『山と溪谷』
の読者はこんな人
東京・首都圏、名古屋、大阪といった都市部在住の人
が読者の83％を占めています。年齢別に見ると、長
年雑誌を購読している層と、登山ブームで参入し継続
して登っている層になる、50〜60代が読者の中心層

男女比

2018年

2017年読者アンケートより

広告企画書

となっています。家族構成や年収から見ても、
「都市
部に住み安定した収入のあるお父さん」
「仕事をリタ
イアして精力的に山に登っているシニア層」が、代表
的な読者イメージです。

職業

女性

居住地域

32 %

年齢層

10 %

年収

60 代以上
36%

300万円
未満

1000万円以上
7%

40 代
20 %
50 代
30%

既婚・子どもあり（3人以上）

12 %

主婦
アルバイト、
（無職） その他
九州・沖縄
9 % 11 %

（未婚・離別）

29 %

既婚・
子どもあり

300〜
500万円
30 %

500〜
800万円
26 %

その他 1 %
独身

3%

21 %

800〜
1000万円
10 %

41 %

21 %

自営業

未回答  6 %

30 代
9%

関東

中部

4%

20 %

20 代以下   
5%

2%

中国

公務員

79 %

8%

21 %

四国

会社員

学生   5%

男性

既婚・
子どもなし

（2人以内）

17 %

41 %

家族構成

山と溪谷は、
今年で
号を
創刊
迎えます

こんなふうに登山を楽しんでいます
『山と溪谷』誌は登山歴21年以上のベテラン層が 33％
と多くを占めていますが、一方で登山歴 1年未満、1
〜 5年といった初心者層も32％を占め、幅広い登山歴
の人に購読いただいています。登山頻度は月 1回以上

1年未満  7%

登山歴
21年以上
33%
11年
〜20年
14 %

山へ行く人が約半数を占めています。日帰り、小屋泊
を中心に山を登りながら、テント泊、雪山登山への憧
れもあり、登山技術を上げステップアップしたいとい
う意欲が高いことがわかります。

日帰り
ハイキング

雪山
山スキー、テレマーク
沢登り

1年〜 5年
25 %

1〜 10回
48 %

11〜 30回
41 %

6年〜10年
21%

ジムクライミング
トレラン
アルパインクライミング
その他

『山と溪谷』
は日本の登山シーンを
牽引し続けてきました。
これからも信頼に足る最新の情報を
提供し、登山を愛するみなさんの
知的欲求に応えてまいります。

山行形態

（複数回答）

実践している
登山スタイル
これからしたい
登山スタイル

88.7%
28.2%

28.7%

17.4%

16.5%

18%

18.3%

20.6%

28.9%

メーカー・ブランドの
ネットショップ

メーカー・ブランドのアウトレット店

スポーツ量販店

38%

41.9%

登山専門店のネットショップ

メーカー・ブランドの直営店

楽天・アマゾンなどの
ネットショップ

書籍

メーカーのカタログ

個人のブログ

知人・友人

22.2%

28.6%

ショップ店員

インターネット上の口コミ

31.3%

38.8%

ショップのWEB

メーカーのWEB

59.3%

1
2

12.2%

12.8%

13.1%

14.4%

16.6%

17.4%

テント︵ 〜 人用︶

シュラフ

マット

中間着︵フリース︶

コッヘル︑食器

バーナー

30

19%

20.5%

21.3%

22.2%

23.3%

ザック︵ ℓ未満︶

ポール・ストック

中間着︵ダウン等︶

機能性サポートタイツ

30

ヘッドライト

24.5%

ザック︵ 〜 ℓ︶

25.4%

29.3%

50

（複数回答）

雑誌

59.9%

（複数回答）

無雪期用グローブ

中間着︵シャツ︑ジップアップシャツ︶

31.9%

37.1%

雨具

登山用ソックス

38.6%

40.6 %

43.6%

アンダーウェア

登山靴

登山用ズボン

昨年購入した
登山用具

登山用品を
買うのは?

登山用具の専門店

（複数回答）

ショップ店頭

登山用具の
情報源は?

1930年の創刊以来、

7%
14 %
5%
16%
3%
7%
5%
7%
2%
18 %
8%
5%

YOLBIS 2017 調べ
YOLBIS（ヨルビス）とはYamakei Online
brand image surveyの略で、消費者の山岳
ブランドに対するイメージと購買動向に関
する調査です。2017年の有効回答数は
5756人。

1000

58%
32 %
40 %
46 %
24%
33%

テント泊

31〜
50回
10 %

87%

15 %

小屋泊

51〜100回  1 %

年平均
登山回数

The Yama to Keikoku 2018
Media Information

近畿

会社役員

13 %

21 %

北海道・
東北

2018 ─ 2019

編集企画一覧

発売日

5月号
4月15日発売

6月号
5月15日発売

7月号
6月15日発売

1000 号

創刊

8月号

7月15日発売

9月号
8月15日発売

10月号
9月15日発売

11月号
10月15日発売

12月号
11月15日発売

1月号
12月15日発売

2月号
1月15日発売

3月号
2月15日発売

4月号
3月15日発売
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第1特集

深く知る、
もっと味わう 上高地と穂高岳
本邦屈指の山岳景勝地・上高地。そこは北アルプス登山の玄関口でもあります。ナショナルパークガイ
ドに教えてもらった隠れスポットや星空観察、朝靄の大正池など、上高地の新たな一面をご紹介。上高
地にまつわる歴史や人物も深く掘り下げます。さらに、上高地をベースにした池めぐりや、明神岳への
バリエーションルートまで幅広くご案内します。上高地から登れる穂高岳周辺の詳細登山ガイドも！

この夏歩きたい 全国テント泊ルート50

広告料金表
広告企画、付録など
●登山用具スーパーバイヤーズガイ
ド →P6へ
●付録:登山バス時刻表 関西周辺

1泊2日の週末山行から、連休やお盆休みに行きたい憧れの縦走路まで、テント泊の魅力を感じられる
夏山ルートを紹介します。テント泊だからこそ楽しめる北海道の山や、北アルプスのテント泊入門コー
ス、体力派向けの南アルプス縦走など、紹介エリアは日本全国。また、読者アンケートから見るテント
泊の憧れと現実など、コラムも充実。

