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自転車に乗る女性は、美しい 自転車に乗る女性は、美しい 

for  Women 
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女性のためのバイシクル・ライフスタイル誌 女性のためのバイシクル・ライフスタイル誌 

一昨年、女性のためのバイシクル・ライフスタイル誌として、 一昨年、女性のためのバイシクル・ライフスタイル誌として、 
Vol.1 Vol.1を発行以来、注目を浴びている を発行以来、注目を浴びている『 『Bicycle Beauty Bicycle Beauty』 』。 。 

昨年秋 昨年秋 Vol.2 Vol.2 では、女性ファッション誌「 では、女性ファッション誌「ELLE ELLE」とのコラボ、 」とのコラボ、 
また女性読者を対象としたイベントを実施し、自転車女子 また女性読者を対象としたイベントを実施し、自転車女子 
だけでなく、各方面より大きな反響を頂きました。 だけでなく、各方面より大きな反響を頂きました。 

今秋発売 今秋発売 Vol.4 Vol.4 では、「あなたの自転車ライフはどっち？」 では、「あなたの自転車ライフはどっち？」 
と題し、スポーツ派 と題し、スポーツ派/ /街乗り派、各々の自転車の楽しみ方 街乗り派、各々の自転車の楽しみ方 
を著名人のライフスタイルを交えて提案します。 を著名人のライフスタイルを交えて提案します。 

ゴルフやランニングなど、スポーツを楽しむ女性が増えて ゴルフやランニングなど、スポーツを楽しむ女性が増えて 
いる昨今。 いる昨今。『 『自転車に乗る女性は、美しい 自転車に乗る女性は、美しい』 』をテーマとして をテーマとして 
Bicycle Beauty Bicycle Beauty は自転車でキレイに、そして美しくなりたい は自転車でキレイに、そして美しくなりたい 
女性へ向けた提案を行って参ります。 女性へ向けた提案を行って参ります。 

Vol.4 Vol.4 刊行に関して 刊行に関して



巻頭特集 巻頭特集 

自転車に乗る女性は、美しい 自転車に乗る女性は、美しい 

あなたの あなたの自転車ライフ 自転車ライフはどっち？ はどっち？スポーツ スポーツ派 派 or or 街乗り 街乗り派 派 
トライアスロンやフィットネスといった本格的なスポーツライドから、自転車通勤やポタリングといった トライアスロンやフィットネスといった本格的なスポーツライドから、自転車通勤やポタリングといった 
街乗りまで、 街乗りまで、自分に合わせた楽しみ方 自分に合わせた楽しみ方を見つけられるスポーツ自転車ライフ。 を見つけられるスポーツ自転車ライフ。 
巻頭特集では、スポーツ派 巻頭特集では、スポーツ派/ /街乗り派、それぞれの楽しみ方からファッション、ギア、自転車まで 街乗り派、それぞれの楽しみ方からファッション、ギア、自転車まで 
トータルに紹介します。 トータルに紹介します。 

主な内容 主な内容- -1 1 

Ø Ø トライアスロンもこなす、スポーツ大好き・ トライアスロンもこなす、スポーツ大好き・大原理恵さん 大原理恵さんの、ジテンシャな の、ジテンシャな 1Week 1Week 
Ø Ø オシャレ街乗り派・ オシャレ街乗り派・久世律さん 久世律さんの、ジテンシャな の、ジテンシャな 1Week 1Week 
Ø Ø この秋、魅せる！ この秋、魅せる！スポーツ派 スポーツ派/ /街乗り派・ 街乗り派・ファッション・コーディネート ファッション・コーディネート 
Ø Ø 貴女にぴったり！ 貴女にぴったり！スポーツ派 スポーツ派/ /街乗り派・自転車カタログ 街乗り派・自転車カタログ 

表紙＆巻頭インタビュー 表紙＆巻頭インタビュー 

～ ～Rie Rie’ ’s Sportful Life s Sportful Life～ ～ 

長谷川 長谷川理恵 理恵さん さん Photo Photo Story & Story & インタビュー インタビュー



LIV GIANT 2012 LIV GIANT 2012 

女性向けモデルとしてジャイアントが提案する 女性向けモデルとしてジャイアントが提案する LIV GIANT LIV GIANT。 。 
LIV GIANT 2012 LIV GIANT 2012年モデルを、別冊小冊子の形で紹介します。 年モデルを、別冊小冊子の形で紹介します。 

別冊小冊子 別冊小冊子 

主な内容 主な内容- -2 2 

ü ü ビギナー女子にオススメ、サイクルショップカタログ ビギナー女子にオススメ、サイクルショップカタログ 
ü ü ジテンシャ女子のビュティーケア ジテンシャ女子のビュティーケア 
ü ü カメラ女子も大満足！フォトポタリングガイド カメラ女子も大満足！フォトポタリングガイド 
ü ü 女性も楽しめるトライアスロン＆ 女性も楽しめるトライアスロン＆MTB MTB キャンプ キャンプ 
ü ü 自分だけの 自分だけの 1 1台が欲しい！自転車デコリ隊 台が欲しい！自転車デコリ隊 
ü ü キレイに乗りたい！メンテ＆フォーム キレイに乗りたい！メンテ＆フォーム 

Ø Ø その他魅力的なコンテンツ満載でお届けします！ その他魅力的なコンテンツ満載でお届けします！



Vol.4 Vol.4 2011 2011年 年11 11月 月1 1日発売予定 日発売予定 

版型 版型 297mm 297mm× ×232mm 232mm 

ページ数 ページ数 132 132ページ（オールカラー） ページ（オールカラー） 

定価 定価 980 980円（本体 円（本体933 933円）予定 円）予定 

印刷部数 印刷部数 30,000 30,000部 部 （予定） （予定） 

媒体概要 媒体概要 

VOL.4 VOL.4 デジタル版 デジタル版 

Ø Ø 右記のデジタル版ストアにて、定価 右記のデジタル版ストアにて、定価350 350円（予定）で販売します。 円（予定）で販売します。 

Ø Ø 商品紹介からウェブサイトへのリンクも可能です。 商品紹介からウェブサイトへのリンクも可能です。 

Ø Ø 動画制作、動画サイトへのリンクも可能です。（ 動画制作、動画サイトへのリンクも可能です。（※ ※） ） 

※ ※ 動画制作、サイトへリンクへの料金は、別途ご相談させてください 動画制作、サイトへリンクへの料金は、別途ご相談させてください



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 252mm x 232mm 252mm x 232mm 800,000 800,000円 円 

表 表2 2見開き 見開き 297mm x 464mm 297mm x 464mm 1,200,000 1,200,000円 円 

1 1ページ（ ページ（4C 4C） ） 297mm x 232mm 297mm x 232mm 500,000 500,000円 円 

1 1ページ（モノクロ） ページ（モノクロ） 297mm x 232mm 297mm x 232mm 240,000 240,000円 円 

1/2 1/2ページ ページ （モノクロ） （モノクロ） 132mm x 222mm 132mm x 222mm 85,000 85,000円 円 

入稿締め切り 入稿締め切り （校正 （校正1 1回） 回） ： ： 10 10月 月17 17日（月曜日）／ 日（月曜日）／ （校正なし）： （校正なし）：10 10月 月21 21日（金曜日） 日（金曜日） 

＊ ＊ タイアップは別途お問い合わせください タイアップは別途お問い合わせください 

広告料金と入稿スケジュールに関して 広告料金と入稿スケジュールに関して



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 

お問い合わせ先 お問い合わせ先


