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『鉄道ホビダス』は1983年『Rail Magazine』創刊以来、鉄道趣味誌を多数出

版してきたネコ・パブリッシングが贈る鉄道趣味の総合サイトです。

鉄道趣味と一口で言っても「撮る」「乗る」「作る」「集める」など楽しみ方は無限

大。当媒体は年代や趣向にかかわらず、鉄道趣味のおもしろい部分を凝縮して

お届けすることで、鉄道趣味を愛するすべての人に、より充実した趣味ライフを

過ごしてほしいという思いから2005年に誕生しました。

鉄道と名の付くものならありとあらゆる情報を発信する『鉄道ホビダス』をぜひ

ご利用いただけましたら幸いです。

『鉄道ホビダス』とは



『鉄道ホビダス』概要

誕生以来、鉄道趣味を愛するすべてのユーザー

に向け、日々コンテンツ配信を行っています。

当サイトの看板企画である投稿コーナーは、時に

1日100件以上の応募が集まるなど、多くのユー

ザーに親しまれています。

咋年7月にはリニューアルを行い、今まで以上に

幅広いユーザーにお楽しみいただける媒体へと

成長しました。

月間ＰＶ：８３万ＰＶ 月間利用者数：１２万人 Google Analytics
2021年1月実績



男

性

女

性
19.2％

80.8％

ユーザープロフィール

性別

他の鉄道系の媒体と比較すると女性ユーザーの比率が高い傾
向があります。

年齢
35～44歳をピークとして、幅広い年代に親しまれています。

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 6.69％

10.70％

21.26％

30.17％

20.25％

10.93％

地域

関東圏を中心に、全国のユーザーからアクセスされています。

デバイス
Mobileが大半を占めていますが、PCの割合も比較的高いです。

Ｔａｂｌｅｔ

ＰＣ

Ｍｏｂｉｌｅ

Google Analytics 2021年1月実績



連動する雑誌媒体

1983年創刊の鉄道趣
味誌。主に実車を取り上
げており、大判ならでは
のビジュアル性豊かな構
成を得意とします。

隔月刊／45,000部発行

鉄道模型専門誌として
『Rail Magazine』から
1995年に独立。独自の
発想で鉄道模型の楽し
み方を提案しています。

月刊／45,000部発行

子ども向け月刊誌として
は唯一の鉄道趣味誌。
鉄道を通じ、楽しみなが
ら成長できるコンテンツ
を提供しています。

月刊／50,000部発行



連動するSNS

@RM_nekopub

10,580 follower
@RM_MODELS_neko

5,490 follower

月刊RM MODELS 鉄道模型の総合情報誌

9,420 listener

@TetsuRabi

5,735 follower



おもなコンテンツのご紹介

ユーザーより投稿を募り、毎営業日選考を行ったうえで優秀作をサイトトップで公

開する名物企画。

月間最優秀作は隔月誌『Rail Magazine』に見開きで掲載されるという特典も

用意。毎日超ハイレベルな写真が多数集まる看板コンテンツです。

長年鉄道趣味に寄り添ってきた当編集部ならではの視点で集めたニュースを配信

しています。記事によっては公開されるやいなや1万PV／日を超えるものもあり、

注目度の非常高いコンテンツです。

編集部が実際に取材した旬なネタを掲載するコーナー。

新車取材はもちろんのこと、おもしろい情報をキャッチしたら国内外問わずとりあ

えず現地に行ってみるをモットーに日々更新しています。

様々なテーマに沿って写真や動画作品を募り、投票で順位を決める当媒体ならで

はの参加型企画。１コンテストにつき応募数／投票数ともに1000件を超えること

もある大人気企画です。

and more…

ニュース

特集・コラム

投票コンテスト企画



広告メニュー

© NEKO PUBLISHING CO.,LTD. All right reserved.



