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クルマ一筋40年
趣味のクルマを扱う専門誌出版社が作る 
趣味車好きの “欲” にフォーカスした趣味車総合メディア
我々が愛するクルマの楽しさを世の中に啓蒙することで、
趣味車の市場を活性化させ、 新たなファンを創造し、
趣味車の未来をさらに明るいものにしていきたい。 
このWEBサイトはそんな目的を持って作り上げました。 
『買いたい』、『売りたい』、『直したい』、『集まりたい』、
『知りたい』、『知ってもらいたい』、『繋がりたい』。 
クルマ好きが持っている根本的な “欲求” を軸にしたコンテンツで、
趣味車の愉しい世界をご紹介していきます。 

我々が愛するクルマの楽しさを世の中に啓蒙することで、
趣味車の市場を活性化させ、 新たなファンを創造し、
趣味車の未来をさらに明るいものにしていきたい。 
このWEBサイトはそんな目的を持って作り上げました。 
『買いたい』、『売りたい』、『直したい』、『集まりたい』、
『知りたい』、『知ってもらいたい』、『繋がりたい』。 
クルマ好きが持っている根本的な “欲求” を軸にしたコンテンツで、
趣味車の愉しい世界をご紹介していきます。 

THE MOTOR BROTHERSの由来 
クルマ趣味を通じて “繋がる絆” というイメージを文字にしたら、THE MOTOR BROTHERS（ザ・モーター・ブラーズ）というタイトルになりました。 

一度ハマれば抜け出せなくなってしまう、クルマ趣味の深い愉しみを共有し、 

“ファン＝BROTHERS” を一人でも増やして行くことができれば、これ以上の幸せはありません。 

2020年 10月30日正式ローンチ予定
※SP、PC提供 

メディア概要 



メディア概要 

40年分の雑誌コンテンツを生かした 
唯一無二のWEBサイト

雑誌の強み WEBの強み 

・自動車専門誌分野で40年以上の実績をもつ
  雑誌のコンテンツ力 
・専門のフォトグラファーによる
  洗練されたヴィジュアル  
・ヒストリックカーをはじめ趣味性の高いクルマに
  精通しているスタッフが制作 

・雑誌を知らない新しいユーザー層へアプローチ 
・コンテンツは毎日更新 
・好きなジャンル、ブランドなどの記事が
  すぐに検索できる 
・クルマ好きのコミュニティ形成 
・CCCグループのネットワークを活用 



市場を活性化させるサイクルを生み出すために

メディア概要 



『売りたい』『買いたい』『知ってもらいたい』 
THE MOTOR BROTHERSが提供する 

新たなクルマ売買のカタチ 

TMB BAZAARは趣味車専用に開発された新しい個人売買のシステムです。

愛したクルマを次のオーナーへ継承していくためのお手伝いをさせていただきます。 

個体の魅力を丁寧に紹介し、そのクルマの存在とあなたが掛けた愛情を、多くの人に知ってもらいましょう。 

TMB BAZAARとは？

CONTENTS #1

ー TMB BAZAAR － 

出品審査申し込み TMBによる審査 追加データ登録 バザール開催

コンテンツ紹介  - TMB  BAZAAR -



掲載される全ての車両は 
THE MOTOR BROTHERSのオススメです 

このクルマは、趣味車の世界を広げていく可能性があるか？ ファンを創造できるか？幸せな時間を共に過ごせるか？ 

そんな視点から、我々は掲載するべき車両を審査させて頂きます。 

売る側にも、買う側にも、ハッピーな取引をしてもらうことを重要視しています。 

出品されるクルマは
全て審査を通っています
ご提出頂いたデータを元に出品されるクル
マの情報を事前に精査し、掲載に向けて出
品者と協議していきます。趣味車として魅
力のある個体であるか？車両のコンディ
ションが把握出来るだけの情報があるか？
価格は適正か？事前にしっかりと情報を精
査した後に、サイトへ掲載することになり
ます。

