
編集部と連携して商品をPRする
タイアップ企画。

ワンダーフォーゲルでは充実した
ラインナップをご用意。

2017　2018タイアップ広告企画
tie-up advertising ideas

巻頭でメーカー様イチオシの製品について取り上げます。ワンダー
フォーゲル編集部が直接、取材・執筆・編集を行ない、商品写
真はすべて、登山用具撮影のプロフェッショナルが撮り下ろします。
ライティングにこだわったスタイリッシュな写真と、登山者目線で商
品の魅力を伝える本文原稿、キャッチ、商品キャプションのシンプ
ルな構成。読者が雑誌をめくって最初に目にする巻頭ページでの
掲載なので、純広告と合わせて商品を強く印象付けられます。

イチオシアイテムを巻頭で紹介
純広と合わせて

効果的にPR
Wangel Goods

● 1号につき3枠限定、1カテゴリー1社とさせていただきます。
　このため、お申込みの段階で掲載アイテムを確定くださいますようお願いいたします。
　掲載はお申込み順とさせていただきます。

形式	 純広＋編集記事
仕様	 4C2P（広告＋編集記事）
広告料金	 650,000円（税別）
申込締切	 発売日60日前

Data

純広とセットで
ブランドの世界観も表現

対向の純広告と合わせて掲
載することで、ブランドの世界
観も含めて読者にアピールで
きます。

1PLAN



2012年の連載スタートから好評の大型企画です。ブランドの
歴史を丁寧にひも解きながら、現行商品の魅力へとつなげて
いきます。ブランドのサポートによってなされた歴史的冒険や技
術の革新、歴史の転換点となった製品づくりなど、取り上げる

視点は様々。ブランドの歴史や哲学とともに現行商品をPRする
ことで、読者はさらに深い魅力を発見できます。編集スタッフ
がブランド関係者への取材を重ね、一から構成とビジュアルを
検討。多くの読者にアピールできる誌面を作成します。

ブランドの歴史をひも解き、
製品の魅力を引き立たせる

大型企画
Brand History2PLAN

新商品やオススメ品を
ピックアップ

ブランドの歴史やモノづくりへ
の姿勢を紹介したうえで、新
商品や提案するスタイルを2
ページで紹介します。読者に
新たな見方が生まれるはず。

印象的なビジュアル
イメージの扉ページ

企画の扉ページは、読者を引
き込む重要な役割を持ってい
ます。つい引き込まれてしまう
イメージづくりを編集スタッフ
が提案します。

継承と革新の歴史を
ひも解く

受け継がれるブランド哲学や
伝統、技術革新の歴史を2
ページで紹介します。ブランド
史に残る商品を軸に、「見てわ
かる」誌面構成を提案します。

形式	 編集ページ＋記事タイアップ
仕様	 4C5P
	 	（編集記事3P＋タイアップ2P）
実施料金	 1,000,000円
	 	（製作費込・税別）
申込締切	 発売日60日前

プラン内容	 プラス2ページの商品紹介ページ作成、印刷、製本、1ヶ所への納品
基本冊数	 5000部
追加料金	 800,000円（税別）

Data

小冊子プラン

● 1号につき、1ブランド限定と
させていただきます。

誌面5ページに2ページの商品紹介ページを編集部
で追加作成し、メーカー様の純広告などを表4として、
計8ページの小冊子をオプションで作成できます。



商品紹介に留まらず、
機能のディテールまで

掘り下げる

メーカーの定番と
これから売り出す新定番を対比
それぞれの魅力を引き出します

GEAR LABO THE STANDARD
3 4

プラン内容	 小冊子用表紙の作成、印刷、製本、1ヶ所への納品
基本冊数	 5000部
追加料金	 400,000円（税別）～

小冊子プラン
魅力的な表紙を編集部で作成し、純広告
などを表4として計4ページの小冊子をオ
プションで作成できます。

PLAN PLAN

直感的にわかりやすいビジュアルと誌面構成で商品の魅
力を伝える人気企画です。商品の特長やポイントを伝える
本文のほか、3つの機能をディテール写真とともに詳しく解
説できます。「Other Item」のスペースでは関連商品を2点
紹介。タイプの異なるアイテムを掲載したり、レイヤリングを
提案することも可能です。また、「Voice of Users（Makers）」
のコーナーでは、商品を愛用するサポートアスリートや山岳
ガイド、開発者らに魅力や使用感を語ってもらいます。

長く愛されるメーカーの定番アイテムと、新定番として打ち
出したいアイテムを2点同時に紹介できる記事タイアップで
す。定番アイテムとして改良を繰り返しながらロングセラーと
なっている商品と、同じジャンルでありながら異なるコンセ
プトで開発された商品。それぞれが持つ魅力やメリット、使
用シチュエーションの違いを細部まで比較分析し、読者の
目的にあった選び方をワンダーフォーゲルがわかりやすく解
説します。