●YOLBIS連動企画・アウトドアブラ
ンドプロファイルクイズ→P4へ
●テント泊装備→P5へ
●付録:登山バス時刻表 日本アルプ
ス&長距離バス

北アルプスを歩き尽くせ

●山岳遺産キャンペーン →P4へ

栂海新道、裏銀座縦走路、黒部源流と雲ノ平、槍・穂高連峰……。歩いても歩いても歩き尽せない、北
アルプスの長大な山脈。北アルプスをじっくり味わう、編集部おすすめの縦走プランを提案します。北
アルプスを網羅したコースガイドのほか、長期山行を計画する際の注意点や、長く歩くための賢い山小
屋の活用法など、北アルプスを歩き尽すための保存版特集。

次世代に伝えたい 日本の登山名ルート100選
1930年に創刊された『山と溪谷』は、本号で通巻1000号を迎えます。この間、山の世界は変化したこ
ともあり、変わらないこともあります。次の1000号、100年後にも残していきたい、日本を代表する
登山ルートを『山と溪谷』が選定します。春夏秋冬の季節、各地方の山々、縦走・雪稜・沢登りなどの
登山スタイル……。それぞれに合わせた100のルートを、美しい写真とともに紹介する大特集です。

真・日本百高山
国土地理院『日本の山岳標高100』をベースにしつつ、国土地理院が「山」と認めていないピークも含
めた「ほんとうの」山岳標高ベスト100を考えます。富士山にはピークが8つある? 北アルプス・ジャ
ンダルム（3163 m）
、南アルプス・小赤石岳（3081 m）
・荒川前岳（3068）
・中白根山（3055 m）は山
ではないのか? など、
「山」とは何かにも迫ります。

●付録:登山バス時刻表 関東周辺
●最新ウェア レイヤリング企画
→P5へ

●雪山装備企画 →P5へ

全国・雪の名山50
大雪山、安達太良山、谷川岳、日本アルプス、伯耆大山、くじゅう連山などなど、北は北海道から南は
九州まで、日本全国で楽しめる雪山登山。そんな各地にある雪の名山を50座集めました。アイゼン・
ピッケルを使った雪山だけでなく、スノーシューやスキーを使う登山など、雪山歩きのさまざまな楽し
み方も提案します。

さらば平成 登山新時代

スペース

表4

1P

1,400,000 円

260×195㎜

表2

1P

980,000 円

280×210㎜

表3

1P

770,000 円

280×210㎜

目次対向（2 本）

1P

850,000 円

280×210㎜

巻頭コラム対向

1P

800,000 円

280×210㎜

1P

900,000 円

280×210㎜

中面見開き

2P

1,500,000 円

280×420㎜

中面 1P

1P

750,000 円

280×210㎜

中面部分広告

タテ1/3

330,000 円

253× 60㎜

中面部分広告

ヨコ1/5

140,000 円

46×183㎜

「EQUIPMENT & GEAR」対向

掲載面

スペース

中面 1P

1P（記事対向）

400,000 円

280×210㎜

中面 1P

1P（広告対向）

340,000 円

280×210㎜

中面部分広告

ヨコ１/2（記事対向）

210,000 円

124×183㎜

中面部分広告

ヨコ１/2（広告対向）

180,000 円

124×183㎜

中面部分広告

タテ1/3

155,000 円

253× 60㎜

中面部分広告

ヨコ1/5

72,000 円

46×183㎜

中面部分広告

ヨコ1/10

38,000 円

46× 88㎜

中面部分広告

ヨコ1/10（人材募集）

38,000 円

46× 88㎜

綴じ込みハガキ

一葉

600,000 円

145×100㎜

山岳会員募集 ＊ヤマケイオンライン併載

1枠（19字×8行）

登山教室

19字×20行まで

オリジナルタイアップ

サイズ（天地×左右）

13,000 円

─

45,000 円（税込）
＊5行増すごとに＋8,000 円（税込）

─

2P以上とし、1Pにつき広告料金＋制作費 100,000円を申し受けます。
＊上記料金は、いただいた素材で制作する場合のものです。
著名人の起用や野外ロケ等が必要な場合は、別途費用をお見積もりいたします。

＊お申し込み締め切り＝発売日70日前 ＊内容によってはお受けできないこともあります。担当者までお尋ねください。

道迷い、滑落、低体温症、雪崩、体力不足、技術不足……。遭難が発生する原因はじつに多種多様です。
本特集は、遭難事故の実例を紹介しながら、教訓を導き出し、どうやったら類似の遭難事故を防げるか
を考えていきます。体力、技術、装備はもちろん、心理的要因や、加齢に伴う認知機能の衰えにも踏み
込んで、遭難の抜本的減少に取り組みます。

お問い合わせ・お申し込み先

サラバ! 登山の痛み

株式会社 山と溪谷社

筋肉痛や膝痛を筆頭に、足底筋痛、足首痛、靴ズレ、爪の割れ、股関節痛、腰痛、ザックと肩の擦れ、
股擦れ、日焼け、頭痛、吐き気、便秘などなど、登山中に起きる体の痛みは登山をつらく苦しくします。
歩きのフォームを改善し、用具を正しく使い、歩く前にケアすることで、痛みの原因を取り去り、痛み
を伴う諸症状を全部解消していく企画です。

※編集企画や付録は内容が変更になることがあります。発売日は予定です。

広告料金

●付録:山の便利帳 →P7へ

遭難実例から遭難予防を学ぶ

日進月歩で世の中が変わっていくなか、登山の世界も変化と無縁ではいられません。あなたが知ってい
るその技術も、実はもう使われていないものかもしれません。登山者を取り巻く技術、装備、山のルー
ル・マナーなどを改めて見直し、ベーシックかつ最新の「登山の基本」をまとめます。

サイズ（天地×左右）

＊上記料金は全て税別です。 ＊お申し込み締め切り＝発売日60日前（登山教室枠のみ40日前） ＊原稿入稿締め切り＝発売日30日前

2019年、平成から新元号へと変わる予定です。平成の30年間を振り返り、新たな時代に登山界はどう
変わっていくのかを考えます。新技術・新素材などによる登山装備の移り変わり。アンケートから見え
てくる登山者の意識変化。登山条例、山岳遭難、環境問題、デジタル機器の進化……。識者の座談会に
よる10年後、20年後の登山界予想など。これまでの流れから新時代の登山を見据えます。

最新版・登山の基本100

広告料金

1色広告

これまで地図読みの基本といわれてきた地形図や、愛用者の多い登山地図に加えて、ハンディGPS、ス
マートフォンの地図アプリなどを登山で使用する人が増えています。基本となる地図読み術をあらため
て解説しながら、地図の種類やデバイスの特性を生かした地図読みの新基本を紹介。登山のスタイルに
応じたデバイスの使い分けや、ナビゲーション技術についても提案します。

