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憧れの 憧れの一軒家 一軒家から、 から、集合住宅 集合住宅、 、シェアハウス シェアハウス、 、ガレージ ガレージなど・・・さまざまなカタチで など・・・さまざまなカタチで『 『自転車と暮らす 自転車と暮らす』 』を実践している人々を紹介。 を実践している人々を紹介。 
ショップに習う収納術、サイクル収納ギアカタログなど、 ショップに習う収納術、サイクル収納ギアカタログなど、自転車と上手につきあい、暮らす 自転車と上手につきあい、暮らすためのノウハウが詰まった ためのノウハウが詰まった 1 1冊です！ 冊です！ 

巻頭特集 巻頭特集 

新連載大好評です： 新連載大好評です： 
Cyclist Cyclist SNAP x SNAP! SNAP x SNAP!／オシャレ番長クゼリツの ／オシャレ番長クゼリツの自転車コーデ 自転車コーデShow! Show!／山下晃和 ／山下晃和『 『ジテンシャ物欲エクスタシー ジテンシャ物欲エクスタシー』 』 ／ひとりででも、 ／ひとりででも、 
できるもんナビ！＜ビギナーのための、メンテナンス入門＞ できるもんナビ！＜ビギナーのための、メンテナンス入門＞ 

2012 2012年、 年、『 『自転車と暮らす 自転車と暮らす』 』を考える。 を考える。 
B B- -NAVI NAVI流、住宅＆インテリア特集です！ 流、住宅＆インテリア特集です！ 

“ “自転車ハッピーハウス！ 自転車ハッピーハウス！” ” 

BICYCLE NAVI NO.55 2012 March BICYCLE NAVI NO.55 2012 March （ （1 1月 月20 20日発売） 日発売） 

Apparel Catalog Apparel Catalog 

“ “自転車 自転車 LOVE LOVE なネックウォーマー、レギンス、アンダーウェアー なネックウォーマー、レギンス、アンダーウェアー” ” 

オンもオフも行ける！野生派？ロードバイク オンもオフも行ける！野生派？ロードバイク 

Brief Impressions Brief Impressions 

“ “最新シクロクロスバイク 最新シクロクロスバイク 8 8台 台” ” 

ü ü あなたの自転車部屋、見せてください！ あなたの自転車部屋、見せてください！ 15 15人のお宅拝見 人のお宅拝見 
ü ü 『 『プロはこうしている プロはこうしている』 』ショップに学ぶ、 ショップに学ぶ、自転車収納術 自転車収納術 
ü ü いま話題！ いま話題！自転車 自転車“ “シェアハウス シェアハウス” ”は、これが新しい は、これが新しい 
ü ü ディベロッパー ディベロッパー× ×デザイナーが語る。 デザイナーが語る。『 『理想の自転車ハウス 理想の自転車ハウス』 』座談会 座談会 
ü ü 自転車ラック＆収納グッズ、 自転車ラック＆収納グッズ、最新カタログ 最新カタログ 
ü ü いますぐ入居できる！ いますぐ入居できる！“ “自転車な物件 自転車な物件” ”案内 案内 
ü ü 海外取材 海外取材 NY NY 自転車ハッピーハウス 自転車ハッピーハウス STYLE STYLE など、盛りだくさんの企画を予定しています！ など、盛りだくさんの企画を予定しています！ 

真冬のライドは、これで乗り切る！ 真冬のライドは、これで乗り切る！



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.55 2012 March BICYCLE NAVI Vol.55 2012 March 2012 2012年 年1 1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： 12 12月 月28 28（水曜日） （水曜日） 

入稿締め切り 入稿締め切り （校正 （校正1 1回）： 回）： 1 1月 月4 4日（水曜日） 日（水曜日） ／ ／ （校正なし）： （校正なし）：1 1月 月10 10日（月曜日） 日（月曜日） 

＊ ＊ 今号は、年末進行となります。スムーズな進行にご支援を頂きたく、お願い致します。 今号は、年末進行となります。スムーズな進行にご支援を頂きたく、お願い致します。 
＊ ＊ 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


