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将棋世界とは？

幅広い内容で迫るビジュアルな将棋総合雑誌
『将棋世界』はプロ・アマ問わず将棋界のすべてがわかる格調高い将棋総合雑誌です。
特集では他誌に類をみない豊富なカラーページで対局風景、棋士の表情、イベント等をビジュアルに描写。特
にタイトル戦の解説は詳しく見やすくをモットーに、時には自戦記あるいは巻頭カラーページで取り上げたり
と、趣向を凝らしています。
他にも公式棋戦の動向や初心者から有段者まで楽しめる多様な上達講座、人気棋士の自戦記、硬い話やくだけ
た内容の読み物等、バラエティに富んだ連載も見逃せません。
また、判型を大きくして読みやすくしたワイド版と、手軽に読める電子版も同時発売。将棋界の情報を読みた
いときに読みたい形で読者お届けする専門誌、それが『将棋世界』です。

判型：A5正寸（148× 210㎜）／発売日：毎月3日／価格：820円（税込）／発行部数：70,000部
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将棋世界でできること

月刊誌『将棋世界』は日本将棋連盟発行の将棋専門誌として、タイトル戦や話題のトップ棋士を専門誌ならではの視
点で特集。また、プロアマのホットな情報や読み物も満載され、多くの将棋ファンから高い評価を得ています。
いうまでもなく『将棋世界』の読者はすべて将棋ファンであり、誌面内容に強烈な関心をもって熟読玩味されています。
それゆえ、情報の浸透力は他の媒体と比較しても圧倒的。貴社商品のブランドイメージアップや販売促進、そしてイ
ベントなどの集客に最適な媒体です。
また、『将棋世界』では純広告出稿にプラスして、他の媒体では得られなかった新しいコミュニケーションの可能性が
広がる企画もご提案いたします。
下記は、それらの企画の一例。世代を超えて楽しめる将棋、生涯を通して楽しめる将棋の普及活動を積極的に行う公
益社団法人日本将棋連盟が発行する専門誌ならではの企画です。ぜひとも貴社製品・サービスのプロモーションに『将
棋世界』をご活用ください。

『将棋世界』は棋士とファンをつなぎます

◉懸賞企画
懸賞次の一手や詰め将棋、タイトル
戦勝者予想などの懸賞誌面企画の正
解者に貴社製品をプレゼント。

◉製品サンプル配布
将棋イベントで製品を配布。製品の
浸透度・利用度を高めます。

◉編集タイアップ企画
企業イメージを第一に考えた編集企
画をプロ棋士がナビゲートし、製品
の最新情報を読者に届けます。

◉将棋棋戦への応援
棋戦への後援・協賛・協力で、貴社
製品・サービスのブランド力をアッ
プさせましょう。

◉イベントの開催
次世代ターゲットの開発や育成、製
品特性を対象とした将棋イベントを
冠スポンサーとして大会開催。
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将棋世界の読者

年齢 職業

9 歳以下
1.3％

公務員
14.,09％

その他
3.8％

学生
11.2%

自営業
9.8％

無職
21.6％

会社員
39.4％

主婦
0.5％80 歳以上

2.2％
10 代
9.1％

20 代
4.5％

30 代
11.8％

40 代
21.5％

50 代
22.2％

60 代
18.7％

70 代
8.7％

月刊誌『将棋世界』の愛読者は幅広い年齢・職業の人たち。しかし共通するのは、熱烈
な将棋ファンであるということです。将棋を心から愛するファンに支持され読まれてい
る雑誌、それが『将棋世界』です。　



AD PLAN
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純広告

スペース 色 料金 サイズ

表4

4C
¥550,000 193× 138mm

表2 ¥450,000 210× 148mm

表3 ¥400,000 210× 148mm

付録表4

1C
¥70,000 140× 95mm

付録表2 ¥50,000 140× 95mm

付録表3 ¥38,000 140× 95mm

表周り

スペース 色 料金 サイズ

1ページ

4C
¥400,000 210× 148mm

縦1/3ページ ¥180,000 180× 40mm（外枠）

1/6 ページ ¥90,000 56 × 56mm（外枠）

1ページ

1C
¥220,000 210× 148mm

縦1/3ページ ¥120,000 180× 40mm（外枠）

1/6 ページ ¥65,000 56 × 56mm（外枠）

前付け

スペース 色 料金 サイズ

1ページ

1C

¥120,000 210× 148mm

横1/2ページ ¥70,000 87 × 120mm（外枠）

横1/3ページ ¥46,000 55 × 120mm（外枠）

縦1/3ページ ¥46,000 180× 40mm（外枠）

1/6 ページ ¥35,000 56 × 56mm（外枠）

本文記事中

【広告掲載上のご注意】
◉弊社が不適当と定めた表現および描写の場合、掲載をお断りさ
せていただく事があります。
◉掲載された広告に関する苦情は、弊社では一切責任を負いませ
ん。広告主および広告会社各位において十分な配慮をもってご処
理願います。
◉記事中に 1/2 ページ広告は 2本重ねて同一ページに、また 1/3
広告は並列掲載させていただく事があります。
◉綴じ込みハガキご希望の場合は直接お問い合わせください。
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編集タイアップ企画
※価格は一例ですので事前にご相談ください。