絶景を1枚の写真に切り取る山岳写真家。エリアを熟知した山岳写真家に、各人が知っているとってお
きの「紅葉ベストスポット」を教えてもらいました。立山、雪倉岳、下ノ廊下など、人気の場所から穴
場まで、北アルプスのなかでも厳選された20のスポットを、写真家のとっておき作品とともに紹介。
絶景を上手に写真に撮るコツも詳しく指南します。

掲載面

＊4 色中面広告では、早期お申し込みでの割引価格もございます。

地図読みの最新技術

北アルプス 紅葉ベストスポット20

4色広告

広告部

●デジタルガジェット企画 →P5
へ

発売日 毎月15日発売
発行部数 18 万部
定価 1,028 円（本体952 円）
判型 A4 変型判
綴じ 無線綴じ

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ビルディング
03-6744-1928
☎03-6744-1907
koukoku-yk@yamakei.co.jp
www.yamakei.co.jp

ご注意
・集広状況によっては、申し込み
締め切り前でも満枠の場合があ
ります。
・広告原稿は、締切日までに必ず
完全データ（4 CはJ M PA準拠）
で入稿してください。当方での
データ修正や調整は原則できま
せんのでご承知置きください。
・断ち切り原稿は、四方に各3㎜
の断ちシロを付けて下さい。
・製版完了後のお客様都合による
再製版は、別途製版代を申し受
けます。
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広告企画一覧
片面純広告
＋片面編集記事

（EQUIPMENT＆GEAR）

フォーマット
広告料金

企画広告

編集記事 連動型企画

実施料金

登山用具
スーパーバイヤーズガイド

900,000 円

2018年オススメ企画

オリジナル

800,000 円

（5月号）

登山者の関心のある登山用具・ウェアについて解説する編集記

貴社の広告商品に関連付けた
記事を、巻頭のコラム＆トピ
ックスページにて制作。対向
面には同商品の純広告を配置
して、見開き感覚で展開しま
す。1号につき3ページまで、
1アイテム2社までの限定企
画です。

07R1

事（4〜6ページ）と連動したプロモーション企画です（総ペ

4C2P

ージ数16ページ程度）
。編集記事で当該アイテムについて解説

用具の訴求ポイントをわかり
やすく分析・紹介し、読者の
購買意欲をそそります。記事
のPDFをご提供し、一定期間
販促ツールとしてご使用いた
だける特典付。P6参照。

下版 製作

CS6

山の高機能アンダーウェア

INDEX

バイヤーズガイド

した後に、商品紹介ページを連動させることで、読者への確実
な訴求と深い商品理解につなげます。
雑誌掲載後は、誌面記事を抜き刷り（※）し、登山用品店や貴

High Performance
Underwear

社直営店で配布する販促ツールとしてご使用いただけます。

Buyer’s Guide

アンダーウェアは登山ウェアのキーアイテム
アンダーウェアの素材の特性
デザインと厚みで使い勝手が変わる

機能を引き出すレイヤリング術
アンダーウェアQ&A
Foxfire サーモコアミッドクルー
icebreaker オアシスロングスリーブクルー
MIZUNO ブレスサーモアンダーウェア

by THE YAMA TO KEIKOKU

finetrack ドライレイヤー

※1〜3万部を予定

G

AF15G 11.06

アクト伊藤

実施号
・6月号（5月15日発売）
：テント泊装備
（第2特集「テント泊AtoZ」に連動）

登山用具
フィールドレポート

900,000 円
CS6

Product Field

CS6

CS6

樹林を歩いていると時計のアラーム

ナビ画面の視認性のよさが
安全性を高める

山頂で高度グラフを確認する。累積

が鳴った。荒地山の山頂に着いた合図

だ。ルートを作成するとき、分岐や山

頂など、ルート上でポイントとなる場

所を設定しておくと、そこに到着した

際にアラームで知らせてくれる。疲れ

ていて分岐を見落とすといったミスを

防いでくれるはずだ。

標高をグラフで表現し、累積上昇高度

や残りの累積降下高度も数値で示され

る。ナビ画面はどれもシンプルなので

ひと目で情報を確認できる。このシン

プルさは、登山のツールとして高く評

価されるべき点だ。登山中は、目線を

すばやく動かして、天候や地形、周囲

また、行動中のパートナーとしてだ

の状況などの情報を瞬時に得て、判断

し、
行動に反映させる。
そのため目で得

られる情報は簡素なほうがよい。トラ

バースの画面デザインは、ナビゲーシ

ョンに必要な情報を瞬時に確認できる

ので、登山というアクティビティを深

く理解し、作り込まれていると感じる。

Pro duct Field R ep o rt

けでなく、下山後もしっかり活躍して

くれる。登山記録をスマートフォンの

アプリに保存し、ファイリングするこ

とができるのだ。ルートの軌跡はもち

ろん、高度グラフや行動時間、温度変

化など、詳細な山行記録の蓄積は、次

の登山に向けての貴重な資料に、そし

て、自身の登山レベルの向上に役立つ

ろっこう

SUU NTO

S U U N T O / T R AV E R S E & T R AV E R S E A L P HA

TRAVE RSE

2
1 木が頭上を覆うような登山道でもGPSの測位精度は
高かった 2 これもナビゲーションツール？ 3 メニ
ューの呼び出しなどの操作も簡単。慣れるとほとんど
何も考えずにできるほど 4 使い勝手のよさとシンプ
ルな美しさを兼ね備えたデザイン

6

W h a t' s

3

5

SUUNTO

1936年、
熱心な
アウトドア愛好家が
1つのコンパスを作った
ことから始まる

7
5 柔らかく肌になじむバンドは着けている
ことを忘れる快適さ 6 子どもの頃、授業
をさぼって独りでよく来た六甲山。町と海
を一望できるこの山が好きだ 7 画面の標
高は「550 m」
。山頂の標高に腕の位置を
プラスした数値が正確に表示されている

創業者で、アウトドア愛好家のト

oku
89 yama-to-keik

ーマス・ヴォホロネンが、乾式コ

2017.07

ンパスの不安定な針の動きや不正
確さを解消するため、測定精度の
高い溶液充填コンパスを開発した
ことがはじまり。以来、高精度の

計測機能を提供するという信念の
もと、アクティビティを楽しみ共
有する製品づくりを続ける。

4

1
90

Tester
ささくら・たかあき
日本山岳ガイド協会山岳ガイド
ステージⅡ。1966年神戸市生
まれ。国内はもとより、ヨセミ
テ国立公園でのビッグウォール
クライミングなど、幅広く活動
する。著書に『高みへ 大人の
山岳部』
（東京新聞出版部）など。