形式	 フォーマットタイアップ
仕様	 4C2P
実施料金	 800,000円（製作費込・税別）
特典	 掲載ページを店頭POPとして3ヶ月間使用可（PDF提供）
申込締切	 発売日60日前

Data
形式	 フォーマットタイアップ
仕様	 4C4P
実施料金	 1,000,000円（製作費込・税別）
申込締切	 発売日60日前

Data ふたつの
アイテムを対比

具体的な
使用法を提案

まず、定番アイテムと新定番ア
イテムを大きなビジュアルで掲
載。それぞれの特徴を紹介し
ます。

各アイテムの特徴から、山行ス
タイルに合わせて使い方を提
案。愛用者のコメントや商品
ディテールも詳しく紹介します。



株式会社 山と溪谷社 広告部
〒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

Tel : 03 -6744 -1907 ／ Fax : 03- 6744 -1928
www.yamakei.co.jp

問合せ先

独自の切り口での
商品紹介など

オリジナル記事を作成
オリジナルタイアップ

形式	 オリジナルタイアップ
仕様	 4C2P ～
広告料金	 純広告料金＋100,000円／ 1P
	 	（製作費込・税別）
申込締切	 発売70日前

Data

綴じ込み

●綴じ込み形式についてはお問い合わせください。
●取材費およびモデル代については別途お見積もりいたします。
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アウトドライの機能はレインウェア
と同じ。外部からの雨の浸入を防
ぎ、内部のムレを放出してくれる。
パックカバーやインナーパックに頼
らずに、パック内をドライに保つ。

防水性能に優れたロールトッ
プ式の開口部はシンプルで
簡単。くるくるっと丸めてぱち
んとバックルを留めればOK。
雨蓋をかぶせることで、より
防水性能がアップする。

SPEC

防水透湿構造
アウトドライメンブレンが
雨をシャットアウト。

S

LLINE UP

防水性を高めながらも、
使い勝手のよさを考え抜いた機能は、

なるほどと
うなずかされるものばかり。

あまり聞き慣れない単語、
アウトドライってなんだろう。

アウトドライと
バックパックの関係って

どんなもの？

アウトドライは
防水透湿素材

アウトドライは耐久性に優れた防
水メンブレンをシェルに接合して完
全シーリング。シェルとメンブレンが
密着していることで水をため込ま
ず、そのぶん軽さを維持できる。

アウトドライは
水を含まない

上部ロールトップ

バックパックのボトム部は、一
見、開かないようだが、両サイ
ドのバックルを外すとロールト
ップの開口部が現われる。下
部に収納した荷物へのアク
セスがラクな便利機能だ。

下部ロールトップ

メッシュの奥に見えるグレーの
板は、軽量かつ堅牢な波型
背面パッド。タテ方向にはしな
やかに曲がりアクティブな動き
に対応、ヨコ方向にはたわま
ずに荷重を支えてくれる。

波型背面パッド

濡れたレインウェアなど、ドラ
イに保たれているパック内に
入れたくないものはフロント
ポケットに収納。水抜き穴が
つけられているので、ポケット
内に水溜まりをつくらない。

大型フロントポケット

機能

軽量、堅牢、防水という
登山を快適にする３つの特徴を備えるのが、

アウトドライ構造の
革新的バックパックシリーズだ。

ラインナップ

アウトドライってなんだ？

Scrambler RT
40

OutDry

WHAT’ S
OUTDRYWATERPROOF

40ℓモデルから雨蓋を省いた、ミニマルな山行スタイルに適
したモデル。ロールトップのバックルがサイドに付けられている
ことで、荷物が少ないときはコンパクトにまとめられる。

Scrambler RT
35 OutDry

2万円＋税
サイズ／R
容量／35ℓ（R）
重量／901g（R）
カラー／3色

スクランブラー RT
35 アウトドライ

革新的なアウトドライ構造を採用しながら、どこか懐かしさを
感じさせる一本締めタイプ。荷物が少ないときはサイドのコン
プレッションストラップでスリムにして使用できる。

Scrambler
30 OutDry

1万6000円＋税
サイズ／R
容量／30ℓ（R）
重量／770g（R）
カラー／4色

スクランブラー RT
30 アウトドライ

アクセスしやすいジップトップ式の開口部が特徴。フロントポ
ケットとサイドポケットの収納力も大きく、見た目以上に荷を
担げる。使い勝手のすこぶるいい小型バックパック。

Rainshadow
26 OutDry

2万円＋税
サイズ／R
容量／26ℓ（R）
重量／665g（R）
カラー／2色

レインシャドー
26 アウトドライ

テント泊山行に適したサイズ。防水性能の高さは、24時間降
雨テストで証明済み。軽量ながらもヒップベルトにはフルパッ
ドとポケットが付けられ、快適な使い心地を実現している。

