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自転車に乗りながら、街中で気付いたモノをシューティング。自転車 自転車に乗りながら、街中で気付いたモノをシューティング。自転車 x x 写真の楽しみ方を改めてご紹介します。 写真の楽しみ方を改めてご紹介します。 
これで、あなたも名カメラマンの仲間入り？！ これで、あなたも名カメラマンの仲間入り？！ 

自転車は、 自転車は、日常 日常と とアウトドアフィールド アウトドアフィールドを結んでくれる乗り物。 を結んでくれる乗り物。 
身近にある「 身近にある「アウトドア アウトドア」をもっと楽しむための、 」をもっと楽しむための、B B- -NAVI NAVI 的 的自転車 自転車 x x アウトドア アウトドアの提案です。 の提案です。 

巻頭特集 巻頭特集 

新連載： 新連載： サイクリストたちの サイクリストたちの SNAP x SNAP! SNAP x SNAP!／久世律の自転車オシャレ番長／カズー山下の「コレ、オススメできます。」 ／久世律の自転車オシャレ番長／カズー山下の「コレ、オススメできます。」 
／ひとりで、できたよ！＜ビギナーのための、メンテナンス入門＞ ／ひとりで、できたよ！＜ビギナーのための、メンテナンス入門＞ 

今秋、 今秋、BICYCLE NAVI BICYCLE NAVI がオススメする自転車の楽しみ方！ がオススメする自転車の楽しみ方！ 

“ “バイシクル バイシクル x x アウトドアで、もっと楽しい！ アウトドアで、もっと楽しい！” ” 

BICYCLE NAVI NO.52 2011 December BICYCLE NAVI NO.52 2011 December （ （10 10月 月20 20日発売） 日発売） 

第二特集 第二特集 

“ “サイクリストのための サイクリストのためのカメラ選び カメラ選び” ” 
カメラを持って出かけよう！ カメラを持って出かけよう！ 

続々と発表される 続々と発表される注目の各社 注目の各社 2012 2012年モデル 年モデル。 。B B- -NAVI NAVI では では二号 二号連続で 連続で注目モデルを紹介 注目モデルを紹介します！ します！ 

B B- -NAVI RECOMENDS NAVI RECOMENDS 

“ “2012 2012年モデル・速報カタログ 年モデル・速報カタログ” ”（後編） （後編） 
注目のニューモデルを紹介！ 注目のニューモデルを紹介！ 

祝・月刊 祝・月刊化 化・ ・記念号 記念号の主な内容 の主な内容 

ü ü アウトドアミックスな アウトドアミックスな自転車アパレル 自転車アパレル＆ ＆ギアカタログ ギアカタログ 
ü ü 日常を 日常をアウトドア アウトドアにする！ にする！自転車カスタム 自転車カスタム＆カタログ ＆カタログ 

ü ü 自転車で 自転車でアウトドア アウトドアを遊ぼう！ を遊ぼう！山編 山編/ /海編 海編 
ü ü クルマ クルマで出かける、 で出かける、自転車キャンプ 自転車キャンプのススメ！ のススメ！ 
ü ü OUTDOOR x BICYCLE STYLE OUTDOOR x BICYCLE STYLE 自転車ファッションは 自転車ファッションはワイルド ワイルドに！ に！ 

ü ü スマートフォン スマートフォンで撮影を楽しもう！ で撮影を楽しもう！ 
ü ü 自転車にぴったりの 自転車にぴったりのケース＆ストラップ ケース＆ストラップ 

ü ü 写真を撮るサイクリストたち 写真を撮るサイクリストたち 
ü ü サイクリストにすすめる サイクリストにすすめる最新デジタルカメラ 最新デジタルカメラ



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

表 表4 4 250mm 250mm× ×220mm 220mm 800,000 800,000円 円 

表 表2 2見開き 見開き 295mm 295mm× ×440mm 440mm 1,200,000 1,200,000円 円 

1 1ページ ページ （ （4C 4C） ） 295mm 295mm× ×220mm 220mm 500,000 500,000円 円 

1 1ページ（モノクロ） ページ（モノクロ） 295mm 295mm× ×220mm 220mm 240,000 240,000円 円 

1/2 1/2ページ（モノクロ） ページ（モノクロ） 130mm 130mm× ×210mm 210mm 85,000 85,000円 円 

広告料金と最新号進行スケジュール 広告料金と最新号進行スケジュール 

BICYCLE NAVI Vol.52 2011 December BICYCLE NAVI Vol.52 2011 December 2011 2011年 年10 10月 月20 20日発売 日発売 

お申し込み締め切り： お申し込み締め切り： 9 9月 月30 30日（金曜日） 日（金曜日） 

入稿締め切り 入稿締め切り （校正 （校正1 1回）： 回）： 10 10月 月4 4日（火曜日） 日（火曜日） ／ ／ （校正なし）： （校正なし）：10 10月 月7 7日（金曜日） 日（金曜日） 

＊ ＊ 今号も、電子版の提供を行います。掲載に不都合がある場合、ご一報下さい。 今号も、電子版の提供を行います。掲載に不都合がある場合、ご一報下さい。 

留意事項 留意事項



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- -5829 5829- -9435 9435 
Ø Ø FAX FAX ： ： 03 03- -5829 5829- -9874 9874