91 yama-to-keikoku 2017.07

実施料金

実施料金

（スマートウォッチなど）

オリジナルタイアップ

1,700,000 円〜

実施例（2017年12月号より）

「山の高機能アンダーウェア
バイヤーズガイド」
7R07R11
11

下版 システム＋赤字修正
製作
責了

07R3

下版 製作

は厳しいが、着込みすぎれ

ッと冷えた空気。山の気象

線を吹き抜ける風と、ピリ

ば、とたんに汗をかいてしまう。めま

稜

ウェア。アウターのようには目立たな

られる。そのカギを握るのがアンダー

G

AF15G 11.06

アクト伊藤

Column 1

みんな買ってる、
アンダーウェア
過去1年間に購入した登山用具（上位5位）
ヤマケイオンライン「ブランドイメージ＆登山
用具購買動向調査2016」有効回答数：2494人

アンダーウェア
45.1%

42.8%
41.6%

ジップシャツなど中間着
35.5%

問合せ先
❶ファイントラック
0120-080-375
❷ゴールドウイン
0120-307-560
❸山本光学 ☎06-6783-1103
❹ティムコ ☎03-5600-0121

High Performance
Underwear

Buyer’s Guide

ルで保温と通気を両立。薄すぎず、厚すぎ

登山者対象の動向調査では、最も購
入している用具はアンダーウェアだ
った。季節やシーンに合わせて、あ
るいはよりよい一着を求めて、頻繁
にアンダーを購入する登山者の姿が
見えてくる。
Column 2

ず、低温下でサクサク歩くときにちょうど
SPEC

アイスブレーカー
オアシス
ロングスリーブクルー
価格＝1万584円
カラー＝全5色
（ブラック、
グリ
ッドストーンヘザー、
ミッドナ
イトネイビー、
コナ、
コッパー）
サイズ＝XS～2XL

山に行く日、これから向かう尾根や森を思い浮か

温度と湿度の絶妙なコントロール。山岳地帯に生き

べながらウェアを選ぶ。心地よく自然とつきあい、

るメリノ羊が環境に順応し、健やかに過ごすために

満ち足りた気持ちで街へ下りてくるための相棒は、

身につけた自然の賜物だ。寒いときは熱を蓄え、暑

気付くとメリノウールであることが多い。

ければ放出するという、私たちがウェアに求める機

メリノウールを高級紳士服の世界からスポーツウ

能そのもの。加えて、愛用者を魅了しているのが、汗

ェアへと導いたアイスブレーカー。ニュージーラン

をかきながら数日の行動を経てもにおいが気になら

ドの広大な山岳地帯で育まれた上質な羊毛のみを用

ないこと。濡れた状態でも冷たさを感じにくいこと

い、機能的なウェアに仕立てている。山で着る素材

も特徴のひとつだ。

としてメリノウールを定着させてきたブランドだ。

Hybrid

オアシスロングスリーブクルーは、秋から冬にか

なかでも「オアシス」と名付けられたシリーズは、 けて使いやすい、やや厚みのあるタイプ。インナー
アイスブレーカーの原点であり、永遠のベーシック。 にはもちろん、適度なゆとりがあるので一枚で着て
メリノウール100％にこだわり、素材の持ち味をシ

Synthet
Fiber ic

も格好いい。滑らかな着心地で、厳しい雪山でも、木

11

10

アンダーウェアに
求める機能

アンダーウェアに
使われる高機能素材とは

W
oo
l

いい。ちなみにフリースは〝羊毛”という意

左／化学繊維：ティムコ サーモコアミッドクルー 5832円
問❹ 中／メリノウール：アイスブレーカー オアシスロング
スリーブ 1万584円 問❷ 右／ハイブリッド：ファイントラ
ック メリノスピンライトロングスリーブ 7776円 問❶

化学繊維

メリノウール

ハイブリッド

Synthetic Fiber

Merino Wool

Hybrid

化学繊維の特徴はなんといって
も速乾性と耐久性。発熱素材な
どを混紡して保温性を高めた素
材もあるほか、編み方を変えて
通気性を高め、夏のアクティブ
な登山向けに仕立てた生地もあ
る。ポリエステルのほかに、疎
水性を備えた軽量なポリプロピ
レン繊維などがアンダーに使用
されている。抗菌加工でにおい
対策も万全だ。

メリノ種の羊からとれるウール
は断熱性が高く、繊維のクリン
プ（縮れ）が暖かい空気を溜め
込むほか、湿気を吸うと「吸着
熱」を生じるため、濡れても暖
かい。速乾性では化繊に劣るが、
吸収した水分をゆっくり放出す
るので汗冷えしにくいという長
所もある。長期山行でにおいに
くいのもウールの利点。春夏向
けの薄手生地もある。

異なる繊維を組み合わせたハイ
ブリッド繊維も増えている。代
表的なのはウールと化繊で、ウ
ールの保温性と化繊の速乾性を
組み合わせた素材だ。ウールと
化繊だけでなく、ポリエステル
とポリプロピレンなど、化繊の
組み合わせもある。また、繊維
だけでなく異なる編み方の生地
を組み合わせて縫製するハイブ
リッドウェアも登場している。

● 保温・温度調整
● 吸汗速乾
● 肌触り
・動きやすさ

保温性、濡れによる冷えを防ぐ吸汗
速乾に加え、ストレスのない着心地
や、登攀時の動きやすさも欠かせな
い機能だ。
男性：ファイントラック メリノスピ
ンサーモフーディ 1万1340円
女性：ファイントラック メリノスピ
ンライトロングスリーブ 7560円
いずれも問❶

3

2

タイアップ例

コラム枠

編集記事例

広告料金表
広告スペース

枠数

広告料金

サイズ（㎜）

表4 ※1

1本

500,000 円

280×210

中面4C1P純広告

2本

400,000 円

280×210

フォーマットタイアップ ※2

3本

700,000円※3

※1 小冊子になった際の掲載位置です。雑誌誌面では、企画の最終ページでの掲載になります。
※2 アイテム1点紹介、または同一商材でのカタログ紹介の2種類。
※3 見開き2ページ分の制作費込みの料金です。
＊詳細は、別途各企画書をご覧ください。上記以外にも、特集記事やご希望のテーマに合わ
せた広告企画をご提案いたします。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

