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2019夏号 ──── 2019年7月中旬発売
2019-20秋冬号 ─ 2019年10月中旬発売
2020春号 ──── 2020年3月下旬発売

トレイルランニングを
アクティブに楽しむための
“生きた情報”を
すべてのランナーに。
マウンテンスポーツの新しいジャンルとし
て、すっかりシーンに定着したトレイルランニ
ング。ショートからロング、
100マイルまで、年
間300以上のレースが日本国内で開催され、
アクティブランナーも年々増加中です。
本誌も
2014年の創刊以来、
5シーズン目を迎えます
が、2019シーズンも、
“山を安全に、楽しく走る

高い拡散力を背景に、
マウンテンスポーツの
最新動向をフォロー！

ためのノウハウを分かりやすく伝える”ことを
軸足に、年間3冊のラインナップを展開。
レベルアップしたいランナーにはもちろん
のこと、新たにトレイルランニングを始めたい
と考えている初心者ランナーが安全に楽しく
走るための装備や走行テクニックを、分かり
やすく伝えます。

『マウンテンスポーツネットワーク（MtSN）
』は、運用開始から5年目に入り、会員数は1万

3000人を突破しました。レース情報を中心に、紙媒体では追い切れない速報性の高い
ニュースを日々発信し、
SNSを通じて高い拡散力を発揮しています。情報発信の速度と、
トレイルランナーへの直接リーチは、クライアント様から高い評価をいただいています。
今後も専門誌『マウンテンスポーツマガジン トレイルラン』と密接に連動し、
SNSと親
和性の高いトレイルランニングシーンで、
大きな影響力を発揮します。
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マウンテンスポーツマガジン トレイルラン2019

広告プランのご案内

広告プランのご案内

4年間で約14,000人の会員数、フェイスブックページでも約12,200人の「いいね！」を獲得しているマウン
テンスポーツネットワークは、SNSに親和性の高いトレイルランニングシーンにおいて、高い拡散力を誇り
ます。
ランナーの好奇心を刺激する話題性のあるニュースを提供し続けるメディアとして認知されているの
で、速効性のある広告効果が期待できます。

2019年の特集ラインナップは、
トレイルラン入門者〜はじめて数年の所・中級者をメインターゲットに紙面展開を図ります。
テーマを絞り込み、テーマを深く掘り下げた読み応えのある大特集を中心に、
注目のレース情報やトレイルランニングのスキルアップや用具の選び方など、実用度の高い内容を網羅します。

MAGAZINE

2019年度特集ラインナップ

TRAIL RUN
2019夏号
7月中旬発売予定

MtSNトップページ画面

スーパーバナー

インプレッション、
PVともに最も数値の大きい、
トップペー
ジに常に表示されるバナーです。
最上部に掲載され、
サイト
全体イメージと一体感が強いインパクトのあるバナーです。

特集

総力特集 ハセツネ大全
全歴史・魅力・攻略法すべて教えます

有料ニュース

2019年に27回目の開催を迎える「日本山岳耐久レース」
（ハセツネCUP）。日
本のトレイルレースの元祖であり、多くの選手が目標としている特別な大会で
す。今特集では、ハセツネCUPの歴史をひもときつつ、その魅力の原点を探り、
タイム別レース攻略法、装備研究などさなざまな角度から紹介します。

TRAIL RUN
2019-20秋冬号
10月中旬発売予定

レクタングルバナー

表示面積が大きく、その分インプレッション効果が期待
できるバナーです。ユーザーがアクセスする度に最大5ク
ライアントでローテーションします。

特集

※レクタングルバナーをお申込みの場合、
期間中ニュース３本をサービスいたします。

トレイルランの練習は、山でもロードでも「走る」
「登る」が基本。でも、より強
いランナーを目指すなら、走る+αのトレーニングが必要です。そこで提案する
のが、
「トレイルランナーのためのフィジカルトレーニング」。トレイルランのオ
フシーズンにカラダを強化する超実践ノウハウを大公開！

2020春号
3月下旬発売予定

誘導バナー

特集

サブバナー

レース距離別
走力アップ速効メソッド100

通常サイズのバナーです。最大6クライアント表示、１枠
に対しては2クライアントがローテーションします。表示
確立が 高く、おすすめのバナーです。上下3段のバナー
は、アクセスするたびに順番が入れ替わります。

ショート・ミドル・ロング、そして100マイルと、トレイルレースは距離によってト
レーニング方法やタクティクスが変わります。ショートからミドルへ、ミドルか
らロングへステップアップを考えている人、よりタイムを縮めたい人、まずは完
走を目指す人まで、あらゆるランナーに対応する距離別練習帳です。