Scrambler RT
40 OutDry

2万4000円＋税
サイズ／R
容量／40ℓ（R）
重量／1330g（R）
カラー／3色

スクランブラー RT
40 アウトドライ

一般的な
防水透湿素材の構造
シェルとメンブレンとの
間が開いていて、

水分をため込んでしまう。

アウトドライの構造

シェルとメンブレンとに
隙間がなく、

水分をため込まない。

Thunderhead Grey

Shark Dark Compass

ユニー
クな機

能満載
！

軽くて濡れない！

アウトドライの仲間を紹介！

マウンテンハードウェア
デザイン部門
グローバルディレクター
ロバート・フライ 　テント泊山行に出かけるとなれば、まずは 60ℓ以上の大型バックパックを入手しなければならなかったのはひと昔前の

お話。登山用具は進化を続け、軽量・コンパクト化の波はとどまることを知らない。1kg を下回るテントなんてざらだし、ス
トーブは手のひらに収まってしまう。スリーピングバッグもインナーダウンも軽くて温かだし、レインウェアなんて冗談みたい
に薄いのに防水透湿性は格段に優れている。
　そんな現代の登山用具事情だから、テント泊装備一式をそろえてみても、「こんなに重いものを担げるんだろうか」なん
て不安になることはない。重さを量ってみれば、きっと13kg 程度に収まっているはずだ（しこたま食料やお酒を詰め込め
ば、もちろんオーバーしますよ）。軽量化を心がければ、10kg 台に抑えられるだろう。この程度の重さであれば、ヘビーデュ
ーティな大型バックパックは必要ない。軽量な中型バックパックの出番である。
　さて、いよいよアルプスへ出かけることも決まり、パッキングの際に悩むのは防水処理。スリーピングバッグなど絶対に濡らし
たくないものは防水スタッフバッグに入れるにせよ、すべての荷物を入れるわけにもいかない。パックカバーの防水性能は低い
し、インナーパックは荷物の出し入れが煩わしい。しかし、防水バックパック「スクランブラー RT 40 アウトドライ」ならば、そうし
た悩みから解放される。濡れを気にせずにパッキングできるのだ。さらにうれしいのは、アウトドライは従来の防水透湿素材と
は異なり、水分をため込まない構造のため、濡れても重くならないこと。晴れの日も雨の日も、軽量装備を維持できるのである。
　荷物が軽ければ、足取りも気持ちも軽くなる。軽量装備を実現できるスクランブラー RT 40 アウトドライで、夏のアルプス
へと軽やかに出かけてほしい。

後立山連峰にそびえる双耳峰・
鹿島槍ヶ岳へ、急登で知られる
赤岩尾根から登る。急登を経て
稜線にたどり着けば、剱・立山
連峰の眺めがすばらしい。冷池
山荘のテント場でくつろぎなが
ら展望を楽しもう。南峰から北
峰への岩稜帯の通過は慎重
に。ピークを踏んだら往路を戻
り、西俣出合で涼んでから大谷
原の駐車場へと帰ろう。

天を突くピークを持つ槍ヶ岳は、
登山者憧れの山だ。一般的に
は2泊3日のルートに1泊2日で
挑む。横尾までは平坦な道。
徐々に傾斜がきつくなるが、スピ
ードの落ちる岩稜帯などはない
ので、いいペースで進めるはず
だ。稜線のテント場はスペース
が狭く満員になることがあるの
で、手前の槍ヶ岳殺生ヒュッテに
泊まって槍の穂先を往復しよう。

アルプス
1泊2日
テント泊
軽量装備

モデルプラン

Day1

テント泊ビギナー向き

北アルプス／鹿島槍ヶ岳

Day2

憧れのトンガリ山へ

北アルプス／槍ヶ岳

大谷原～赤岩尾根～冷池山荘

　～鹿島槍ヶ岳～赤岩尾根～大谷原

http://www.mountainhardwear.jp/
このカタログに記載されている写真、イラスト、
文章についての無断転載はお断りします。
記載された仕様、価格などは予告なく変更する場合があります。
また商品はカタログのカラーと異なる場合がありますのでご了承ください。