ぐるしく変化する体感温度を調整しつ

4

いちばん目立たないけれど、
じかに肌に重ねるアンダーウェアは、
登山の快適さと安全性を左右する重要アイテムだ。

ソックス

状に厚みを変化させたストライプチャンネ

完全オリジナルな別冊付録は、
抜群の販促ツールになります。
また、誌面展開したタイアッ
プ広告に表紙やカタログを追
加するなどしてグレードアッ
プ、増し刷りして店頭POPや
販促・集客ツールにお使いい
ただけます。

つ、汗などによる濡れを処理するとい

ングスリーブジップは内側を起毛させ、線

お見積もりいたします

う難しい役割が、登山ウェアには求め

ウールのミッドレイヤー。ディセンダーロ

別冊付録・オリジナル小冊子・
増し刷り

のキーアイテム、アンダーウェアだ。

る。そんなときに取り入れたいのがメリノ

実施料金

きには命さえ守る。それが登山ウェア

な登りや森林限界以下のエリアでは暖かく、

に据えたいアイテムだ。

アンダーウェアは
登山ウェアの
キーアイテム

44.7%

アウターシェルを着る時間は短く、ハード

味で、こちらが本家。ミッドレイヤーの軸

CS6

トレッキングパンツ

それでいて暑くならないウェアがほしくな

1 家族で営む広大なファーム。私たちが
登る山と標高が近く、四季折々の自然の
なかで暮らしている 2 丁寧なハンドピ
ックで製品に適した羊毛を選別する。極
上の着心地を生むプロセスのひとつ

下版 製作

登山靴

男性／帽子：アイスブレーカー フレクシーシュート 4104円 問❷ ゴ
ーグル：スワンズ C2N-CU/MDH-SC-PAF MAW 2万5920円 問❸ トップ
ス：アイスブレーカー オアシスロングスリーブクルー 1万584円 問❷
グローブ：アイスブレーカー オアシスグローブライナー 4212円 問❷
ボトムス：アイスブレーカー オアシスレギンス 1万44円 問❷
女性／帽子：ザ・ノース・フェイス スワローテイルバイザー 4968円
問❷ サングラス：スワンズ SOU2C-0712 R/BK SOU-II-C サングラス 1
万5120円 問❸ トップス：ザ・ノース・フェイス ショートスリーブド
ライクルー 4536円 問❷ ボトムス：ザ・ノース・フェイス フレキシ
ブルショーツ 6372円 ドライトラウザーズ 5184円 問❷

たとえば厳冬期の雪山。天候に恵まれれば

2

登山時の快適さを高め、いざというと

メリノウール
onメリノウールで、
冬のレイヤリングを最適化

の機能がぎっしりと編み込まれている。

1

いし、薄くてシンプルに見えるけれど、

アンダーウェアの
素材の特性

のように機能している。

冷えと濡れから登山者の体を守るため

ヤマケイオンライン・ブラン
ドイメージ調査（YOLBIS ／
ヨルビス）と連動した誌面企
画。ブランドに関するクイズ
を誌面で展開し、読者からブ
ランド HP へのアクセス増を
図ります。兄弟誌の「ワンダ
ーフォーゲル」にも同時掲載。
参加社には、調査データのフ
ィードバック特典も。

こうした化繊主流のアンダーウェア

1ブランドにつき

性に優れる一方、繊維断面の形状を変

300,000 円〜

えたり表面を化学加工したりすること

そのふたつは信頼で結ばれ、チーム

ンプルに伝えてくれる。繊細な繊維がもたらすのは、 漏れ日の低山でも、変わらず肌に寄り添ってくれる。

YOLBIS連動企画・
アウトドアブランド
＊
（6月号）
プロファイルクイズ

で吸汗性を高められるため、アンダー

を最大限に生かしたウェアを作る。

ゴールドウイン
カスタマーサービスセンター
0120-307-560
www.goldwin.co.jp/icebreaker

実施料金

の主要素材になっている。

スブレーカーは上質なメリノウール

のなかで、近年再評価されているのが

マーは誇りをもって羊を育て、アイ

かつて登山用アンダーウェアの主流

のは不思議なことではない。ファー

はウールだった。ほかの繊維に比べて

ごしているのかが、羊毛に表われる

メリノウールだ。高品質な羊毛だけを

G

AF15G 11.06

アクト伊藤

G

AF15G 11.06

アクト伊藤

スのなかでは、体調を崩し、肌が荒
れたりする。羊がどういう環境で過

用いた生地の肌触りはすばらしく、防

て、動きながらそのスピリットを感じ取る。

想像してみてほしい。人もストレ

縮加工により洗濯機で洗えるようにな

完成度を高めていく。一方で、使い手は着

ウェアだ。

保温性がすば抜けて高く、濡れても冷

ても、ストレスの種をひとつひとつ除いて

「つい袖を通してしまう」
というのはそんな

えにくいのが定番の理由だったが、高

がりやすいから。大事に至ることではなく

Oasis
LS Crewe

ブレーカーのメリノウールだ。

G

AF15G 11.06

アクト伊藤

もたらされたもの。それが、アイス

きが大きく、ザックとの干渉で裾がずり上

った。さらに、ウールと化繊を混紡し

然のなかでゆったりと生きる羊から

身頃の丈を長くとってあるのは、登山は動

たハイブリッド素材も登場。登山者が

され、本来食むべきものを食み、自

ばり感を抑えたフラットシーマーに。後ろ

季節や目的の山、好みに合わせてアン

で慈しむ。土壌や牧草は厳しく管理

夫のひとつ。そのステッチは縫い代のかさ

ダーを選択できるようになったのだ。

り歩きながら羊たちを放牧し、家族

かかる肩の上からステッチをはずすのも工

2

価で縮みやすい、
肌触りが悪いなど、
短

ことも。ファーマーは山小屋を泊ま

の積み重ねでできている。ザックの荷重が

icebreaker

所も多かった。1980年代に入ると、

度、寒いときはマイナス10度になる

No.