圧倒的な情報量で
オーナーの熱意を伝えます
大切に管理してきた愛車のトピックを正確
に伝えることが重要なポイントとなりま
す。出品するためには、最低 50 枚のディ
テール写真が必須。 これまで丁寧に扱って
きたことを具体的に表現できる整備リスト
など、クルマの状態を正確に把握できる資
料は価値を高める効果があります。 事実を
正確に伝えることが重要です。オーナーが
かけてきた愛情を余すところなく表現でき
るよう、TMB はあらゆる角度からサポー
トします。

バザール不成立の車両は
継続して出品できません
世の中は常に新しい情報を求めています。
売却に至らなかった情報をいつまでもその
場所に置いておくことは望ましくありませ
ん。取引が成立するように、掲載する段階
で売る側が買う側の立場に立って考察し、
提案することが大切なポイントとなりま
す。再出品をご希望の場合は、オークショ
ン終了後にご連絡ください。翌週のオーク
ションから出品が可能となります。

売る側も買う側も満足できる価格設定

我々の愛している趣味車の場合、距離と年式という物差しだけで価値
を計ることはできません。 街の買い取り屋さんでは無価値なものが、僕
らの世界では価値を持つ。そんなことだらけなのです。 価格設定に関し
ては、市場価値をベースにしながら、買う側の立場に立って考察する
ことがポイントです。 次のオーナーへ愛車を継承し、末永くそのクルマ
が愛し続けられる環境を作り出せることを目指しています。

バザールは紳士の集い
マナーを守ってクルマ趣味を愉しみましょう
バザール欄に開催期間中、出品者と閲覧者はコメント欄を使って自由
にコミュニケーションする事が可能です。 問題が起きた場合にすぐに解
決できるよう、TMB はすべてのやりとりをモニタリングしています。 
クルマという趣味を多くの人に啓蒙し、仲間を増やして行くというこ
とが我々の目的です。否定的な意見や、攻撃的なコメントには、仲間
を増やす要素はありません。 自らの経験を生かして解決策を提案し、趣
味車の世界を盛り上げていくために、積極的にコミュニケーションを
してきましょう。 マナーに違反したユーザーはアカウントの取り消しや
再登録拒否など厳しいペナルティを課しています。

愛車を最初から最後まで安心して渡せるスキーム

コンテンツ紹介  - TMB  BAZAAR -



掘り出し物に出会った時の
あの“ワクワク”を味わおう！

サイトに掲載された情報を確認するだけで、実車を目の前にした

ときのような興奮を味わえる。それがTMBバザールの魅力。

車両のディテールの魅力を存分に伝えるために、最大300点の写

真を掲載することが可能です。良いところも悪いところも、全て

見せることで、そのクルマのコンディションが正確に把握できま

す。オーナーを目の前にしたら覗きづらいところだって、写真な

らじっくりと眺めることができますし、更に気になることがあっ

た場合には、チャットを使ってオーナーに直接コンタクトを取り、

詳しく確認することもできます。

また、エンジン音や走行シーンを撮影した動画や、内装をくまな

く確認できる360度写真なども掲載できるシステムとなっていま

す。写真が苦手という方には、プロカメラマンに撮影をお願いす

ることも可能です。

愛したクルマを手放す前に、プロが撮影した綺麗な写真を記念に

残しておこうなんていう楽しみ方もできるのです。

コンテンツ紹介  - TMB  BAZAAR -



TMB BAZAARは会員制
出品者が3種類より出品登録方法を選択できます 

＜落札手数料について＞ 
バザールで落札した購入者は、落札価格に加えて最終入札価格の5％がTMBより請求されます。 
最低料金は2万 5000円。最高額は50万円です。車両金額が50万円以下の場合は2万 5000円。1000万円を超える売上場合は50万円を上限とします。
※詳細についてはHPをご確認ください。 

