TOPIC 4

TU 企画も刷新！ いままで以上に充実させます

MOUNTAIN SPORTS MAGAZINE VOL.4-6

別冊山と溪谷

広告資料

●巻頭プロダクトピックアップ記事
（AD 対向）

「TOP GEAR 」
AD スペース

マウンテンスポーツマガジンの巻頭では、毎号プロダ
クトピックアップの企画を用意しています。対向にブラ

SPRING
SUMMER
AUTUMN

ンドのイメージ広告を配置し、そのブランドのイチオシ
アイテムの魅力を編集部目線で紹介します。
広告 4C1P＋編集サポート記事 4C1P ￥650,000（制作費込・税別）

●地方のトレイルの魅力を紹介するタイアップ記事

「地元ランナーが案内する
BEST TRAIL 」

2016 YEAR PLAN
マウンテン スポーツ マガジン
トレイルラン 2016 年間企画書

トレイルレースを新設することで、これまで認知され

春号／夏号／秋号

ていなかった豊かなフィールドに多くのランナーが訪れ
るというケースが増えています。本誌はこのケースにな
らい、地元の顔である有力ランナーに、御当地トレイル

春号

の魅力をルポ形式で紹介してもらうという企画を用意し
ています。知られざるトレイルの魅力を発掘し、トレイ
ルランナーの誘致を訴求する企画となります。

一流トレイルランナー
100 人に学ぶ
My スタイル &トレーニング

4C4P ￥1,600,000（ロケ代は別途・税別）

2016 年 3 月下旬発売！

夏号
TRAIL RUN2016 広告料金表

MEDIA DATA

広告スペース

サイズ
（mm ）

料金（税別）

表4

274 × 220

¥800,000

表2

297 × 230

¥550,000

表3

297 × 230

¥400,000

4C1P

297 × 230

¥400,000

4C タテ 1/3

265 × 60

¥220,000

4C ヨコ 1/5

58 × 205

¥140,000

（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
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。

BACK NUMBER

発売日 60 日前

●原稿締め切り

発売日 30 日前

2016 年 6 月下旬発売！

部数 ... 5 万部
定価 ... 1200 円＋税
判型 ... A4L 判
（予定）
建頁 ... 132 ページ

製本 ... 無線綴じ

vol.1

vol.2

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地 神保町三井ビルディング
山と溪谷社広告部

TEL.03-6744-1907

vol.3

2014 年に創刊号、2015 年は春夏号、秋冬号と展開してきた『マウンテンスポ
ーツマガジン トレイルラン』が、2016 年より年間 3 号という体制に拡充して
新たなスタートをきります。トレイルランニング市場は引き続き活況であり、
ロードランナーを中心に新たな参加者も増えています。そしてメディアに求め

お問合せ
〒 101-0051

●お申し込み締め切り

ハセツネ、UTMF、信越五岳！
メジャーレース 20、
完全攻略ガイド

FAX.03-6744-1928

られる情報発信も多様化しており、その要望に応えるために、オンシーズンの
刊行点数を増やし、トレイルランニングシーンをリードしていきます！

秋号
より長く、
より速く山を走る
トレイルラン技術大全

2016 年 9 月下旬発売！

MOUNTAIN SPORTS MAGAZINE

TRAIL RUN 2016 YEAR PLAN
マウンテンスポーツマガジン トレイルラン 2016 年間企画書

TOPIC 3

MtSN との連動企画が本格的に始動します！

山と溪谷社が運営するマウンテンスポーツ情報専
門ウェブサービス「MtSN（マウンテンスポーツネッ
トワーク）
」は、2014 年の 9 月のオープン以来、発
信力の高い専門情報サイトとしてシーンに定着して
おります。トレイルランナーは、インターネットや