自然のなかで
生まれた快適を、
そのまま受け継ぎ
身にまとう

クロロファイバー（ポリ塩化ビニル繊

避けて山麓に下りる。暑いときは35

07R2

維）の登場をきっかけに、手入れが楽

山の上で自由に歩き回り、冬は雪を

下版 製作

CS6

Underwear Catalog

現在もアンダーウェアといえば化学

ニュージーランドの南島。メリノ
た広大な牧場で過ごしている。夏は

表紙（トビラ）例

ーが登山ショップに並ぶようになった。

ウェアの快適性は素材のよさ＋小さな工夫

©山と渓谷社
山と溪谷2017年12月号掲載

繊維のモデルが多い。なかでも、ポリ

高品質な
メリノウールを育む、
ニュージーランドの
自然と人
羊はサザンアルプスの峰を背景とし

登山や自然に関するあらゆる
情報が集まる山と溪谷編集部
制作のオリジナルタイアップ。
お客様のご要望に、専門集団
ならではのアイデアと企画力
でお応えします(早割適用の
場合は100万円〜)。

07R10

責了 システム＋赤字修正

CS6

4C2P

「日本の優れた自然環境とそ
の文化を次世代に遺そう」を
テーマに、山と溪谷社が設立
した日本山岳遺産基金。本企
画は同基金と連動して、テー
マに即したコラム記事を展開。
同ページに広告スペースをご
提供します。また、オリジナ
ル便利袋に協賛社名ロゴを入
れてご提供します。

7R 10

CS6

より心地よく、
暖かく。
ストレスのない
着心地の秘密

山と溪谷編集部
辻野 聡、川原真由美
中村英史
鈴木京介
（BARK in STYLE）
鶴田真梨
（B-Tokyo）
デザイン 細山田デザイン事務所
印 刷 大日本印刷株式会社
編 集
執 筆
写 真
モデル

エステルは繊維自体が吸水せず、速乾

4C1P（ 変則サイズ）

＊集広状況などにより変更の場合もございます。

o

600,000 円

イチ押しの最新登山用具を実
際にフィールドに持ち出し、
その優れたポイントや使い勝
手をヤマケイならではの視点
で紹介します。オプションと
して、掲載後、4ページの別
刷り（5000部30万円〜）を
ご提供、販促ツールとしてご
利用いただけます。P6参照。

で安価な化学繊維
（合成繊維）
のアンダ

＊
（7月号）

・4月号（2019年3月15日発売）
：デジタルガジェット

CS6

1936年、フィンランドで誕生。

日本山岳遺産キャンペーン

（アイゼン、ピッケル、雪山用登山靴、アウターシェルなど）

4C4P

CS6
材料となるだろう。

たか ざ

15

私がスント・アルティマックスを登

あれ ち

のこと。視認性の高さと高機能が気に

入って、それ以来ずっとスントの時計

を使い続けている。今回は六甲山系、

山用腕時計として選んだのは約 年前

登山の準備として、ルートの全体像

まずスタート地点の高座の滝で、時

荒地山周辺の変化に富んだ地形で使っ

よる測位や、
「ルートの全体図」
「高度

グラフ」などを簡単なボタン操作で確

認し、歩き始める。

た感想を踏まえて、スント・トラバー

スについて紹介しよう。

を把握することは不可欠だ。トラバー

スは、ムーブスカウントというウェブ

計に登録しておいたルートを呼び出し、

ナビゲーションを開始する。GPSに

積雪期やバリエーションルートのよ

サービスで事前にルートを作成し、腕

時計にインポートできる。それを登山

当日にナビとして利用できるのだ。ル

ート作成は地図上のコースをクリック

してつなげていくだけでよい。この作

業は、自分が歩くルートを事前にトレ

ースすることで、自然と当日の行動を

イメージすることにつながる。

成

池田菜津美＝構

うに決まった道がない登山では、PO

的のポイントまでの直線距離と方位を

示してくれる機能で、現場で地形を読

みながらルートを決めるような山行の

際に利用価値が高い。

笹倉孝昭＝文

I（ポイント・オブ・インタレスト）

を登録しておくと安心だ。POIは目

GPSを搭載したウォッチ、
。
』
SUUNTO『TRAVERSE ン機能を使用してみた。
フィールドでナビゲーショ
中村英史＝写真

1,200,000 円
CS6

Report

操作簡単な
ナビゲーションツール

商品そのもののディテールは
もちろん、開発ご担当者やテ
スターのコメントも盛り込め
る企画です。
「スーパーバイ
ヤーズガイド」掲載月号以外
に、随時実施致します。P7
参照。

