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■ ■秋 秋ぴあ ぴあ媒体概要 媒体概要 

■出版概要（予定） 

「秋ぴあ」「冬ぴあ」「春ぴあ」「夏ぴあ」。 
年4回刊の本シリーズは、おかげさまで毎年読者を増やし、市場にすっかり定着いたしました。 

この秋号も、ぴあならではの情報量と編集力をもって、秋の行楽ベストガイドともいえる本誌を 
発刊いたします。 
秋のお出かけ情報を中心にグルメ、ショッピング、温泉、ドライブ、エンタメなど多彩な楽しみを 
ぐっと凝縮した1冊です！ 

是非御社宣伝展開の一環としてご検討いただけますと幸いです。 

出版概要 
誌名 秋季限定ぴあ 首都圏 ※関西版、東海版も同日発売予定 
発売日  2012年9月6日（木） 予定 
価格  700円（本体＋税） 予定 
発行部数 首都圏版15万部/ 

関西版  8万部/ 
東海版  7万部 予定 

購買対象  20代後半～30代の女性をコアターゲットとして、30代のカップル、夫婦 
ファミリーなど男女社会人 

配本 東京を中心とした首都圏（1都3県）の広域書店・CVS 
体裁等  A4変型（天地284×左右210mm）、208Ｐ+表廻り（予定） 

オールカラー、4Cオフセッ ト、中綴じ
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※2011年度「秋ぴあ首都圏版」読者アンケートより抜粋。 

男女比 年齢 

■ ■秋 秋ぴあ ぴあ読者データ 読者データ 

居住地 職業別 

中部, 13, 3% 

栃木､茨城､群馬, 31, 

7% 

埼玉, 119, 26% 

千葉, 69, 15% 
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無職・そのほか, 10, 

2% 

専門学校生, 2, 0% 

主婦(専業）, 42, 9% 
短大・大学生, 18, 4% 

パート・アルバイト, 

104, 22% 

会社員・公務員, 266, 

58% 

中学生 

高校生 

専門学校生 

短大・大学生 

会社員・公務員 

自営業 

パート・アルバイト 
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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。 ■ ■編集概要 編集概要 ① ① 

【巻頭企画①】 
秋ぴあ読者限定スペシャルプレゼント 

⇒レジャー施設やイベントの招待券、パスポート、限定グッズなど約５０スポット＆イベントの読者プレゼントを 
一挙大放出！ 

【巻頭企画②】 
秋ぴあ2012 シーズントピックス＋東京ディズニーリゾート「ハロウィン」ニュース 

⇒この秋のレジャーシーンで注目のニュースやニューオープン、リニューアル、トピックス情報を紹介。 
また、東京ディズニーリゾートで一年間の中で人気の高いハロウィンイベント最新情報を徹底ガイド 

【特集①】 
日帰りでたっぷり遊べる おいしい、楽しい、紅葉小旅行（紅葉スポットカタログ付） 

⇒鎌倉～長谷／箱根／川越／高尾山／奥多摩／成田ほか 
エリア別 紅葉スポットカタログ（EVENT＆TOPICS情報付き） 

【特集②】 
週末＆連休は・・・秋限定の「街遊び」「イベント」「ニューオープン」を大満喫！ 

⇒（候補エリア）浅草／渋谷／お台場／原宿～表参道／新宿／池袋／六本木／丸の内／銀座 
上野／みなとみらい 

【特集③】 
季節の味覚大集合！期間限定「秋グルメ＆イベント」 

⇒期間限定グルメ・・・秋のホテルブッフェプラン／秋食材スイーツ・メニューほか 
期間限定イベント・・・デパートの物産展／アンテナショップのフェアほか 
期間限定ドライブ・・・地場の秋の味覚めぐり／味覚狩りほか
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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。 ■ ■編集概要 編集概要 ② ② 

【特集④】 
涼しい秋にぴったり、人気上昇中！近場で楽しめるアウトドア・レジャー 

⇒手ぶら都心BBQ／ポタリング／ツリークルージング／リバーパドルサーフィン／フリークライミングほか 

【特集⑤】 
ハロウィンからフード、フラワーフェスティバルなど ２０１２年秋のおでかけイベント 

⇒注目イベント／ハロウィンイベント／フードイベント／ワールドイベント／カルチャーイベント 
ファミリーイベント／音楽イベント／映画／アート／アウトレット／秋祭り／フラワーイベントなど 

