圏版の編集概要になります。
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【特集②】 
いま注目の新名所ﾀｳﾝで夏遊び&ｲﾍﾞﾝﾄを満喫！ 

「東京ｽｶｲﾂﾘｰ」ほか、押上浅草ｴﾘｱの夏ｲﾍﾞﾝﾄ&立ち寄りｽﾎﾟｯﾄ」「渋谷ﾋｶﾘｴ」ほか、渋谷ｴﾘｱの夏ｲﾍﾞﾝﾄ&立ち寄りｽﾎﾟｯﾄ」 
「ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京」ほか、お台場ｴﾘｱの夏ｲﾍﾞﾝﾄ&立ち寄りｽﾎﾟｯﾄ」「東急ﾌﾟﾗｻﾞ 表参道原宿」ほか、 

【特集③】 
2012夏のおでかけｲﾍﾞﾝﾄ（ 昼編 / 夜編 ） 

注目ｲﾍﾞﾝﾄ  /  ｼﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ  /  ｶﾙﾁｬｰｲﾍﾞﾝﾄ  /  夏ﾌｪｽ･音楽ｲﾍﾞﾝﾄ  /  ﾌｧﾐﾘｰｲﾍﾞﾝﾄ  /  映画  /  ｱｰﾄ  /  ｱｳﾄﾚｯﾄ  / 
ｾｰﾙ&ﾊﾞｰｹﾞﾝ  /  ﾅｲﾄｲﾍﾞﾝﾄ  /  夏ｲﾙﾐ  /  ﾎﾀﾙ観賞  /  ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ ほか 

【特集④】 
屋内ﾚｼﾞｬｰ&ｽﾎﾟｯﾄで涼しく！ お得に！ 

無料ｽﾎﾟｯﾄ  /  ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ  /  無料工場見学  /  ｽｰﾊﾟｰ銭湯  /  ﾎﾃﾙﾌﾞｯﾌｪ ほか 

【特集⑤】 
興奮・感動・情緒を体感！盛り上がれ2012夏祭り 

夏祭りｶﾚﾝﾀﾞｰ  /  よさこい  /  阿波踊り  /  個性派  /  神輿・山車  /  七夕祭り  /  夏市  /  納涼祭り  /  水辺・貴船祭り  / 
火と灯り祭り  /  祇園祭り  /  全国有名夏祭り 

【特集⑥】 
涼し～い避暑地へ ―高原ﾘｿﾞｰﾄ日帰り小旅行&ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

ｴﾘｱｶﾞｲﾄﾞ：長野ｴﾘｱ（未定）  /  群馬ｴﾘｱ（未定）  /  山梨ｴﾘｱ（未定） ほか、新東名道エリアを検討 
ﾃｰﾏｶﾞｲﾄﾞ：SA・PA  /  高原ﾘｿﾞｰﾄ  /  滝  /  川･渓谷ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ  /  鍾乳洞  /  星空観察 ほか 

【特集⑦】 
夏NEWSいっぱい！動物園・水族館・遊園地・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

ﾆｭｰｵｰﾌﾟﾝ&ﾘﾆｭｰｱﾙ  /  赤ちゃん  /  夜間開園&ﾅｲﾄｲﾍﾞﾝﾄ  /  動物園･ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ  /  水族館  /  遊園地  /  ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ  /  ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

【特集⑧】 
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ＊ﾘｿﾞｰﾄ＊公営 爽快ﾌﾟｰﾙ徹底攻略（ﾋﾞｰﾁｶﾀﾛｸﾞ付き） 
News&ｲﾍﾞﾝﾄ  /  ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾌﾟｰﾙ  /  ﾘｿﾞｰﾄﾌﾟｰﾙ  /  公営ﾌﾟｰﾙ  /  ﾋﾞｰﾁｶﾀﾛｸﾞ 

■ ■編集概要 編集概要② ② ※首都圏版の編集概要になります。
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単位：円 

■ ■料金＆スケジュール 料金＆スケジュール 

1,500,000 

1,500,000 

3,500,000 
－ 

2,500,000 

３版セット 

450,000 

450,000 

1,000,000 
― 

750,000 

東海版 

650,000 

650,000 

1,500,000 
― 

1,000,000 

関西版 

900,000 

900,000 

2,200,000 
1,300,000 

1,600,000 

首都圏版 

284×210 本文4C１P 

284×210 表3 

284×420 
284×210 

表2見開き 

表2単 

240×200 表4 

天地×左右（mm） スペース 

●原稿スケジュール 
校正1回（DDCP） 5/11 (金) ／ 校了日 5/21 (月) 

【お問い合わせ】 
ぴあ株式会社 メディア営業グループ 
TEL 0357745257  ／  FAX 0357745357 

※ 特殊面は各版、実績スポンサー優先となります。担当営業までお問合せくださいませ。 
※ 上記定型ＡＤスペースの他、タイアップ広告や変形ＡＤスペースの設定も可能です。別途お問い合わせ下さい。