（最新のレイヤリングノウハウを解説）
・11月号（10月15日発売）
：雪山装備

in

4C2P

・10月号（9月15日発売）
：最新ウェアレイヤリング

実施料金

M
er

クローズアップ・
マウンテンギア

実施料金

フォーマットタイアップについて
・メインカット1点、
サブカット3点を撮り下ろし
・コラム枠を設け、
ご希望の内容で構成が可能

5

フォーマットタイアップ企画

「登山用具スーパーバイヤーズガイド」
春夏 2018 5
（

魅力を
旬の登山用具の
から解説
ユーザー視点

フォーマット＋バリエーション枠

クローズアップ・マウンテンギア

構成、
エーション枠で
リ
バ
＋
ト
ッ
マ
ー
フォ
企画
号を選べる人気
お値頃で実施

年 月号）

本格的な登山シーズンを前に、旬な

ご紹介したいアイテム1点をクロー

アイテムを紹介する企画です。商品

ズアップする企画です。商品のディ

の魅力を、印象的な写真と詳細な解

テール紹介が中心のフォーマット記

説記事で強く訴求します。

事の中に、バリエーション枠を設け、
ご希望の内容も掲載可能です。

企画のポイント
紹介アイテムは1ページ1アイテ

企画のポイント

ム。1アイテムにつきメインカ

商品1アイテムを、メインカッ

ット1点、細部カット3点で紹

ト1点、細部カット3点で紹介

介します。

します。

●

好評の
「読者モニター」
を実施
● 掲載ページの PDF を
ご提供

●

印刷して販促ツールにご使用い

印刷して販促ツールにご使用い

ただけます（使用期間3カ月間）
。

ただけます（使用期間3カ月間）
。

要素を自由に選べる
「バリエーション枠」
● 掲載ページの PDF を
ご提供

実施料金

フォーマット
タイアップ企画

登山用具
フィールド
レポート

実施料金

掲載面・スペース

広告料金

4C2P見開き＋モニター記事4分の1P

800,000 円

に伝える
臨場感たっぷり
ション
用具インプレッ
の
で
ド
ル
ー
ィ
フ

バリエーション枠。
ご希望の内容で構成

2019年1月号（2018年12月15日発売予定）

サイズ（㎜）

表4（4C1P）

800,000 円

210×135

表2（4C1P）

580,000 円

表3（4C1P）

450,000 円

巻頭 4C1P 目次対向

480,000 円

巻頭 4C1P

430,000 円

が繰り返しページをめくるため利用頻度が高

1C1P 記事対向

270,000 円

く、販促効果の高い媒体といえます。1月号

1C1ヨコ1/5P（囲み純広告）

70,000 円

登山用具メーカー・
輸入代理店様向け
1Cヨコ1/2P（囲み純広告）

140,000 円

山岳保険
取り扱い会社様向け
1Cヨコ1/2P（囲み純広告）

140,000 円

『山と溪谷』1月号の定番付録である『山の
便利帳』は、登山者が山行計画を立てる際に
必要な情報が満載です。1年を通じて、読者

はこの付録を目当てに購入する読者も多く、

による中立な視点で、より分かりや

『山と溪谷』のなかで最も売れる号となって

すく訴求します。

います。
判型＝A5判（天地210mm×左右148mm）
製本＝無線綴じ

企画のポイント

4

掲載面・スペース
4C4P（1P＋見開き＋1P）

6

フォーマット4Pのうち見開き2P例

広告料金
1,200,000 円〜

1

宿泊施設様向け
（1C囲み広告）

2
164 mountaineer’s data book 2016

090-7869-0045 #0577-36-8480 ④4/27～11/4 ⑤
250人 ⑥4/27～11/3 ⑦9600円 素6500円（変更の
場合あり） ⑧融雪水 山荘内・山荘外玄関脇 ⑨45張
幕営料1人1000円 水・トイレ代含む ⑩D ⑬期間外
冬期小屋を開放（1000円）
西穂山荘 ①西穂高岳南森林限界付近 標高2367m
②〒390-0811長野県松本市中央1-11-25 西穂山荘事
務所 10263-36-7052（日・祝日を除く9時30分～16
時30分 ） #0263-32-3211 ③10263-95-2506 1
080-6996-2455 ⑤250人 ⑥ 通 年 ⑦9500円 素
6800円 ⑧あり ⑨30張 幕営料1人1000円 ⑩D A
⑬予約希望
槍沢ロッヂ ①赤沢山南方、槍沢左岸 標高1820m
②〒390-0813長野県松本市埋橋1-7-2 穂苅康治 1
0263-35-7200 #0263-35-0637 ③10263-95-2626
1090-3135-0003 ④4/27～10/末 ⑤150人 ⑥4/27
～11/2 ⑦9500円 素6500円 ⑧あり ⑨30張 幕営
料1人1000円 ⑪info@yarigatake.co.jp ⑬予約希望
団体は要予約 期間外閉鎖
槍ヶ岳山荘 ①槍ヶ岳南直下 標高3060m ②〒3900813長野県松本市埋橋1-7-2 穂苅康治 10263-357200 #0263-35-0637 ③1090-2641-1911 ④
4/27～11/2 ⑤650人 ⑥4/27～11/2 ⑦9500円 素
6500円 ⑧天水 ⑨30張 幕営料1人1000円 ⑩D A
⑪info@yarigatake.co.jp ⑬団体は要予約 期間外冬
期小屋開放（1000円）
槍ヶ岳殺生ヒュッテ ①槍ヶ岳頂上南東下、槍沢上部
標高2900m ②〒399-8101長野県安曇野市三郷明盛
1687 百瀬孝仁 10263-77-1488・2008 ⑤100人
⑥7/上～10/中 ⑦8500円 素6000円 ⑧なし ⑨50
張 幕営料1人700円 ⑩D ⑬予約希望 トイレ有料
期間外閉鎖
ヒ ュ ッ テ 大 槍 ①槍ヶ岳東方1km、雷鳥平 標高
2880m ②〒390-0874長野県松本市大手2-3-10 燕山
荘 松 本 事 務 所 10263-32-1535 #0263-32-0898
③1090-1402-1660 ④7/上～10/上 ⑤100人 ⑥7/
上～10/上 ⑦9500円 素6000円（トイレチップ200円

登山用具店様向け
（1C囲み広告）
165

4

特殊面は実績クライアント様
の優先枠
210×148

該当記事の近くに掲載
40×121

「山岳保険情報」記事ページ内
に掲載

1 50,000 円
（フォーマット）

45,000 円
（純広告）

12

該当記事と同見開き内に掲載
「登山用具メーカー・輸入代理
店」記事ページ内に掲載

「宿泊地情報」記事ページ内に
掲載

2

北アルプス

5000部 30万円〜

実施料金

11/3 ⑦9800円 素7000円 ⑧あり ⑨100張 幕営
料1人700円 ⑩D S ⑬予約希望 予約は宿泊日の前月
同日から（4/27～5/26は4/26から現地電話で受付） 期
間外閉鎖 期間外連絡先10263-33-2225
横尾避難小屋 ①横尾山荘の下流約80m登山道沿い
上高地から横尾山荘に向かい右側 標高1620m ②〒
390-0852長野県松本市島立1256-1 中信森林管理署業
務グループ 10263-47-4751 1050-3160-6050 #
0263-47-4754 ⑤30人 ⑥11/上～4/下 ⑧なし ⑬
緊急時以外使用不可 薪・ストーブ・トイレ使用不能
涸沢ヒュッテ ①涸沢カール中央、池ノ平 標高
2300m ②〒100-0006東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館B1F 涸沢ヒュッテ 103-3211-1023
#03-3211-8093 ③1090-9002-2534 ④4/下～11/
上 ⑤180人 ⑥4/下～11/初 ⑦9500円 素6500円
⑧あり ⑨500張 幕営料1人1000円 ⑬3人以上は要
予約 7/中～10/上、レンタルテント4人用7000円（別
、要予約 シュラフ、マット
途幕営料1人1000円必要）
レンタルもあり ヘルメットレンタルあり1日1000円
各料金は前年度のもの 期間外閉鎖
涸沢小屋 ①涸沢カール、北穂高岳・奥穂高岳分岐
標高2350m ②〒390-1502長野県松本市安曇787-11
涸沢小屋事務所 10263-94-2538 #050-3730-9248
③1090-2204-1300 ④4/27～10/末 ⑤100人 ⑥
4/27～11/初 ⑦9500円 素6500円 ⑧あり 0分 ⑬
予約希望 予約は2カ月前の同日から現地電話で受付（8
～19時）
北穂高小屋 ①北穂高岳北峰 標高3100m ②〒3900303長野県松本市浅間温泉3-25-8 北穂高小屋事務所
10263-46-0407 #0263-46-0306 ③1090-14228886 ④4/下 ～10/下 ⑤70人 ⑥4/29～11/3 ⑦
9500円 素6500円 ⑧天水 ⑨20張 幕営料1人700
円 ⑩D ⑬予約希望 期間外冬期小屋を開放
（1000円）
使用後要連絡
穂高岳山荘 ①涸沢岳・奥穂高岳鞍部 標高2996m
②〒506-1111岐阜県飛騨市神岡町東町504 穂高岳山
荘事務所 10578-82-2150 #0578-82-4970 ③1