【特集⑥】 
「秋花火」を見に行こう！ 

⇒節電の影響などにより、昨年から９・１０月の秋花火が充実！ 
特に首都圏エリアで開催する大会情報を紹介 

【特集⑦】 
景色と料理で厳選！日帰り温泉＆スーパー銭湯 

⇒一都三県の景色自慢、料理自慢の日帰り温泉やスーパー銭湯を厳選紹介 

【特集⑧】 
秋NEWSいっぱい！レジャースポットカタログ 

⇒水族館／動物園／遊園地＆テーマパーク／無料体験型ミュージアム／工場見学 
ビューティー＆コスメ体験／ワイナリー＆酒蔵見学
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単位：円 

■ ■料金＆スケジュール 料金＆スケジュール 

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 

1,500,000 

3版セット（東阪名） 

1,250,000 

2版（東阪）セット 

284×210 本文4C１P 

天地×左右（mm） スペース 

●原稿スケジュール 
校正1回（DDCP） 8/9 (木) ／ 校了日 8/17 (金） 

＞＞お得なセット価格もご用意しております 

【お問い合わせ】 
ぴあ株式会社 メディア・ソリューション局 
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。
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■ ■コンテンツ販売 コンテンツ販売 

季節、グルメ、街遊び、旅行などをテー 
マとした各種MOOKを年間およそ50誌発 
刊。首都圏を中心とした全国書店・一部 
CVSなどで販売、認知度は抜群です。 
ほとんどのMOOKでクーポンも取り扱い 
読者の満足度も高いものばかりです。 

長年の信頼ブランド「ぴあMAP」シリーズをはじめ、全国の主要劇場・ホールの 
座席見取り図を網羅し、業界関係者必携の「ぴあMAPホール・劇場・スタジアム」 
など、ぴあならではのMAPコンテンツも豊富。オリジナルMAPの作成も可能です。 

■オリジナルの小冊子を制作致します。 

表紙・表周り等、御社ご要望の内容でカスタマイズできますので、 宣伝媒体としても効果抜群です。 

■カーナビゲーションやサイトの施設情報にデータベースを活用できます。 

弊社所有コンテンツを御社販促展開にご活用いただくことが可能です。 

「季節限定ぴあ」は、もちろん、その他、ぴあならではの豊富で多彩な情報コンテンツを「メディア形態」と「テーマ」に分けて 

ご紹介致します。 

首都圏を中心に東海、関西エリアも網羅。「動物園」「水族館」「ラーメン店」 

「食べ放題」「温泉宿」「ドライブコース」など多彩なテーマを取り扱い、 

エリア等でのカスタマイズも可能です。クーポンのみの抽出も可能です。 

メディア形態 

紙媒体掲載の情報をデータベース化することが可能です。例えば「こどもと 
遊ぼうWEB」では閲覧できる全国1700件以上のスポット情報をDBで管理。 
緻密で詳細な施設情報を注釈し、読者に役立つ内容となっています。 

（御社ＷＥＢサイトへのコンテンツ提供など）
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■春夏秋冬の季節情報のみを抽出し、「年4回定期刊行するオリジナル冊子の制作」や 

「ＷＥＢサイトコンテンツ」の充実などが可能です。 

■各誌から、渋谷だけの情報、ラーメン店のみの情報、食べ放題店のみの情報、東京の歴史を巡る散歩、 

クーポンのみの抽出など、複数の媒体から同一のテーマだけを抽出し再編集した小冊子制作 

■ ■コンテンツパターン コンテンツパターン＆ ＆テーマ テーマ 

「夏ぴあ東名阪」 「秋ぴあ東名阪」「冬ぴあ東名 
阪」 「春ぴあ東名阪」 

「夏ぴあファミリー」 「秋ぴあファミリー」 「冬ぴあ 
ファミリー」 「春ぴあファミリー」「こどもとおでかけ 
365日」 etc. 

「食本シリーズ」「最新！最強！究極のラーメン」 
「最新！最強！究極の食べ放題」「ホテルブッフェ 
＆スイーツバイキング」「東京定番スイーツ」etc. 

「東京スカイツリータウン」 「東京ぴあ」 「吉祥寺 
ぴあ」 「東京歴史散策」etc. 

「温泉ぴあ」「日帰り温泉＆スーパー銭湯」「ドライブぴあ」