Basic プラン 

最も手軽に出品できるプラン

システム利用料：10,000円 (税込 ) 

 オークションに掲載する写真およびテキストの創作は
出品者の方に行っていただきます。 

掲載期間：14日 掲載期間：14日

Advanceプラン 

フォトグラファーによる撮影をご希望の方 

システム利用料：35,000円 (税込 ) 

掲載期間：21日

Premiumプラン 

フォトグラファーによる撮影及び、
車両紹介 テキストの制作、加えて、

車両情報のアップロードサポートという
3つのサービスが受けられます。 

システム利用料：50,000円 (税込 ) 

 テキスト創作は出品者の方に行って いただきます。  

バザールの出品プラン

コンテンツ紹介  - TMB  BAZAAR -



40年分のカー・マガジン編集部、ティーポ編集部が作成した記事を

WEB上で4つのカテゴリに分けて展開しているオリジナルコンテンツ

CONTENTS #2

ー ARTICLES － 

SPECIAL ISSUE 

単なるクルマの紹介だけではない、
さまざまなジャンルの特集記事コンテンツ

BUYERS GUIDE 
今買うべき趣味車のバイヤーズガイド
雑誌では小さくしかお見せすることの
できなかった ディテール写真も
拡大して細かな所まで見れます

IMPRESSION 
実際乗ったらどうなんですか？
TMBが選りすぐった“名車”を
運転してみて感じたことを掲載

OTHERS 
オーナーズインタビューやカスタム、
古今東西の 自動車カタログなど
様々なコンテンツを掲載

AD

コンテンツ紹介  - ARTICLES -



コンテンツ紹介

クルマ趣味のパートナー、スペシャルショップを掲載。 

こんなクルマが欲しい、こんなパーツが欲しい、 

困ったときに頼れるパートナーが探せる。

弊社主催のイベントだけではなく、車に関係するイベントを紹介するページ。 

趣味車のオーナーさんたちで集まって色々な 情報を共有できる全国各地のイベントを紹介。 編集部も取材にいくかも・・・。

CONTENTS #3

ー SPECIAL SHOPS － 

CONTENTS #4

ー EVENT INFO － 

検索方法 
■都道府県別 
■ジャンル別  （クラッシックカー/ヤングタイマー/モーターサイクル）
■取り扱いメーカー別  （イタリア/フランス/ドイツ /日本 /アメリカ/その他）

※TMBスペシャルショップご掲載ご希望の方はお問合せください。 



広告WEBローンチ 特別メニュー
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広告メニュー① ： 純広告ADバナー