33-3353

嘉門次小屋 ①明神池畔 標高1550m ②〒390-1516
長野県松本市安曇上高地明神池畔 上條輝夫 1026395-2418 #兼 ③同左 ④4/20～11/15 ⑤30人 ⑥
4/27～11/第1土曜 ⑦8000円 素6000円 ⑧あり ⑬
要予約 期間外閉鎖 期間外連絡先10263-33-8434
（予約受付は3/10から）
旅荘山のひだや ①明神池畔 標高1540m ②〒3901516長野県松本市安曇4469-1 10263-95-2211 #
0263-34-4605 ③同左 ④通年 ⑤55人 ⑥4/下～
11/初 11/下～3/下（冬期小屋） ⑦9500円～21000円
⑬要予約 全室個室 冬期暖房費500円
岩魚留小屋 ①島々谷南沢・岩魚留沢出合 標高
1260m ②〒390-1502長野県松本市安曇804-1 奥原
英考 10263-94-2072 #兼 ⑬島々谷～徳本峠間の
通行は要確認 16年の営業未定
徳本峠小屋 ①徳本峠頂上 標高2135m ②〒3901703長野県松本市梓川上野1020 10263-78-2350
#兼 ③1090-2767-2545 ④4/27 ～10/下 ⑤30人
⑥4/27～10/下 ⑦9500円 素6500円 ⑧なし ⑨20
張 幕営料1人700円 ⑩D A ⑬要予約 予約は現地電
話へ
氷壁の宿 徳澤園 ①徳沢 標高1560m ②〒3901516長野県松本市安曇上高地 徳沢 上條敏昭 1
0263-94-2438 #0263-94-2059 ③10263-95-2508
#0263-95-2512（4/下～11/上） ④5～11月 ⑤120人
⑥4/25頃～11/10頃（開始日・終了日は要問合せ） ⑦
10000円～ ⑧あり 1分 ⑨200張 1人700円 ⑬予
約希望 シーズン中は現地電話へ連絡
徳沢ロッヂ ①梓川・徳沢出合本流左岸、徳沢 標高
1550m ②〒390-1516長野県松本市安曇上高地4470
10263-95-2526 ③ 同 左 ④4/下 ～11/上 ⑤72人
⑥4/下～10/中 ⑦未定 ⑧なし ⑫可 未定 ⑬要予
約 期間外閉鎖
横尾山荘 ①梓川・横尾谷出合本流左岸 標高1620m
②〒390-1516長野県松本市安曇上高地 10263-952421 ③ 同 左 ④4/26～11/4 ⑤250人 ⑥4/27～

備考

90×122

凡例＝①位置②連絡先③現地電話④現地電話開設期間⑤収容人数⑥開設期間⑦宿泊料金⑧水場の有無⑨幕営張数
⑩利用可能な携帯電話（D＝docomo A＝au S＝SoftBank）⑪Ｅメールアドレス⑫日帰り入浴⑬特記事項

主要登山地情報

ケ撮影。

オプション：抜き刷り
小冊子

主要登山地情報
北アルプス

alpenhotel@m-kamikouchi.jp ⑫可 7～10時、12時
～14時 600円 ⑬要予約
五千尺ロッヂ ①上高地河童橋そば 標高1500m ②
〒390-1516長野県松本市安曇上高地4468 1026395-2221 #0263-95-2511 ③同左 ④4/中～11/中
⑤134人 ⑥4/中～11/中 ⑦10800円～ ⑧なし ⑩D
A S ⑬要予約
小梨平キャンプ場（森のリゾート小梨） ①上高地河童
橋から明神方面5分 標高1500m ②〒390-1516長野
県松本市安曇上高地4468 10263-94-2536（冬期事
務所） #0263-94-2540（冬期） ③10263-95-2321
（冬期転送） #0263-95-2601 ④4～11月 ⑤150人
⑥4/下～11/初 シーズン中無休 ⑦常設テント（3～4
人用）8000円 ケビン（2人～8人）9000～60000円
⑧あり ⑨300張 1人800円 ⑩D A S ⑪info@nihon
alpskankou.co.jp ⑫あり 12～19時（受付18時30分
まで） 600円 ⑬AED設置
焼岳小屋 ①新中尾峠 ②〒390-1592長野県松本市安
曇1061-1 松本市役所山岳観光課 10263-94-2307
#0263-94-2567 ③1090-2753-2560 ⑤40人 ⑥
6/中～10/末 ⑦8000円 素5500円 ⑧なし ⑩D A S
⑬予約希望 団体のみ要予約 予約は現地1へ 期間
外閉鎖
岳沢小屋 ①前穂高岳直下岳沢 標高2170m ②〒
390-0813長野県松本市埋橋1-7-2 穂苅康治 1026335-7200 #0263-35-0637 ③1090-2546-2100 ④
4/27～11/2 ⑤60人 ⑥4/27～11/2 ⑦9500円 素
6500円 ⑧あり ⑨30張 1人1000円 ⑩D A ⑪info@
yarigatake.co.jp ⑬要予約 期間外閉鎖
朝焼けの宿 明神館 ①明神池・徳本峠入口、上高地
明神 標高1530m ②〒390-1516長野県松本市安曇上
高地明神 10263-95-2036 #0263-95-2037 ③同
左（ 通 年 ） ④4/27～11/5 ⑤120人 ⑥4/27～11/5
⑦相部屋9500円 個室13500～16000円（2人の場合）
素8000円 ⑧なし ⑪info@myojinkan.co.jp ⑬予約
希望 展望風呂あり 旅館内にロッヂ部屋60ベッド、
一般客室26室あり 期間外閉鎖 期間外連絡先10263-

商品1アイテムをフィールドロ

●

900,000 円

広告料金

『山の便利帳』2019

します。実際の使用感を、ライター

4C2P見開き

広告スペース

MOUNTAINEER’S DATA BOOK

その使用感や優れたポイントを紹介

広告料金

『山の便利帳』2019 広告料金表

別冊付録

登山道具をフィールドに持ち出し、

掲載面・スペース

50,000 円
（フォーマット）
45,000 円

40×58
「登山用具店一覧」記事ページ
内に掲載

（純広告）
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