編集企画タイアップ【基本プラン】

実車／模型／おもちゃ等々それぞれの専門編集者がオリジナルデザインの記事を作成します！

誘導枠

トップページの「最新記事」欄（大）に
誘導枠を固定表示

編集企画記事

誌面2ページ相当

オリジナルデザイン

取材・撮影を伴う
編集企画記事体裁

クレジット入り

※スマートフォン表示対応

新商品

プロモーション

新規会員登録

etc…

誘導枠詳細 掲載コンテンツ お見積り料金

【WEB／新着情報として掲載】

レクタングル（370×240px）

想定imp：80万imp／月

内容：商品紹介／イベント集客等、
ご要望に応じてアレンジ可能

想定 PV：＠5,000～10,000PV

※TU記事には「 PR 」マークが入ります

一式：100 万円～／G
掲載6０日／誘導3０日

※内容によりお見積りに変更が生じる場合があります
※誘導終了後、掲載レポートを提出いたします
※取材等が発生した場合、別途お見積りいたします
※動画制作をご希望の場合、別途お見積りいたします

クライアント様サイトへリンク



編集企画タイアップ【ライトプラン】

レイアウトフォーマットにあてはめる形式 。入稿から１週間で開始のお手軽プランです！

誘導枠

編集企画記事

クライアント様サイトへリンク

新商品

プロモーション

新規会員登録

etc…

誘導枠詳細 掲載コンテンツ お見積り料金

【WEB／新着情報として掲載】

レクタングル（400×60px）

想定imp：60万imp／月

内容：商品紹介／イベント集客等、
ご要望に応じてアレンジ可能

想定 PV：＠3,000～5,000PV

※TU記事には「 PR 」マークが入ります

一式：50 万円～／G
掲載6０日／誘導3０日

※内容によりお見積りに変更が生じる場合があります
※誘導終了後、掲載レポートを提出いたします
※取材等が発生した場合、別途お見積りいたします
※動画制作をご希望の場合、別途お見積りいたします

トップページの「最新記事」欄（小）に
誘導枠を固定表示

誌面１ページ相当

写真点数／テキスト量
定型フォーマット

※スマートフォン表示対応



編集企画タイアップ【本誌転載プラン】

ご希望の鉄道誌へ掲載したタイアップ記事を『鉄道ホビダス』に掲載するプランです。

記事

クライアント様サイトへリンク

新商品

プロモーション

新規会員登録

etc…

誘導枠詳細 掲載コンテンツ お見積り料金

【WEB／新着情報として掲載】

レクタングル（400×60px）

想定imp：60万imp／月

内容：本誌掲載記事をWEB記事に
アレンジして掲載

想定 PV：＠3,000～5,000PV

※TU記事には「 PR 」マークが入ります

掲載料金：30 万円～／G
掲載3０日／誘導3０日

※当プランは本誌への掲載が必要です
※内容によりお見積りに変更が生じる場合があります
※誘導終了後、掲載レポートを提出いたします

ご希望の鉄道誌に記事を掲載
（別途お見積り）

トップページ「最新記事」欄
（小）に誘導枠を固定表示。

本誌記事をベースとして
WEB用に再構成します。

※スマートフォン表示対応



オプションプラン【基本／ライトプラン共通】

さらに多くのユーザーにリーチしたいというクライアント様におすすめのプラン

公式SNSブースト YouTube動画TU

最低出稿金額：10万円～／G

SNSブーストのターゲッティング設定可能

※こちらのメニューはいずれかのタイアップのお申し込みが必要です

※SNSブーストのクリック単価は掲載時期により変動します
※実施内容によってお見積りが大きく変わりますのでまずはお問い

合わせください

料金



バナー広告料金表

①

③
④

⑤

②

① ヘッダー(728x90px)

■想定imp: 110～130万（30日期間保証）

■料金： ￥600,000（税別／G）

■想定CTR： 0.10～0.20%

■最大2ローテーション

② 右カラムヘッダー（300×250px）

■想定imp: 110～130万（30日期間保証）

■料金： ￥800,000（税別／G）

■想定CTR： 0.15～0.30%

■最大2ローテーション

③ 右カラムレクタングル（300×250px）

■想定imp: 110～130万（30日期間保証）

■料金： ￥600,000（税別／G）

■想定CTR： 0.10～0.20%

■最大2ローテーション

④ バナー（728×90px）

■想定imp: 28～32万（30日期間保証）

■料金： ￥300,000（税別／G）

■想定CTR： 0.10～0.20%

■最大2ローテーション

⑤ フッダー(728x90px)