バナー掲載位置

記事内トップページ

バナー掲載料金
メニュー名 

スペース 

imp 

想定 /保証 

表示方法 

料金 

枠数 

掲載期間 

原稿サイズ 

トップバナー中 

① 

ー 

ー 

貼り付け 

¥300,000

1 

1 か月～ 

1670px × 345px

トップバナー下 

② 

ー 

ー 

貼り付け 

¥250,000

1 

1 か月～ 

1670px × 345px 

記事内バナー縦 

③ 

ー 

ー 

貼り付け 

¥200,000

1 

1 か月～ 

640px × 890px

記事内バナー正方形 

④ 

ー 

ー 

貼り付け 

¥150,000

1 

1 か月～ 

640px × 600px

例えば イタリア車記事  なら…

クルマに関係するもの以外のバナー広告も◎。
イタリア車好きが好きそうなもの、興味を持ちそうなものなど・・・・ 

③

④

①

②
※詳細は担当者にお問合せください。

PC SP



広告メニュー② ： 編集タイアップA・B 

タイアップ掲載料金
メニュー名 

実施料金 

誘導期間 

想定 PV 

掲載分量 

誘導枠 

レポート

編集タイアップA（レギュラー）

¥800,000 

30日（保証） ※アーカイブあり 

ー 

A4 2枚分～相当 ※要相談 

トップページもしくは記事内AD枠 

誘導終了より2週間以内に提出

編集タイアップB（ライト）

¥400,000

30日（保証） ※アーカイブあり

ー 

A4 1枚分～相当 ※要相談 

トップページもしくは記事内AD枠 

誘導終了より2週間以内に提出

通常のWEBメディアでは実現不可能な
専門的なテキストと美しいビジュアル

長年の自動車専門誌で培ったノウハウを活用 

※詳細は担当者にお問合せください。

編集タイアップ記事例

AD

PC SP



広告メニュー③ ： 編集タイアップC（雑誌、WEB同時掲載タイアップ） 

タイアップ掲載料金
メニュー名 

実施料金 

誘導期間 

想定 PV 

掲載分量 

誘導枠 

レポート

同時掲載タイアップ(レギュラー) 

¥1,000,000

30日（保証） ※アーカイブあり 

ー 

4C見開き～（雑誌）、
A4 2枚分～相当（WEB） ※要相談

トップページもしくは記事内AD枠 

誘導終了より2週間以内に提出

同時掲載タイアップ(ライト) 

¥600,000

30日（保証） ※アーカイブあり 

ー

4C 1ページ～（雑誌）、
A4 1枚分～相当（WEB） ※要相談 

トップページもしくは記事内AD枠 

誘導終了より2週間以内に提出

「カー・マガジン」もしくは「ティーポ」
誌面とWEBに 同時掲載できるパッケージプラン 

雑誌 
編集タイアップ記事例

※詳細は担当者にお問合せください。

WEB

PC SP

※「カー・マガジン」…偶数月26日発売
　「ティーポ」…奇数月6日発売



広告掲載ポリシー 

• お申込み頂く広告内容についての掲載の可否の決定権は、株式会社ネコ・パブリッシングが有しています。
以下に該当すると判断される場合は、掲載できかねますのでご了承のほどお願いします。 

以下弊社掲載基準の準拠します。（以下抜粋）

・人権を侵害する恐れのある広告 
・名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、不当な業務妨害となる恐れのある広告
・虚偽、誇大な表現である広告 
・宗教信仰による布教活動を目的としている広告 
・社会秩序を乱す恐れのある広告 
・他人の氏名、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れのある広告
・ユーザーを混乱させる恐れのある広告（ギミック広告、複数ポップアップ、ポップアンダーは不可）
・弊社サービスの競合に当たると判断した広告 
その他、弊社が不適切と判断した場合掲載をお断りすることがございます。詳細はお問合せください。 

• お申し込み、掲載された広告の責任はすべて広告主様が負うものとします。 

• 広告主様が入稿する素材及びデータの著作権、商標権、意匠権等の知的財産権については、全て広告主様の責任で当該知的財産権保持者
から利用許諾を受けていただくよう お願い致します。万が一第三者からの問い合わせがあった場合、当社は一切の責任を負いかねます。 

取引条件 /免責事項 

•すべてのメニューは、税別価格となります。 
•掲載面に関しまして、当社の事情により掲載位置が変更となる可能性もございますので、予めご了承ください。 
•広告料金、メニューに関しましては、株式会社ネコ・パブリッシングの都合により変更する場合がございますので、 事前に必ずご確認ください。 
•ご注文後のキャンセルにはキャンセル料が発生します。（掲載1週間前：100％、2週間前：75％、1か月前：50％） 

※詳細は担当者までお問合せください。 

注意事項



THE MOTOR BROTHERSは、今までの紙媒体とは異なり
様々なPRプランをご提案可能です

本資料にないプランでもご対応は可能です。別途お気軽にお問合せください。 

株式会社ネコ・パブリッシング 
THE MOTOR BROTHERS　WEB広告担当 
ad@neko.co.jp

〒141-0021 
東京都品川区上大崎3-1-1  目黒セントラルスクエア 
TEL : 03-5745-7801 

問い合わせ