TOPIC 1

読者が求めるハウツー主体の特集ラインナップ

SNSに対する親和性が強く、本誌もこれまでMtSN
との連動を意識した誌面づくりを進めてきました。

動画連動の技術連載を開始します
2016 年は 3 号連続の技術連載をスタートします。雑誌
でのテキストと写真で構成された走り方の解説記事と連動
して、ウェブ（MtSN）上で動画を公開します。テキスト・
写真・動画の 3 つの要素で展開される技術連載は、これま
でになかった画期的なコンテンツになるでしょう。

on PAPER ｜ハウツー解説記事

この流れを 2016 年からさらに強化し、トレイルラ
Method of Tsuyoshi Kaburaki

ンニングシーンにおける雑誌・ウェブそれぞれの特
特集

小石で滑ってかなり危険

性を活かした立体的な情報発信を確立します。

一流トレイルランナー 100 人に学ぶ My スタイル &トレーニング

スリッピー＆マッディ

砂礫、
ザレ場

【フラット着地】

Woops!

【逆ボーゲン下り】

Vol.4

Vol.002

泥

レースでありがちな

スキー場

林道

意外なテクを初公開

DOWN HILL

DOWN HILL
足裏全体

着地する足場は安定したところを選ぶのが第一。しかし

砂利
部分

濡れた土や泥など、いかにもスリップしそうな箇所に足を
置かざるをえない場合は、なるべく足裏全体で着地するこ

積
走

と。かかとから着地してしまうと接地が「点」になってし

SPRING

そのメソッドは、一般ランナーにとっても

ランナーのほとんどは、いわゆる「市民ラン

有益な情報となるはず。シーズンの幕開けと

ナー」
。忙しい毎日のなかで、効率よくトレ

なる春号では、ツワモノたち 100 人の日常

ーニングしています。どんなライフスタイル

とトレーニングの模様を徹底取材、たっぷり

で、どんなトレーニングをしているのか？

と紹介します。

して足裏が平行になるようにし、接地面を広くしましょう。

!

【蛇行下り】 DOWN HILL

【バンクを使う】

DOWN HILL

【クッショニングラン】 DOWN HILL

スキー場がレースコースに含まれるのはよくあること。考えなし
にそのまま下ると、必要以上にスピードがついてしまい、一歩一歩

林道はどこを走ってもいいように思われがちですが、企業秘密の
ようなちょっとしたポイントがあります。それは下りの場合、中央

の衝撃が大きくなりがち。P122と同じような考え方ですが、少々左

部など砂利が多く積もっているラインを選ぶということ。特にレー

右に蛇行することでスピードをコントロールし、前ももの筋疲労を

スペースで下る場合、この砂利がクッションのような役目を果たし

なるべく抑えます。また草陰のくぼみなどには充分注意しましょう。

てくれ、筋疲労を抑えることができるんです。

使

辺

滑

!?

通

アルプスの森林限界などに
多い、
砂礫のパート（ザレ場）
は、硬い路面の上に小石の層
が重なった状態なので、実は
とてもスリッピーです。そこ
でスキーのボーゲンのように、

