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Happy golf life to you!
ハッピーなゴルフライフをあなたに！

そんなコンセプトをもった情報誌です。

ゴルフには様々な楽しみ方があると思います。
競技・スポーツ・レジャー・ファッション・ヘルスケア、etc…
そんなゴルファーのゴルフライフをもっとハッピーにする色々な情報を発信する情報誌です。

スマホで持ち歩く

http://golﬀanweb.com/
GOLFFAN 北海道

オフィス・個人宅へ
毎号無料送付いたします。

北海道のフリーマガジンでは初めてとなる、オフィスや個人宅への毎号無料送付を行

なっております。フリーマガジンは、発行部数の多さや関連施設へ無料設置をするこ
とにより販売系雑誌とは違った流通方式をとりますので、広告の反響がより期待でき
ます。逆にフリーですので、読者が毎号手にとってくれているのかどうか？を調査す
る術がありませんでした。しかし、当誌「GOLF FAN 北海道」は、流通インフラの
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電 子 書 籍！
デジタル BOOK 公開中
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ゴルフファンの
設置店舗 募集中 !
ゴルフ場・ゴルフ練習場・ゴルフショップ・ゴルフアパレル
ショップ・ゴルフ工房・ゴルファーの集まるお店など、ゴル

整備により最小コストで書籍郵送が出来る環境を最大限に活用し、読者の手元に広告

フファンを設置していただける店舗を募集しております。
より多くのゴルファーの目に止まるよう･･･ゴルフに興味を持ってもらえるよう、ゴ

主様の情報を確実に毎号お届けすることが出来ます！

ルフがもっと盛り上がるように、ぜひ設置・配布にご協力ください。

フリーマガジンだからできる！北海道初の新スタイルゴルフ無料情報誌。

■ HAPPY なゴルフライフをあなたに！
そんなコンセプトの情報誌です。

ゴルフには様々な楽しみ方があると思います。
すべてのゴルファーがハッピーになれるような情報をお届けしていく
のが私たちの仕事です。

■ フリーマガジンだからできるエリア最大の読者数！

発行部数 42,000 部 (2019 年 09-10 月号現在の発行実績 ) を店舗
設置・街頭配布・無料送付等様々な配布スタイルで大多数の読者に利
用してもらう事ができるのも、無料情報誌ならでわです。

■ エコ＆コストパフォーマンス。 １回の広告で２ヶ月有効！ 変則年５回発行で、季節にあわせた告知が可能！優待サービスも２ヶ

月以上有効で、読者の保存性ＵＰ！広告も長い期間有効で経済的です。
※表紙にはラミネート加工をし保存性を向上しています。
誌面等で無料送付会員の募集をし、発行毎にご自宅やオフィスへ無料
送付します。読者数は４ 8００名（2019 年 9 月現在）定期読者がい
るフリーマガジンは強力です。

■ オフィスや個人宅へ無料発送。
固定読者を持つ唯一の情報誌！

読者サービスで始めた「格安前売りプレー券」が大反響。
■ 登録制送付会員に限定した
ゴルフファンだけの反響アップなサービスはゴルファーにもゴルフ場
「格安前売りプレー券」 などの企画が読者に大反響！ にも喜ばれる企画になりました。

■ ＧＦコンペや撮影会など多彩な読者参加型イベント
も大好評！

誌面連動によるイベントも好評。読者により近く、ダイレクトでワン
ストップな情報拠点となるゴルフファンはゴルフ場とゴルファーを結
び、新しいハッピーを創出します。

フリーマガジンだから大多数のゴルファーへダイレクトにプレゼンテーションができる。
■ 発 行 形 態 ■
■ 発 行 部 数 ■
■発行サ イクル ■
■ 配 布 形 態 ■

無料配布情報誌A4オールカラーブックスタイル
合計42,000部（オフシーズンは35,000部 ※2019年実績）
3月上旬（3-4月号） 5月上旬（5-6月号） 7月上旬（7-8月号） 9月上旬（9-10月号） 11月上旬（11-12-1-2月号）
①ゴルフ場・ゴルフ練習場・ゴルフショップ・ゴルフアパレルショップ・ゴルフ工房・カーディーラー・金融機関・コンビニ・美容室・飲食店等への
無料設置
②個人宅・オフィスへの登録制・DMによる発送
③東名阪および東北エリアのゴルフ練習場やゴルフショップの一部（北海道にゴルフ旅行に来るトラベラー向け）
■ 読 者 層 ■ 読者分布：道央エリア/67.0% 道北エリア/17.9% 道南エリア/7.8% 道東エリア/6.0％ その他/0.9%
年齢層：10代/0.8% 20代/5.9％ 30代/16.7％ 40代/21.2% 50代/23.5% 60代/20.7％ 70代/4.5%
他未回答・企業等/6.7％
男女比：男性/78.6% 女性/14.7％ 他未回答・企業等/6.7%
冬期（オフシーズン）旅行率：51.5％ ※2019年3月実施の読者アンケート結果

■掲載料金表 [１回掲載あたり / 消費税別途 ]

※2020.01 改訂

掲載料金 [ 年５回発行 /1 回で 2 ヶ月以上掲載 ]
掲載箇所

掲載規格

広告寸法
Ｗ×H（ｍｍ）

１／４ P

ゴルフ場ガイド

（20）

３～４回契約
20％ OFF!

５回契約
30％ OFF!

\55,000

\44,000

\38,500

\95,000

\76,000

\66,500

１／２ P

（35）

縦 91.5×253.0
横 192.0×123.0

１P（中面）

（65）

210.0×297.0

\165,000

\132,000

\115,500

2 P（見開き）

210.0×297.0×2

\285,000

\228,000

\199,500

表 2・表 2 対面・表 3

（75）

210.0×297.0

\205,000

\164,000

\143,500

表4

（90）

195.0×297.0

\305,000

\244,000

\213,500

94.0×80.0

\35,000

\28,000

\24,500

194.0×80.0

\55,000

\44,000

\38,500

（110）

１／６ P
１／３ P（横）

ゴルファーズ
スポット

91.5×123.0

１～２回契約

１／２ Ｐ（縦）

94.0×252.3

\70,000

\56,000

\49,000

２／３ P

194.0×166.0

\85,000

\68,000

\59,500

１P

210.0×297.0

\125,000

\100,000

\87,500

\15,000

\12,000

\10,500

GFjob（求人コーナー）

（6）

47.0×80.0

掲載タイプ

・フォーマット 無料
・フリーデザイン \10,000～

・フォーマット 無料
・フリーデザイン \20,000～

・フォーマット 無料
・フリーデザイン \10,000～

・フォーマット 無料
・フリーデザイン \20,000～
・フォーマット 無料
・フリーデザイン \10,000～

※レポートなど取材を伴う記事広告や撮影は別途申し受けます。 ※初めてのご掲載の場合は、料金前払いでお願いする場合がございますので予めご了承下さい。

株式会社 メディアス

編集部

〒070-0061 北海道旭川市曙1条8丁目2-25 第一新東ビル2F

A4 以内（1 枚）/＠65 円

A4 カタログ（厚さ 1cm 以内）/ ＠150 円

Official web & Web book

TEL：0166-21-8600

FAX:0166-21-8620

▼

同封・同梱サービス（GOLF FAN 無料送付会員に DM を封入するサービス）

http://golffanweb.com

Email：medias@golﬀanweb.com