※サブバナーをお申込みの場合、
期間中ニュースを３本サービスいたします。

Mバナー

月単位でのお申し込みが可能なバナーです。最大10枠ま
でがご利用できます。サブバナーと同じ表示面積ですが、
位置は上下しません。

トレイルランの必須装備である「シューズ」
「ヘッドライト」
「トレイルランパック」
のフィールド使用インプレッションを交えたギア研究企画。トレイルランナー目
線による実践テストにより“気になるポイント”をあますところなく紹介します。

広告料金

2019夏号…ヘッドライト、2019-20秋冬号…トレイルランパック、
2020春号…シューズ ※毎号１カテゴリーを紹介

メディアデータ

広告料金

部数
定価
判型
建頁
製本

広告スペース
表４
表２
表３
４Ｃ１Ｐ
４Ｃタテ１/ ３
４Ｃヨコ１/ ５

5万部
1200円＋税
A4L判
132ページ（予定）
無線綴じ

サイズ（mm）
274×220
297×230
297×230
297×230
265×60
58×205

料金（税別）
¥800,000
¥550,000
¥400,000
¥400,000
¥220,000
¥140,000

巻頭AD対向
コラムページの実績例

運用開始
ページビュー数
会員数
URL
更新

①巻頭AD対向コラム
毎号、巻頭にプロダクトのコラムページを設け、その対向にブランドの広告を配置します。
そのブランドの一押しプロダクトを紹介することで、より効果的なプロモーションが可能です。
￥650,000
（制作費込・税別）

②オリジナルタイアップ
４Ｃ２Ｐ

掲載費￥800,000
（税別）＋制作費￥200,000
（税別）

※オリジナルタイアップは２Ｐ以上とし１Ｐにつき10万円（税別）の制作費をいただきます。
また、
取材実費およびモデル代等につきましては別途請求させていただきます。
※オリジナルタイアップ、フォーマットタイアップともにプラス￥300,000
（税別）
でMtSNでの掲載（1ヶ月間）
が可能です。
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広告商品
スーパーバナー
レクタングルバナー
サブバナー
Ｍバナー
有料ニュース
メルマガ広告
編集部インプレッション
タイアップ（掲載費）
タイアップ（制作費）

サイズ
728×90
300×250
300×100
300×100
300×100
-

スタイル
バナー
バナー
バナー
バナー
ニュース
テキスト
記事
導入バナー

受付枠数
1
5
6
10

掲載単位
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
月

3
1
3

毎月1回
月

料金（税別）
¥500,000
¥150,000
¥150,000
¥15,000
¥30,000
¥30,000
¥100,000
¥100,000
¥300,000

MtSN サイト概要

タイアップページ

広告４Ｃ１Ｐ＋編集サポート記事４Ｃ１P

SNS連動

タイアップや広告特集企画で誘導に使用するバナーです。
テキストと写真によって記事の見出しのようなイメージの
バナーになります。
誘導期間中は常時表示します。

トレイルランギア・インプレッション

ギア企画

SNS連動

クライアント様の意向に沿ったニュースを掲載します。体
裁は通常のニュースと同様（PRの文字は入ります）になります。
大会やイベントの集客などで高く評価されています。

目覚めよ全身バランス！ 走らなくても
強くなれるフィジカルトレーニング

TRAIL RUN

見開き2ページ
タイアップ企画の実績例

WEB MEDIA

2019年度

マウンテンスポーツネットワーク（MtSN）

2014年9月
325,310
（2018年10月実績）
13,894人（2018年11月現在）
www.mtsn.jp
ニュース記事、ユーザーのレースリザルト登録、
トレラン記録アップ等で随時更新

『マウンテンスポーツマガジン トレイルラン』＆
マウンテンスポーツネットワーク
広告お問合せ先（共通）

株式会社山と溪谷社

タイアップ広告

SNS連動

●オリジナルタイアップ

クライアント様のコミュニケーションプランに沿ったタイ
アップページを作成いたします。掲載と同時にSNSで拡
散することで、速効性のある広告効果が期待できます。

※料金は内容によって異なりますので、
広告担当にご相談ください。
※ご希望の場合、
アンケート（最大５問）
を収集できるモニタープレゼントあり（最大5名まで）
※取材実費は別途申し受けます。
※誘導は右カラムの誘導バナーと、
ニュースで誘導いたします。

●編集部インプレッション
（フォーマットタイアップ） SNS連動

編集部のスタッフが対象商品を使用して、
インプレッショ
ンを紹介します。SNSで拡散しますので、多くのトレイル
ランナーに商品を訴求することができます。
※導入は右カラムの誘導バナーからになります。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105
TEL : 03-6744-1907 FAX : 03-6744-1928
mail : koukoku-yk@yamakei.co.jp

神保町三井ビルディング
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