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SURFING is LIFESTYLE.

サーフィンという文化を、どれだけ多彩な視点で見つめることができるか……それがBlue.創刊以来、
ぶれることなく追い続けてきたテーマです。スポーツという一語ではくくれない、サーフィンの特別な存在感や立ち位置を

幅広い切り口とアイデアで特集化することにより、その彩りを伝え続けてきました。ときにピュアファン、ときに命がけの舞台。
Blue.にとってサーフィンとは、ライフスタイルであり、生き方そのものです

サーフィンはライフスタイルだ！

世界各国の個性的なサーフカル
チャー＆ビーチカルチャーを、Blue.
らしい多彩な視点でご紹介。ライ
フスタイル、ヒストリー、サーフィ
ンの深いお話、ドキュメンタリー
に至るまで、Blue.を見ればサー
フシーンの「今」が見えてきます。

CULTURE
物件は住み手の人生や趣向を声高
に代弁します。サーファーも然り
で、Blue.は新築、リノベ、インテ
リア特集など、さまざまな見せ方
でサーファーたちと「住」の関係
性を紹介しています。Blue.の得
意分野であり大人気企画。

HOUSE
サーファーマストギアであるサー
フボードの深い特集はもちろん、
トリップやファッションアイテム、
インテリア、スキンケア商品に至
るまで、海を愛するサーファーた
ちの琴線に触れるものであれば、
ジャンルを問わず紹介しています。

GEAR&GOODS

ファッションの背景にはルーツが
あり、カルチャーがあるもの。サー
フファッションも、その歴史や時代
背景を反映しながら育ってきまし
た。スタイルはもちろん、自然を守
る気持ちを込めたサスティナブル
な素材も近年のキーワードです。

FASHION
サーファーはみな旅人であり冒険
家。まだ見ぬ理想の地を求め、国
内外を巡ってみたいサーファーの
ために、Blue.では毎号トリップ
特集を掲載しています。トリップ
に欠かせないグッズやHOW TO、
旅先ガイドなどもお手のもの。

TRIP
「サーフキャンプ」という言葉が
あるように、サーファーとアウト
ドアライフは切っても切れない間
柄。キャンパーで巡るトリップか
ら、仲間と楽しむビーチキャンプ
まで、海へと続く道のりはすべて
サーファーのフィールドです。

OUTDOOR

クルマはサーファーのライフスタ
イルを反映する大切な相棒。スタ
イル重視、環境配慮、ファミリー
主義、アウトドア派……注目の新
車からクラシックカーまで、Blue.
の中でもとくに読者からの要望が
多い、隠れた人気コンテンツです。

CAR
日ごろから自然を舞台に遊んでい
るサーファーたちは、環境意識が
極めて高いです。Blue.はときに
真面目に、ときにアップサイクル
などユニークな発想を込めた切り
口で、サーファーらしく持続可能
な生き方を応援しています。

SUSTAINABLE
サーフミュージックにサーフアー
ト。それらは各時代のサーファー
たちの感性を色濃く反映してきま
した。ファッションとの結びつき
や、サーフィンが単なるスポーツ
ではなく「ライフスタイル」と呼
ばれる理由が詰まっています。

ART&MUSIC
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MAGAGINE

歴史や文化をまじえた読み応えたっぷりの濃い特集から、ユニークでカジュアルな楽しい特集まで、多種多彩。
その表現の振り幅の大きさ、懐の深さがサーフィンというカルチャーの特徴であり、Blue.の真骨頂です。

ビギナーからマニアまで、若者からベテランまで、サーフィンを愛するすべての人が楽しめるコンテンツを網羅し
オンリーワンの存在を確立してきました。色彩豊かな誌面構成で、女性ファンが多いことも特徴のひとつです

2006年創刊。サーフィンを伝え続けて16年



SCHEDULE

TIE-UP for MAGAZINE

ファッション、ギア、グッズ、ブランドやショップ、物件紹介……どんなジャンルでもお任せください。
サーフィンそのものがそうであるように、ハードにもソフトにも、クールにもホットにも、カッコよくも楽しくも

表現することができます。どんなターゲットにリーチしたいのか、どんな世界観を伝えたいのか、など
皆さまのご要望を伺いながら、ともにベストな見せ方をさぐり、その魅力を発信していきましょう

