
御中 

2011年6月 
ぴあ株式会社 メディア営業グループ 

季節限定ぴあシリーズ 季節限定ぴあシリーズ 

秋ぴあ 秋ぴあ 
発刊企画書 発刊企画書 

2011年9月1日（木）発刊予定 

首都圏版 

速報版 

３版 同日発売！



2 

■ ■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  2011年9月1日（木） 予定 
価格  700円（本体＋税） 予定 
発行部数 首都圏版16万部/ 

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6県）の書店、CVS 
体裁等  A4変型（天地284×左右210mm）、208～216Ｐ+表廻り（予定） 

オールカラー、4Cオフセッ ト、中綴じ
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※2010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 

購入動機 
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職業別 
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アルバイト・パート 
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31.4% 

22.7% 

10.8% 

6.5% 

5.9% 

4.6% 

4.3% 

①紅葉の旅 

②秋のお出かけスポット＆イベント 

③日帰り紅葉スポット 

④スーパー銭湯&温泉パーク 

⑤戦国武将ゆかりの地をめぐる 

⑥アウトレットドライブ 

⑦格安スポット 

■ ■秋 秋ぴあ ぴあ読者データ 読者データ
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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 

【巻頭企画】 
秋ぴあ2011ｼｰｽﾞﾝﾄﾋﾟｯｸｽ 

⇒この秋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。 

秋ぴあ2011ｼｰｽﾞﾝﾄﾋﾟｯｸｽ ｽﾍﾟｼｬﾙ 
⇒この秋、話題間違いなしの2大新ｽﾎﾟｯﾄを徹底ｶﾞｲﾄﾞ。 

◆9/3（土）ｵｰﾌﾟﾝ 【 川崎市 藤子･F･不二雄ﾐｭｰｼﾞｱﾑ】 （川崎） ◆9/17（土）ｵｰﾌﾟﾝ 【 ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ 】 （みなとみらい） 

近場で日帰り紅葉小旅行 
⇒鎌倉、箱根、養老渓谷、富士五湖、秩父、高尾山 ほか。後半は東京･神奈川・千葉・埼玉の紅葉ｽﾎﾟｯﾄｶﾀﾛｸﾞ。 

お手軽＆お得な秋のおでかけｽﾎﾟｯﾄ 
⇒ﾌｰﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄ / ﾜｰﾙﾄﾞｲﾍﾞﾝﾄ / ｱｰﾄｲﾍﾞﾝﾄ / ｶﾙﾁｬｰｲﾍﾞﾝﾄ / 映画 / 音楽ｲﾍﾞﾝﾄ / 秋祭り / ﾌﾗﾜｰｲﾍﾞﾝﾄ ほか 

今年は「秋花火」を見に行こう！ 
⇒節電の影響などで開催が延期になったものを含め、今年の9・10月は花火大会が例年よりも充実。 

◆10/8（土）開催 【 こうのす花火大会 】 （埼玉） ◆秋以降未定 【 足立の花火 】 （東京） 
◆10/16（土）開催 【 NARITA花火大会 in 印旛沼 】 （千葉） ◆10/1（土）開催 【 いせさき花火大会 】（群馬） 
◆9/10（土）開催 【 ろまんちっく村 花火ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ 】 （栃木） ほか 

2011秋はみんなでﾊﾛｳｨﾝ！ 
⇒ﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄ･ﾌｪｽﾀ / 各種ﾃｰﾏﾊﾟｰｸでのﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄ / 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄ / 7&i連動企画 ほか 

【お得&ﾀﾀﾞ！ 2011秋街遊び 
⇒おもしろ無料ｽﾎﾟｯﾄ / 工場・酒蔵見学 / ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ / ﾋﾞｭｰﾃｨｰ&ｺｽﾒ / 食べ放題 / ﾊﾞｽﾂｱｰ ほか 

あと半年でｵｰﾌﾟﾝ！ 東京ｽｶｲﾂﾘｰ&ﾃｲｸｱｳﾄMAP 
⇒6ヵ月後にｵｰﾌﾟﾝを控えた東京ｽｶｲﾂﾘｰの施設おさらいと、周辺ｴﾘｱの「ﾃｲｸｱｳﾄﾌｰﾄﾞ」を狭域詳細MAPで紹介。 

日帰りﾄﾞﾗｲﾌﾞ&秋食ｽﾎﾟｯﾄ 
●ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙｰﾄ紹介 ⇒ 軽井沢 / 日光 / 伊豆高原 ほか ●ｽﾎﾟｯﾄ紹介 ⇒味覚狩り / BBQ ほか 

ｽｰﾊﾟｰ銭湯&日帰り温泉（ｸｰﾎﾟﾝ付き） 
⇒一都三県のｽﾊﾟやｽｰﾊﾟｰ銭湯、日帰り温泉ｽﾎﾟｯﾄを厳選紹介。好評の切り取り式ｸｰﾎﾟﾝ付き。 

【話題の新ｽﾎﾟｯﾄ「ｻﾝｼｬｲﾝ水族館」徹底ｶﾞｲﾄﾞ ～動物園・水族館・遊園地・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ～ 
⇒8/4ｵｰﾌﾟﾝの池袋「ｻﾝｼｬｲﾝ水族館」を撮りおろしで徹底ｶﾞｲﾄﾞ。 

ほか動物園・水族館・遊園地・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ・ﾐｭｰｼﾞｱﾑの定番ｽﾎﾟｯﾄの秋ﾄﾋﾟｯｸ&ｲﾍﾞﾝﾄをｶﾀﾛｸﾞで紹介。
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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） 8/5 (金) ／ 校了日（原稿投込み） 8/15 (月） 

＞＞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 営業統括グループ 
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。
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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）



7 

■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. 

「ガツめし」「最新！最強！究極のラーメン」「最 
新！最強！究極の食べ放題」「東京定番スイー 
ツ」「ホテルブッフェ＆スイーツバイキング」「みん 
なのカレー」「お取り寄せグルメ」etc. 

「I LOVE東京」 「I LOVE横浜」 「I LOVE千葉」 「I 
LOVE埼玉」「東京ぴあ」「夜ぴあ」「東京アート散 
歩」「東京歴史さんぽ」「わんことおでかけ」 etc. 

「温泉ぴあ」「戦国武将ぴあ」「ドライブぴあ」 
「日帰り温泉＆スーパー銭湯」「神社・仏閣ぴあ」etc.


