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自転車をデイリーに使うため、避けて通れないのは 自転車をデイリーに使うため、避けて通れないのは荷物を 荷物を『 『運ぶ 運ぶ』 』こと こと。 。 
つまり つまり『 『運ぶ 運ぶ』 』をもっと考えれば をもっと考えれば、自転車は 、自転車はもっと楽しくなる！ もっと楽しくなる！ 
コミューター自転車からメッセンジャーバッグまで、 コミューター自転車からメッセンジャーバッグまで、B B- -NAVI NAVI が が『 『自転車で運ぶ 自転車で運ぶ』 』を徹底的に考えます を徹底的に考えます。 。 

日帰り 日帰りから から 1 1泊 泊2 2日 日まで、この週末出掛けたくなる まで、この週末出掛けたくなる 
バイシクルナビ流 バイシクルナビ流『 『自転車旅 自転車旅』 』の楽しみ方、お届けします！ の楽しみ方、お届けします！ 

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＞ 

BICYCLE NAVI BICYCLE NAVI がオススメする自転車旅！ がオススメする自転車旅！ 

“ “週末トリッパー！ 週末トリッパー！” ” 

BICYCLE NAVI NO.53 2012 January BICYCLE NAVI NO.53 2012 January （ （11 11月 月19 19日発売） 日発売） 

第二特集 第二特集 

“ “自転車で、 自転車で、運ぼう 運ぼう” ” 

カーボンバイク人気のいま、あえて カーボンバイク人気のいま、あえて 20 20万円前後のアルミバイク 万円前後のアルミバイクに注目します。 に注目します。 

Brief Impressions Brief Impressions 

“ “いま、アルミバイクが面白い！ いま、アルミバイクが面白い！” ” 
注目のアルミモデルを紹介！ 注目のアルミモデルを紹介！ 

ü ü ランドナー隊 ランドナー隊が行く！ が行く！東京下町 東京下町B B級グルメめぐり 級グルメめぐり 
ü ü How to How to 自転車トリップ？ 自転車トリップ？/ /輪行バッグ・カタログ 輪行バッグ・カタログ 

ほか ほか 

ü ü 俳優・ 俳優・筒井道隆 筒井道隆、 、1 1泊 泊2 2日で行く週末 日で行く週末自転車旅 自転車旅 
ü ü ふと、思いついたら ふと、思いついたら日帰り 日帰り自転車旅 自転車旅のススメ！ のススメ！ 
ü ü 自転車トリッパーに聞く 自転車トリッパーに聞く『 『あなたの旅装備 あなたの旅装備を見せてください！ を見せてください！』 』 

イベント報告： イベント報告： サイクルロードレース サイクルロードレース『 『ジャパンカップ ジャパンカップ』 』取材記 取材記、 、サイクルモードインターナショナル サイクルモードインターナショナル 2012 2012・レビュー ・レビュー



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 275mm 275mm× ×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.53 2012 January BICYCLE NAVI Vol.53 2012 January 2011 2011年 年11 11月 月19 19日発売 日発売 

お申し込み締め切り： お申し込み締め切り： 10 10月 月31 31日（月曜日） 日（月曜日） 

入稿締め切り 入稿締め切り （校正 （校正1 1回）： 回）： 11 11月 月4 4日（金曜日） 日（金曜日） ／ ／ （校正なし）： （校正なし）：11 11月 月8 8日（火曜日） 日（火曜日） 

＊ ＊ 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


