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御社オリジナル 御社オリジナル 
ブランドマガジン発行のご提案 ブランドマガジン発行のご提案 
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「日本のデザイナーブランドがブランディングを今一度考えるべき時代を迎えている。そのブランドに関する 
全てをどうデザインするか、ということだ。(中略) 

先日、出版されたプラダの書籍『プラダブック』からもプラダが会社をどうデザインしてきたかを知ることがで 
きる。製品だけでなく、広告ビジュアル・建築・アート・イベントなどプラダが過去に取り組んできたことを編 
集した本だ。(中略) 

ファストファッションをはじめとする大企業は売るための仕掛けを次々につくってメディアをジャックする。規 
模は異なるが、インディペンデントなデザイナーもビジネスを続けていくためには、同じようにビジネスの仕 
掛けをいくつもつくって話題を提供していくことが不可欠になっている。大規模なメディアジャックでなくとも、 
面白い手法はあるはずだ。」  (2009/12/8 繊研新聞１面「服だけではもう完結しない」より) 

上のような状況を踏まえ、今回ご提案させていただくのが自社で発刊されるブランドマガジンのプロデュー 
スです。フリーマガジンを各種発刊してきた実績のある弊社が事業の中で培ったノウハウをもって、ご予 
算・事業規模・・・等、御社のご条件に適した[面白い手法]ご提案をさせていただきたく存じ上げます。 

※繊研新聞：繊維・ファッション業界の日刊専門紙。繊維の素材メーカーからア 
パレルメーカー、小売業までの幅広い最新ニュースを報道している。ファッション 
業界関係者に購読者が多い。 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ はじめに～ はじめに～ 

繊研新聞より 繊研新聞より 繊研新聞より



出版不況のなか、「ブランドムック」は絶好調だ。若い女性に人気のブランド「シェル 
（Cher）」「キャス・キッドソン」「レスポートサック」などの新製品情報をテーマにした 
ムックが発売され、次々とヒットしている。(中略) 

2009年8月17日付け、24日付けのオリコン本ランキングで、ファッションブランド 
「シェル」のムックが書籍総合部門1位、「マークBY マーク ジェイコブス」が同部門2 
位を2週連続で獲得した。シェルの8月10～23日の累計販売数は36万3223部、マー 
クBY マーク ジェイコブスは8万8974部だった。これまでに一番売れたのは、バッグ 
を販売する「レスポートサック」のムックで45万部だ。イギリスのインテリア雑貨 
「キャス・キッドソン」も35万部売れている。若い女性に人気のファッションブランド 

「レベッカテイラー」や「ジルスチュアート」などからも出ている。ムックは女性誌のよ 
うなビジュアルで、ブランドの新作情報が満載だ。デザイナーのインタビュー記事も 
載っていて読み応えもある。(JCAST NEWSより) 

現在、既存雑誌の媒体力や部数を利用する雑誌出稿では、媒体力・部数の低下も 
あり、媒体イメージとのマッチング、編集権と訴求ポイントとの兼ね合い・コスト面な 
ど全ての条件をフィックスするのは困難な状況です。 

ハンドリングがしやすく・ブランドイメージを思惑通リ具現化できるブランドムックは 
理想的な展開であり、新規・既存ユーザーをよりコアなブランドのファン層へと誘導 
する効果的なツールとして定着しています。 

が・・・、莫大なコストを要求されます。（参考：1,000万程 

度） 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 企画背景～ 

好調ブランドムック 好調ブランドムック 好調ブランドムック
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ ご提案 ご提案 

御社オリジナルのフリーペーパー型ブランドマガジンの発行をご提案いたします。 御社オリジナルのフリーペーパー型ブランドマガジンの発行をご提案いたします。 

■ブランド・SHOPの目指すビジョン・イメージを顧客に訴求したい！ 
■ファストファッション勢とはブランディングで差別化したい！ 
■定期的に顧客に情報を発信したい！ 

■出稿したいと思う魅力的なメディアが見当たらない 
■雑誌等メディアは広告料が高く採算が合わない 
■既存メディアでは思惑通りのイメージで情報発信ができない 

御社オリジナルブランドマガジン発行 御社オリジナルブランドマガジン発行 御社オリジナルブランドマガジン発行 

そこで。 

現在、こんな｢問題｣を 
お抱えではありませんか？ ？ ？ 

！ ！



■御社サイト 

サイト内の画像・コンテンツ(新着情報・コーディネイト解 
説・ブログ記事・ブランドヒステリーなど)を再構成、誌 
面へと落とし込みます。webサイトとは別の特性を持つ 
フリーペーパーへと移植し、より幅広いリーチを獲得しま 
す。 

■表紙イメージ 

ON LINE STORE 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 企画趣旨 企画趣旨 

本企画は前途のブランドムックを御社オリジナルのフ 本企画は前途のブランドムックを御社オリジナルのフ 
リーマガジンとしてデフォルメ化し、最小限のコストで リーマガジンとしてデフォルメ化し、最小限のコストで 
ご提案するものです。 ご提案するものです。 

御社既存のコンテンツを流用、素材をご提供いただ 御社既存のコンテンツを流用、素材をご提供いただ 
き誌面に再構成することでコストを大幅に押さえ、ブ き誌面に再構成することでコストを大幅に押さえ、ブ 
ランドイメージを反映したオリジナルマガジンを御社監 ランドイメージを反映したオリジナルマガジンを御社監 
修の元制作します。 修の元制作します。 