スタンダードプラン

500,000 円（税別）

『将棋世界』編集部が、貴社製品・サービ
スを記事化して読者に届けます。幅広い
読者にリーチするプランです。

シリーズプラン

3,000,000 円（税別）

『将棋世界』編集部が、貴社製品・サービ
スを連続 6回の連載記事化して読者に届
けます。読者に強く訴求するプランです。
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プロ棋士のアテンド

カスタムプラン

要お見積もり
『将棋世界』編集部が日本将棋連盟所属棋
士をはじめとするプロ棋士を、誌面での
タイアップ対談のほか、講演、セミナー、
イベントなどにアサインします。お気軽
にご相談ください。
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将棋連盟公式サイトとの連携

月間 970 万 PVを有効活用
2017 年 7 月現在、日本将棋連盟の公式Webサイトは月間 970 万
PV※1 を達成しています。『将棋世界』では、誌面に掲載した編集タ
イアップ記事を将棋連盟公式サイトにも掲載する連携プランをご用
意いたしました※2。さらに、購入率の高い ECサイト『将棋情報局』
との連携も可能です。本誌とWebの相乗効果で、貴社製品・サー
ビスの価値を飛躍的に高めます。ぜひともご活用ください

日本将棋連盟公式サイト
https://www.shogi.or.jp

編集タイアップ記事

将棋情報局
https://book.mynavi.jp/shogi/

30
万 PV

※ 1 2017 年実績
※ 2 掲載は「将棋コラム」ページ内となります。

※料金はアテンドする棋士によって変動します。

将棋連盟サイト掲載プラン

2,000,000 円〜　　　　　
編集タイアップ記事は製品紹介から著名
棋士との対談まで用意した、日本将棋連
盟発行媒体である『将棋世界』にしかで
きないプランです。月間 30万 PVの「将
棋情報局」掲載プランもございますので、
営業担当者にお問い合わせください。

970
万 PV

日本将棋連盟の
サイトへ転載

「将棋コラム」は『将棋世界』と
連携した人気ページです。

将棋情報局の
サイトへ転載

将棋世界
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●仕上がり線まで画像等が入る場合、外トンボまで 3mm 以上塗り足してください。
●文字、写真など重要な部分は仕上がりサイズより 10mm 程内側に入れて制作してください。
● 1/2・1/3・1/6 スペース、付録の表周りの広告は墨 100％・1 ポイント以上の罫線内に原稿を作成してください。
●リッチブラックの指定時においては、アミ濃度の合計が 320% 以下になるよう掛け合わせてください。
●アミ版の指定は、10% 単位でお願いいたします。
●色指定は必ず 4 色の掛け合わせでお願いいたします。
●特色（DIC.TOYO. など）による色指定はお受けできません。
●白抜き、袋文字、白縁どり等については技技術的限界があります。事前にご相談ください（白抜き文字は 12 級以上でお願いします）。

●タイアップ広告の制作でカメラマン、モデル、遠方取材が必要な場合は別途料金がかかります。
●広告のお申し込みは、発売日の 50 日前までに書面にてお願いいたします。
●広告原稿は JMPA カラー準拠の「J-PDF」のデータ形式でご入稿をお願いします。
●データ入稿は、弊社広告サイトで用意しているデータ入稿に関する諸注意をご参照の上作成願います（https://pub.mynavi.jp/ad/
wp-content/uploads/ 広告入稿ガイド 2020 年 1 月版 .pdf）。
また、ご入稿の際は、原稿データを入れた CD-ROM・MO 等のメディア、原寸大の出力見本、データ仕様書の 3 点を揃えてご入稿ください。
※ J-PDF でのご入稿の場合、原稿データ、原寸大出力見本、データ仕様書、プリフライトレポートの 4 点を揃えてご入稿ください。
●原則としてデータ校了となります。校正はお出しできませんのでご了承ください。
●弊社が不適当と定めた表現および描写の場合、掲載をお断りさせていただくことがあります。
●掲載された広告に関する苦情は、弊社では一切責任を負いません。広告主および広告会社各位において十分な配慮を持ってご処理願い
ます。

広告出稿に関して

広告制作上の注意

広告入稿規定



お問い合わせ先

株式会社マイナビ出版 総合企画部 総合企画課
〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-3 一ツ橋ビル 2F

TEL. 03-3556-2732 ／ FAX. 03-3556-2743
こちらからも情報をご覧いただけます

http://pub.mynavi.jp/ad/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。