〜

「 10 」
「〜 7 」 荷重

足のエッジを利かせてコント
ロールするといいでしょう。

安定

【かかと着地】 DOWN HILL
水はけが悪い土や泥のトレイルでは、本来のトレイルの脇に道ができてしまっている場合がありま

2016 年 6 月下旬発売 夏号

Vol.6

AUTUMN
2016 年 9 月下旬発売 秋号

いよいよ夏本番。夏から秋に向けて、人気

要になるのか？ トレイルランナーたちの興
味はレース戦略にうつっていきます。シーズ

ーピークス、UTMF、信越五岳、ハセツネ…

ン最盛期を前に、人気レースを勝ち抜くため

etc。自己ベストを更新するため、あるいは

に必要な戦略を、総力をあげて徹底研究。わ

完走するため、どういったタクティクスが必

かりやすく解説します。

UP HILL

着地することで、前ももへの衝撃・筋疲労をなるべく抑

ってできる わだち の部分が狙い目のライン。地肌が露出するな

す。こちらのほうが安定して走れそうですが、多くの場合、この部分は本来のトレイルから外れてい

えることができます。やや腰を落とし、そろそろ〜っと

ど小石の層が薄く、安定している路面を選べば、蹴り出しのロスが

ます。環境への負荷を少なくするためにも、本来のトレイル部分を通るようにします。ただしU字の

下っていくイメージです。

少なくしっかりスピードに乗れます。トップランナーは自然と、い
かにロスなく走るか考えながら走っていたりするんですよ。

on WEB ｜ MtSN で動画を公開

ハセツネ、UTMF、信越五岳！ メジャーレース 20、完全攻略ガイド

トレイルレースが次々に開催されます。スリ

特集

路面

一方、登りではその逆の考え方になります。車や人が繰り返し通

124

125

SUMMER

特集

、

【わだち走り】

蛇行することに加えもうひとつ、意識的にかかとから

底部はぬかるんでいることも多いので、比較的乾いているバンク部に足を置くのもひとつの手です。

Vol.5

踏

ボーゲンと反対、
ガニ股で、
ハ
の字にして下ります。

同時公開

2016 年 3 月下旬発売 春号

トレイルランニングシーンでは、エリート

まうので、摩擦力が充分働かずスリップしがち。路面に対

WARNING

かかと着地だと

より長く、より速く山を走るトレイルラン技術大全

もっと強くなりたい。いずれはウルトラト

が欠かせません。レースシーズンの終盤、冬

レイルへ、あるいはファストパッキングの技

場のトレーニングの時期にもさしかかるタイ

術を身につけてトレイルランのフィールドを

ミングでリリースする秋号は、日々進化する

広げたい。
身体能力の向上はもちろんですが、

トレイルランニングの最新技術を一冊にまと

山を効率よく駆けぬけるためには技術の向上

める永久保存版です！

コースガイド連載は
GPS データダウンロードが可能になります
毎号人気を博しているトレイルコースガイド。2016 年
も毎号、首都圏や関西圏の近郊低山の人気トレイルコース
ガイドを続けます。さらに本誌に掲載したトレイルコース
に関しては MtSN で GPS ログデータを公開し、本誌読者

TOPIC 2

限定でダウンロードできるようにします。

2016 年の第 2 特集は用具情報に特化します！

on PAPER ｜コースガイド記事
RECOMMENDED TRAIL
by TOP RUNNER

トップランナーたちのお気に入りトレイル案内

NO.

5

RUNNER PROFILE
AREA

根っこが露出しているトレイルは足元注意

山屋光司
1974年生まれ。新潟県出身、埼玉
県在住。UTMF2012総合6位など、

COURSE

数々のウルトラトレイル大会で入
賞実績をもつ。山屋は本名です！

8
棒ノ折山山頂からの折り返しは、滝ノ平尾根を一気下り！
6
分岐のゴンジリ峠まで来たら、山頂まではあと少し

TRAIL DATA
沢登りから尾根道へとつなぎ、ゴー
ルは温泉という、埼玉・飯能エリア
をぐるり一周するコース。山頂は開
けていて眺望もよく、秩父の山々が
見渡せる。天気がよければ、谷川岳
から日光連山までも眺めることがで
きる（初心者〜初級者向け）
。