あらゆるジャンルを、ベストな見せ方で

カラー２ページよりスペース 発売日の45日前までにお申し込みください申し込み スペース料金＋制作費（２P）Net ￥600.000料金

※一般的なスケジュールです。内容により変動します　※ご要望内容により金額の変動が生じる可能性があります。オリエン時にご相談ください

※上記金額にはタイアップのスペース料金を含みません　※原稿の校正確認は原則１回となります

お申し込み オリエン（40営業日前） 素材入稿 初校PDF構成案提出 再校PDF 掲載



発売日の45日前までお申込み 発売月の30日前入稿締切 blue@neko.co.jpお問合せ

雑誌広告料金・サイズ・スケジュール

掲載面 スペース（P） 料金（円）    原稿サイズ（mm） 天地×左右

表４ １ 1,000,000 272×200 部分断ち切り

表２見開き ２ 1,500,000 297×420 断ち切り

特表２見開き ２ 1,300,000 297×420 断ち切り

目次対向 １ 900,000 297×210 断ち切り

巻頭コラム対向 １ 800,000 297×210 断ち切り

中面見開き ２ 1,200,000 297×420 断ち切り

中面 １ 700,000 297×210 断ち切り

中面 タテ1/3P 150,000 260×61 枠付

表３見開き ２ 1,200,000 297×420 断ち切り

誌面タイアップ

１ページあたり制作費Net30万円にて、２ページから承っております。
詳しくは広告企画担当にお問合せください



Blue. WEB User Profile

誌面連動、ウェブ限定、SNSの素材やムービー制作など、ウェブやSNSを利用してのPRも可能
です。表現の舞台は変われど、写真や文章のクオリティは不変。動画もお任せあれ。雑誌には
雑誌、ウェブにはウェブの良さがあり、その両方を活かし、または選べるのが近年のBlue.の強
みです。Blue.ウェブでの紹介はもちろん、貴社メディアへの素材提供も可能です

雑誌とウェブ、それぞれの良さを最大限に

www.blue-mag.com

14000 20000

月間PV数 約40,000 月間UU数 約15,000アクセス

※2020年11月現在

自営業、波の良い日には早朝サーフィンをしてか
ら出勤。サーフィンの他、スケートボードやスノー
ボードなどアクションスポーツ全般が趣味。関連
するカルチャーにも造詣が深く、好きなものにと
ことん時間と人生を捧げている。

30代、男性、神奈川県藤沢市在住。独身

メーカー勤務、23区在住、マンション住まい。サー
フィンを中心に、クルマやインテリア、ファッショ
ンなどビーチカルチャー全般にアンテナを張り、
年に１回家族と海外トリップへ。テレワークも増
え、湘南や千葉の住宅情報をチェックしている。

40代、男性、都内在住。妻、子供2人

想定される読者ペルソナ例 ※読者アンケートより

デモグラフィック

ライフスタイル＆価値観

オーディエンスイメージ

40代男性、関東在住で都内に勤務する会社員。妻と
子供がひとり。サーフィンをライフワークとして、波
のいい週末は家族と共に海で過ごすのが楽しみ。輸
入自動車やインテリア、ファッション、アートや音楽
にもこだわりを持つ。健康に気をつかい、環境問題や
サステナブルなシーンにも関心が高い
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Blue. web TIE-UP MOVIE by Blue.

たとえばサーフボード・インプレッション、物件紹介、インタビュー、新作の商品レビューなど、
切り口の多彩さは誌面同様。スペースに制約がない分、伝えたいことを存分に伝えられるのも
ウェブの良さです。また、より広い層にリーチしたいならSNSを利用してのPRも可能。ウェブ
単独企画はもちろん、誌面と連動した立体的なPRをカタチにすることも

Blue.WEBタイアップ掲載例

Blue.は雑誌メディアとしての認識が深いですが、かねてより動画制作にも携わっています。
SNS用のショートムービー、ライディング撮影、ドキュメンタリーまで、さまざまな舞台にふ
さわしい動画コンテンツを制作可能。たとえば雑誌で記事を制作し、そのビハインド・ザ・シー
ンやインプレッションをムービーにするなど、ユニークな連動も図れます

動画コンテンツもお任せください

BMWのライフスタイル
サイト「with bmw」の
BMW X2
タイアップムービー制作
（BMW JAPAN様）

旅×バイクの
新プロジェクト
「HondaGO」の
イメージムービー制作
（本田技研工業様）

HONDA
「TRIP VAN」の
イメージムービー制作
（本田技研工業様）



※編集部判断により、バックナンバーとしてアーカイブする場合があります
※上記金額には、本誌での広告掲載料・制作費は含みません
※原稿校正確認は、原則1回です
※記事アップの際にBlue.のfacebookで告知し導線を引くことも可能です