マウンテンハードウェア
ストレッチ
オゾニックパンツ
2万円＋税

マウンテンハードウェア
ストレッチ
オゾニックジャケット
2万5000円＋税

吸水速乾素材を使用した
ワークキャップ

マウンテンハードウェア
ドワイトカデットV.2

3900円＋税

キャップ
49g

胸部分にロゴをあしらった
速乾性Ｔシャツ

マウンテンハードウェア
ハードウェアグラフィックT NU2

5500円＋税

Tシャツ
147g

速乾性に優れたショーツは
ポケットにジッパーが付く

マウンテンハードウェア
キャニオンショーツ

7900円＋税

マウンテンハードウェア
モントレイル トランスアルプス

1万4800円+税

ショーツ
130g

荷物が軽ければ
トレイルランニングシューズで充分

シューズ
355g

レインウェア上

半袖シャツ

ベンチレーション機能を兼ねた
ジッパー付き
胸ポケット

長袖シャツ

日よけとしても機能する
襟付きシャツ

レインウェア下

ドライQアクティブの
防水透湿技術で
ムレを防ぐ

インナーダウン

湿気を防ぎ、濡れても
ロフトを保つ
Qシールドダウン

靴下

保温性、
防臭性の高い
ウールソックス

手袋

軽量でドライな状態を保つ
アウトドライ採用

ヘッドランプ

万が一に備えた
夜間行動可能な
光量のモデル

水筒

超軽量な
ポリエチレン製
ボトル

コンパス

携行に便利な
コンパクトサイズ

115g

大谷原西俣出合

赤岩尾根

冷池山荘

南峰
北峰

鹿島槍ヶ岳

上高地

横尾

槍ヶ岳殺生ヒュッテ槍ヶ岳

モデルプラン

276g
軽量で、
ストレッチする
ドライQアクティブ
採用

276g

162g 207g

72g

120g

197g

28g23g

マウンテンハードウェア
キャニオンソリッド
ショートスリーブ
シャツ
7500円＋税

マウンテンハードウェア
キャニオンブレイド
ロングスリーブシャツ
9900円＋税

マウンテンハードウェア
プラズミック
アウトドライグローブ
7900円＋税

マウンテンハードウェア
ゴーストウィスパラー
ダウンジャケット
3万4500円＋税

バックパック

マウンテンハードウェア
スクランブラーRT
40アウトドライ
2万4000円＋税

防水性に
優れた軽量
バックパック

1330g

Scrambler RT
40

OutDry

WATERPROOF

初心者
向け

上級者
向け

Illustration / Naoki Shoji
Photo / Sachihiko Koyama
Design / Ikuo Ozaki
Edit & Text /

Day1

Day2

上高地～横尾～槍ヶ岳殺生ヒュッテ

　～槍ヶ岳～横尾～上高地

マウンテンハードウェア
ゴーストUL1テント
4万9000円＋税

テント

ミニマムな自立型
ダブルウォールテント

必要最小限の
サイズをセレクト

保温、軽量、
圧縮性に優れた
化繊スリーピングバッグ

マウンテンハードウェア
ハイロ2テント
3万9000円＋税

シングルウォールと
ダブルウォールの
ハイブリッド

2人ならコレ！

保温性と軽量性の
バランスがよい
ゾーン別
インシュレーション採用 

秋にはコレ！

マウンテンハードウェア
ラミナZフレーム
2万5000円＋税

マウンテンハードウェア
ハイパーラミナスパーク
2万6000円＋税

751g 1626g

スリーピングバッグ

スリーピングマット

クッカー＆カトラリー ストーブ

737g 1219g

113g

180g 210g
折りたためるスポークと
熱いクッカーをつかむ
グリップ付き

お湯を沸かすだけなら
アルコールストーブが
軽い

ポスターや小冊子の綴じ込み
も承ります。「付録」として読者に
強く印象付けられます。料金等
詳細はお問い合わせください。

プラン内容	 小冊子用表紙の作成、印刷、
	 製本、1ヶ所への納品
基本冊数	 5000部
追加料金	 700,000円（税別）～

誌面展開ページのほか、編集部で表紙を作成し、
純広告などを表4として小冊子をオプションで作成
できます。

※誌面2ページ、表紙、表4の計4ページ冊子の場合

Challenging Sum
m

er

挑戦する夏

×
×沢登りエブリオで撮った

沢登り動画
「挑戦する夏」はコチラ

小冊子プラン

商品やブランドのアピールしたいポイントを効果的に誌面展開
するには、オリジナルのタイアップ記事がオススメです。イチオシ
商品のフィールドテストレポートやアクティビティと絡めた紹介な
ど、弊社広告部・ワンダーフォーゲル編集部が協働してプラン
をご提案いたします。山域などエリアのPRにも、オリジナルタイ
アップは最適です。通常の誌面ページでの展開のほか、綴じ
込み形式なども可能です。

フォーマットTUとは違う
切り口の商品紹介

商品をフィールドで使用するな
ど、フォーマットタイアップとは
違った切り口から商品をPR
できます。

現地取材で
エリアの魅力を紹介

山域の紹介もお任せください。
編集スタッフが取材に伺い、エ
リアの魅力を引き出します。


