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「冬ぴあ」「春ぴあ」「夏ぴあ」 「秋ぴあ」 。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。2010年度冬号は対前年114％の実売部数となるなど絶好調のシリーズです。 

2011年冬号も、ぴあならではのデータと編集力をもって、冬のベストガイドといえる貴重な一冊とします。 

クリスマス、年末年始といった冬のイベント情報を中心に、雪見温泉などの小旅行、ショッピング、エンタメ 
などちょっとしたお出かけ情報など、冬の多彩な楽しみをぎゅっと凝縮！ 

是非、貴社宣伝展開の一環としてご検討をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 

【出版概要】 
誌名 冬ぴあ 首都圏 ※関西版、東海版も同日発売予定 
発売日  2011年11月10日（木）予定 
価格  700円（本体＋税） 
発行部数 首都圏版 15万部/ 

関西版  8万部/ 
東海版  7万部 

購買対象  25～35歳独身男女をコアとした20～30代のカップル、ファミリーなど 
配本 東京を中心とした首都圏の書店、CVS 
体裁等  A4変型（天地284×左右210mm）、216Ｐ+表廻り（予定） 

オールカラー、4Cオフセッ ト、中綴じ 

■ ■冬 冬ぴあ ぴあ媒体概要 媒体概要 

■出版概要（予定）
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【既婚・未婚】 

【年齢】 【居住地】 

※2010年度版 読者アンケートとＰＵＢＬＩＮＥ（男女比のみ）より算出 ■ ■冬 冬ぴあ ぴあ読者データ 読者データ 

東京 
37% 

神奈川 
18% 

千葉 
16% 

埼玉 
20% 

その他 
9% 

女性, 

52.0% 

男性, 

48.0% 

【男女比】 

既婚子 
あり 
16% 

既婚 
29% 

独身 
55% 

40代, 

18.0% 

50代, 7.0% 

31～35歳, 

14.0% 

10代, 4.0% 

20～25歳, 

18.0% 

26～30歳, 

26.0% 

36～40歳, 

13.0%
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【巻頭企画①】 
Xmas豪華読者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ大放出！ 

⇒ﾚｼﾞｬｰｽﾎﾟｯﾄの招待券やﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ｽｷｰｹﾞﾚﾝﾃﾞのﾘﾌﾄ券ほか、約80の読者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを一挙大放出！ 

【巻頭企画②】 
冬ぴあ20112012ｼｰｽﾞﾝﾄﾋﾟｯｸｽ 

⇒この冬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。 

【特集①】 
20112012ｸﾘｽﾏｽ&ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 

▼ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝNews&Topics 
今年注目または初登場のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝをﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄで紹介。 

▼2011ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ 
11～12月末までのｸﾘｽﾏｽ全情報をｶﾚﾝﾀﾞｰ形式で収録。 

▼ﾀｳﾝ編 
ﾀｳﾝ別にｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ、ﾂﾘｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ、Xmasｹｰｷ･ﾒﾆｭｰ･ﾌｧｯｼｮﾝ･ｸﾞｯｽﾞ･ｷﾞﾌﾄ、宿泊情報などを紹介。 
[候補]  表参道･原宿  /  お台場  /  渋谷  /  新宿  /  銀座･丸ノ内  /  六本木  /  汐留  /  その他東京都内  /  横浜  / 

山手･元町  /  その他神奈川･千葉･埼玉  /  北関東ｴﾘｱ ほか 

▼ﾃｰﾏ編 
[候補]  東京ｽｶｲﾂﾘｰ  /  ｷｬﾝﾄﾞﾙｽﾎﾟｯﾄ  /  夜景ｽﾎﾟｯﾄ  /  ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ  /  ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ  /  遊園地  /  動物園  /  水族館  / 

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ  /  ｱｳﾄﾚｯﾄ  /  冬花火  /  ｻﾝﾀｸﾛｰｽ  /  ﾗｲﾌﾞ  /  ﾐｻ  /  ｸﾙｰｽﾞ  /  ﾎﾃﾙﾌﾞｯﾌｪ ほか 

【特集②】 
10thｸﾘｽﾏｽは必見！東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ 

⇒東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ･東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞのｸﾘｽﾏｽﾊﾟﾚｰﾄﾞやｲﾍﾞﾝﾄ、限定仕様のｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ｸﾞｯｽﾞ&ﾒﾆｭｰやｲｸｽﾋﾟｱﾘやﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾎﾃﾙの 

ｸﾘｽﾏｽ最新情報も紹介。 

【特集③】 
安近短で楽しむ冬のおでかけｴﾝﾀﾒ&ｽﾎﾟｯﾄ 美術展/  映画  /  水族館  /  屋内ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ  /  ｽｹｰﾄﾘﾝｸ  /  ｽｰﾊﾟｰ銭湯&温浴ﾊﾟｰｸほか 

【特集④】 
雪見温泉ﾄﾞﾗｲﾌﾞ（仮） 

⇒今年のﾄﾞﾗｲﾌﾞﾃｰﾏは「温泉」。 
人気温泉地の雪見露天風呂や料理が自慢の宿に加え、周辺の雪まつりｲﾍﾞﾝﾄ、立ち寄りにおすすめのSAPA･道の駅までを紹介。 
[候補]  箱根  /  伊豆  /  伊香保･草津  /  鬼怒川  /  那須&塩原 ほか周辺情報（雪まつりなどのｲﾍﾞﾝﾄ）、SAPA、道の駅 

※編集内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください ■ ■編集内容 編集内容
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単位 サイズ：mm  料金：円 

上記スペースのほか、編集タイアップや変型広告スペースの設定も可能です。詳しくは担当までお問い合わせください。 

■ ■料金＆スケジュール 料金＆スケジュール 

●原稿スケジュール 
校正1回（DDCP） 10/ 12(火) ／ 校了日（原稿投込み） 10/21（金） 

【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。 

2,500,000 750,000 1,000,000 1,600,000 240×200 表4 

3,500,000 
－ 

1,000,000 
－ 

1,500,000 
－ 

2,200,000 
1,300,000 

284×420 
284×210 

表2見開き 

表2単ページ 

1,500,000 450,000 650,000 900,000 284×210 本文4C1P 

1,500,000 450,000 650,000 900,000 284×210 表3 

東阪名セット 東海版 関西版 首都圏版 原稿サイズ スペース
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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. 

「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.