■想定imp: 1～2万（30日期間保証）

■料金： ￥100,000（税別／G）

■固定

☆バナージャック

■料金： ¥１,５００,０００（税別／G）

■想定CTR： 0.0５～0.１５%

■固定

申込〆切

掲載開始日の14営業日前まで

入稿日

掲載開始日の3営業日前まで

掲載開始日

ご希望に沿って調整いたします

掲載期間

1か月



出稿規定

■お申し込み
掲載お申し込みの際は、事前にクライアント様の掲載可否・空枠状況を確認の上、お申し込み願います。
お申し込みは下記メールアドレスまでお送りください。
【お申し込みメールアドレス：t-tabuchi@neko.co.jp】

■掲載基準弊社掲載基準に準拠します。（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。

■入稿・掲載
掲載の5営業日前（flashの場合は10営業日前）までに入稿してください。
入稿はメールアドレスまでお送りください。
【ご入稿メールアドレス：： t-tabuchi@neko.co.jp 】
リンク先URLは掲載開始日の5日前までに立ち上げてください。
掲載開始終了時間は、掲載開始日の午前中～掲載終了日翌日午前中までとなります。
原稿の差し替えは、原則月1回とさせていただきます。

＜注意事項＞
※1掲載開始日の12時（正午）までに掲載開始、掲載終了日翌日12時（正午）までに掲載終了します。

※2火災・停電・天災地変等の不可抗力や、システムの定期的なメンテナンスのため、広告掲載および
配信されない場合がございます。その場合、月間48時間を超えない、また24時間以内に配信された場
合は免責といたしますのでご了承ください。

※3テキスト広告、メール広告の場合、機種依存文字、半角の日本語表記（カタカナ、句読点、「」：
カギカッコなど）は指定できません。

＜Flash入稿規定＞

●入稿ファイル
fla, swf, gif/jpg の3 ファイルを、下記規定の通り入稿してください。
fla : バージョンの指定はございません。
swf : 「Flash Player 6以降10以前」のバージョンの形式にてパブリッシュしてください。
(新しいバージョンの形式での入稿の場合、ユーザー環境によりswfファイルの代わりに
gif ファイルが掲載される場合があります)
gif/jpg : アニメーションgif 可(JavaScript が有効でない/ Flash Player が
インストールされていないブラウザへの代替表示)

●ファイル容量
swf, gif/jpg のファイルサイズ: 100KB (102,400B) 以内(アンダーテキストを含む)
※サイズ(天地×左右) については、各広告の原稿フォーマットに準じてください。

●gｅｔＵＲＬ関数の設定
シーンの最上位のレイヤーに制作する広告と同じ大きさのヒット領域のみを持つ透明ボタンを配置して、
下記ActionScript を記述してください。大文字小文字の差異が無い様に記述してください。
on (release) { if ((clickTAG.substr(0, 5) == "http:") or (clickTAG.substr(0, 6) == 
"https:"))    { getURL(clickTAG, "_blank"); } }
※タイムライン上でのgetURL関数の使用を禁止します。
・「URL」に「clickTAG」と入力(「式」にチェックをいれる)
・「ウィンドウ」に「_blank」を指定(「_blank 」以外のターゲットの指定を禁止します)
・「変数」は「送信しない」を指定

●フレームレート(FPS) について
12～18 fps を推奨。(30～40 fps を超えるフレームレートを使用すると、ユーザー環境で
再生時に過度の負荷がかかる場合があります

●リンク先
1 箇所/ 1 クリエイティブ

●掲載環境(下記環境での表示を保証するものではありません)
OS : Windows 2000 / XP / Vista、Mac OS X 10.3 以上
ブラウザ: Internet Explorer 6 以上、Safari 1.3.2 以上、Firefox 2 
(Flash ファイルはJavaScript が有効なブラウザへのみ配信)

●禁止事項
ユーザーのローカル環境や情報にアクセスすること。
外部ファイルの読み込みや、サーバとの通信などの情報を制御すること。
システムメモリに過度の負担をかけること。
(fscommand / loadMovie / loadVariables / duplicateMovieClip 他)

お問い合わせ先

カルチュア・エンタテインメント株式会社
ネコ・パブリッシングカンパニー
鉄道事業部／広告企画／担当：田渕
t-tabuchi@neko.co.jp