①本誌転載タイアップBlue.WEB 広告メニュー一覧

メニュー名 掲載期間 掲載場所 実施費用

①本誌転載タイアップ 1か月 トップページ・
ニュース枠

掲載料＋制作費　

￥500,000

②スタンダードタイアップ 1か月 トップページ・
ニュース枠

掲載料

￥600,000　
製作費Net

￥300,000

③長期使用レポートタイアップ 6か月 トップページ・
Blue Surf Club枠

掲載料＋制作費　

￥600,000
×6か月

④ニュースペイド 2週間 トップページ
ニュース枠

掲載料＋制作費　
￥350,000

MOVIE 動画制作 -        -
掲載料

￥1,000,000〜

外部サイトへの記事転載 1か月        -
掲載料

￥300,000〜

オプションメニュー

1か月掲載期間

PC、スマートホン掲載面 掲載料＋制作費￥500,000料金

掲載開始の30日前を目安申し込み締め切り

本誌タイアップ広告の素材を使用してコンテンツを制作致します

※一般的なスケジュールです。内容により変動します
※ご要望内容により金額の変動が生じる可能性があります。オリエン時にご相談ください

SCHEDULE

お申し込み オリエン（30営業日前） 素材入稿 構成案提出

初校 再校 掲載開始

転載記事(一部抜粋)

本誌記事



※編集部判断により、バックナンバーとしてアーカイブする場合があります
※原稿校正確認は、原則1回です
※記事アップの際にBlue.のfacebookで告知し導線を引くことも可能です

③長期使用レポートタイアップ②スタンダードタイアップ

6か月掲載期間

PC、スマートホン掲載面

1か月掲載期間

PC、スマートホン掲載面 掲載料@￥600,000×6か月間料金
掲載料￥600,000

（制作費Net ￥300,000）
料金

掲載開始の60日前を目安申し込み締め切り掲載開始の40日前を目安申し込み締め切り

Blue.編集部が実施に製品を使用して長期レポートを掲載するタイアップ企画です
1か月に2回のペースで記事をアップして6か月間リポート致します

Blue.編集部による取材・撮影。定型フォーマットにより記事ページを制作致します

※一般的なスケジュールです。内容により変動します
※ご要望内容により金額の変動が生じる可能性があります。オリエン時にご相談ください

※一般的なスケジュールです。内容により変動します
※ご要望内容により金額の変動が生じる可能性があります。オリエン時にご相談ください

SCHEDULE

お申し込み オリエン（40営業日前） 素材入稿 構成案提出

初校 再校 掲載

SCHEDULE

お申し込み オリエン（30営業日前） 素材入稿 構成案提出

初校 再校 掲載開始

※原稿校正確認は、原則1回です
※詳細は、お打合せの上検定させて頂きます
※記事アップの際にBlue.のfacebookで告知し導線を引くことも可能です 



動画コンテンツ制作④ニュースペイド

2週間掲載期間

PC、スマートホン掲載面

※動画の制作は、BLue.誌面もしくは、WEBでのタイアップ広告を合わせてご発注ください
※動画の2次使用・買取については、事前にご相談ください

Net ￥1,000,000〜料金

掲載料＋制作費￥350,000料金

掲載開始の40日前を目安申し込み締め切り

製品の紹介、試乗レポート、イベントレポート等、誌面やWEBのタイアップ記事
制作に合わせて動画制作が可能です。ご要望や内容に応じて30秒〜3分のムービーを

カスタム制作します。内容により料金が異なりますので、事前にご相談ください

ご支給頂く画像、プレスリリースを基にPR記事を制作掲載致します

※一般的なスケジュールです。内容により変動します
※ご要望内容により金額の変動が生じる可能性があります。オリエン時にご相談ください

SCHEDULE

お申し込み 素材入稿 構成案提出

初校 再校 掲載開始

※原稿校正確認は、原則1回です
※詳細は、お打合せの上検定させて頂きます
※記事アップの際にBlue.のfacebookで告知し導線を引くことも可能です 

BMWのライフスタイル
サイト「with bmw」の
BMW X2
タイアップムービー制作
（BMW JAPAN様）

旅×バイクの
新プロジェクト
「HondaGO」の
イメージムービー制作
（本田技研工業様）

HONDA
「TRIP VAN」の
イメージムービー制作
（本田技研工業様）



広告掲載基準
◦広告掲載の可否基準の権利は、ネコ・パブリッシングが保有します
◦広告掲載の可否については、ご出稿の際に都度審査を行わせて頂きます
◦Blue.誌面およびWEBにお申込み頂いた広告について、全ての責任は広告主が負うものとします

掲載できない広告内容
◦広告関連法規、国際条約に反するもの
◦広告主の実態が明らかでなく、責任の所在が不明なもの
◦虚偽、誇大または、誤認の恐れがあるもの
◦投機、射幸心をあおる表現のあるもの
◦社会的秩序を乱す恐れのあるもの
◦第三者の知的財産権、著作権の侵害、名誉棄損、プライバシーの侵害、営業妨害、差別表現のあるもの
◦薬事法、医療法など国内法規に慰安する恐れのなる表現のもの
◦上記のほか、ネコ・パブリッシングが不適切だと判断したもの

株式会社ネコ・パブリッシング
〒141-8201　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

広告出稿に関するお問合せ
Blue.広告企画部

blue@neko.co.jp