5

湖を囲む山並みが美しい、観光スポットの有馬ダム

谷をたどる沢歩きや︑開

のの︑ダイナミックな急登は登り

め︑朝早い場合は日が差さないも

で注意が必要︒また北側斜面のた

る︒下りきったところが︑ゴール

途中で名栗湖を望むポイントがあ

う際は挨拶と配慮を心がけよう︒

間が多いので︑ハイカーとすれ違

ノ平尾根は︑気持ちよく走れる区

山頂折り返しの帰路は︑待って

ズンは多くのハイカーでにぎわう︒

いスペースがあるので︑ハイシー

る︒あずまや︑ベンチ︑充分に広

45

尾
平
ノ

MtSN ユーザーへの

発売）は、ウェア全般の紹介と解説をし

意識調査を誌面に反映させます

ます。その時期に店頭で目にする新製品
を中心に、多くのアイテムのメリットと

トレイルデビューしたばかりのランナーから、トップシ

効果的な使い方を編集部の目線で解説し

ーンに顔を出すようなエリートランナーまで幅広い層にリ
2016 年春号の用具研究企画は

トレイルランニング
シューズがテーマです

2016 年夏号の用具研究企画は

トレイルランニング
パックがテーマです

2016 年秋号の用具研究企画は

トレイルランニング
ウェアがテーマです

ーチする MtSN。今人気のトレイルラン用具や、人気レー
ス、安全への意識調査に関するアンケートを定期的に行な
い、誌面づくりに反映させます。

同時公開

2
心地よい沢音とマイナスイオンたっぷりな白谷沢

040

4
岩茸石につながる走りやすい登山道

on WEB ｜ MtSN で GPS データを公開

分ける時期にリリースする秋号
（9 月下旬

渓

text & photograph : Koji YAMAYA

眼下に住宅が見えてきたらゴールも近い

ましたの下り︒岩茸石から先の滝

8.7km

けた山頂での山ゴハンも

8

よしの︑仲間や家族で楽しめる初

7

のさわらびの湯︒露天風呂で汗と

6

疲れを流して︑ゆったりくつろげ

5

沢を越えるとまもなく林道に合

4

甲斐があり︑両サイドにそびえる

3

岩壁も迫力があり楽しめるはず︒

2

心者向けコース︒スタート＆ゴー

1

ルは︑さわらびの湯もしくは河又

10
0

水平距離（km）

8

このコース唯一のクサリ場、足を滑らせないよう注意

標高
（m）

1000
800
600
400
0

名栗湖入口バス停︒西武池袋線飯

1km

飯能駅

guide̲01̲ 棒ノ嶺

るのもこのコースの魅力だ︒

3

湯基入

5

流︒ここで小休止を入れよう︒少

9
根っこや急坂に注意しながら下っていこう

川

6

た広場からの眺望はすばらしく︑

10

8

岩茸石

4

間

969

入

究。そしてウェアリングの選択が勝負を

棒ノ折山

ゴンジリ峠

www.mtsn.jp

県

都

根

マウンテンスポーツネットワーク

玉

京

7

041

MtSN

東

9

いで棒ノ折山山頂をめざす︒開け

START & GOAL

さわらびの湯

沢
2

秩父の山々や︑天気がよければ谷

1

名栗湖

谷

川岳から日光連山までも一望でき

川

し進むとふたたび登山道に入り︑

累積標高

930m

そこから丸太階段と尾根道をつな

棒ノ折山山頂は開けていて、晴れていれば眺望は抜群

8.7km

3

埼

7

走行距離

割︒有馬ダム〜白谷沢登山口ま

GOAL

白谷沢登山口からは沢筋の道で︑

START

さわらびの湯
Guide̲01̲
名栗湖〜棒ノ嶺

白

近年進化が著しいランニングパックの研

ら展開する用具企画となります。

4

ゴロゴロとした岩場や苔︒場所・

有間

ーズ研究企画。夏号
（6 月下旬発売）
では、

よる分析やインプレッションを交えなが

3

さわらびの湯
ADVICE

ハイカーに人気エリアのため、シー
ズンは山頂に近づくにつれ人が増え
る。マナー配慮に気を配ろう。山頂
は開けているので休憩スペースには
困らない。登りの白谷沢は滑りやす
く、下りの滝ノ平尾根は木の根に引
っかからないように注意しよう。

下旬発売）では、新製品が出そろうシュ

ます。単純なカタログではなく、識者に

1

2

COURSE TIME

天候によっては滑りやすくなるの

WEAR

LEVEL
1

約 3 時間

でがロードで︑白谷沢からはすべ

RUNNING PACK

初心者も安心！ 温泉ゴールの贅沢トレイル

AUTUMN

てトレイルとなる︵一部林道も︶
︒

います。シーズンはじめとなる春号
（3 月

SHOES

SUMMER

01

名栗湖〜棒ノ折山ラウンド

能駅から約 分︒トレイル率は約

では、毎号、装備の徹底研究企画を行な

SPRING

滝

2016 年の春夏秋にリリースする 3 冊

埼玉