サイトコンテンツを流用し、 サイトコンテンツを流用し、web web× ×リアルメディアの連 リアルメディアの連 
動した情報発信により御社サイトへの直接的な導線 動した情報発信により御社サイトへの直接的な導線 
としてのご活用が可能です。 としてのご活用が可能です。 

また、サイトコンテンツをお持ちでない方、１からブラ また、サイトコンテンツをお持ちでない方、１からブラ 
ンドマガジンを制作したいという方も、弊社内のプロ ンドマガジンを制作したいという方も、弊社内のプロ 
の のDTP DTPデザイナー、カメラマンによる、紙面デザイン、 デザイナー、カメラマンによる、紙面デザイン、 
イメージ写真、商品写真の撮影もお受けしており、ワ イメージ写真、商品写真の撮影もお受けしており、ワ 
ンストップで御社のご希望に添ったブランドイメージ ンストップで御社のご希望に添ったブランドイメージ 
訴求が可能です。 訴求が可能です。 

企画趣旨 企画趣旨 企画趣旨



8P台割例： 

表紙 
イメージ 
純広 

新着情報 コーディネイト提案 アイテムカタログ 裏表紙 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 誌面イメージ 誌面イメージ 

参考例 <カタログ８Ｐ> 参考例 参考例 < <カタログ８Ｐ カタログ８Ｐ> >
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 企画実施例 企画実施例 

Ｌａｋａｉ Ｍａｇａｚｉｎｅ Ｖｏｌ.２ Ｌａｋａｉ Ｍａｇａｚｉｎｅ Ｖｏｌ.１ 

制作実績 制作実績 制作実績 

ＯＮＳＰＯＴＺ 通販カタログ Ｖｏｌ.５ ＢＥＬＬ ＨＥＬＭＥＴＣＡＴＡＬＯＧＵＥ ２００７



ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ コスト例 コスト例 

フリーペーパー配布実績 フリーペーパー配布実績 フリーペーパー配布実績 

【CDショップ】タワーレコード渋谷店/タワーレコード新宿店/タワーレコード池袋店/タワーレコード秋葉原/タワーレコード川崎店柏店/タワーレ 
コード柏店/タワーレコード千葉店/タワーレコード津田沼店/タワーレコード八王子店/タワーレコード横浜モア－ズ店 

HMV渋谷店/HMVルミネエスト新宿店/HMVルミネ池袋店/HMV横浜VIVRE店/HMVラゾーナ川崎店 

新星堂ラクーア店/新星堂ロックイン新宿/新星堂ロックイン吉祥寺/新星堂ロックイン柏/新星堂ロックイン鎌倉/新星堂ロックイン吉祥寺/新星 
堂ロックイン立川/新星堂ロックイン八王子 

ディスクユニオン渋谷店/ディスクユニオン新宿店/ディスクユニオン池袋店/ディスクユニオン吉祥寺店/ディスクユニオン御茶ノ水店/ディスクユ 
ニオン北浦和店/ディスクユニオン千葉店/ディスクユニオン津田沼店/ディスクユニオン横浜店 

【ライブハウス・クラブ】 ヴエノスTOKYO /クロコダイル/エッグマン/Live in ROSA/DESEO/渋谷ルイードK2/aube/レッドクロス 
/LIVEGATE/MARZ/Marble/アストロホール/FAB/RED-zone/池袋ルイードK3/大塚Deepa/西川口Hearts/duo music exchange/O-WEST/O- 
EAST/クラブエイジア/渋谷PLUG/新宿CLUB Voice/新宿JAM/新宿ウルガ/東高円寺Kaztou/Lamama/たかのや/ライブハウスKABUTO/横浜 
BLITZ/高円寺20000ボルト 

【音楽スタジオ】リンキィディンクスタジオ/スタジオノア/クラウドナインスタジオ 

【カフェ】J-Pop Café/WIRED CAFE渋谷QFRONT店/GOPAL/café viet arco 

【ビデオ・ＤＶＤレンタル】ＴＳＵＴＡＹＡ新宿店 

【古着】原宿シカゴ/HANJIRO 他 

※東京都内及び近郊(順不同) 

８



サイズ 仕上りA5(展開A4) 

綴じ 中綴じ 

カラー オールカラー 

用紙 コート菊判 90K 

仕様 

※金額は全て税抜き。 
※デザイン、制作費込み。 
※仕様・頁数・部数の組み合わせはは全て例、目安です。別途お見積いたしますのでご相談ください。 
※制作期間は、申込み・お打ち合わせから印刷、納品まで、約１ヶ月程となります。 

内容により多少前後する場合がございます。 ※ 
モデル手配、遠方への取材、ロケなど必要な場合は別途お見積いたします。 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 企画実施料金 企画実施料金 

制作料金 制作料金 制作料金 

< 料金例 > 

スケジュール／注意事項 スケジュール／注意事項 

頁数 部数 料金 

1,000 \250,000 
5,000 \290,000 

10,000 \330,000 

1,000 \340,000 
5,000 \400,000 

10,000 \460,000 

8P 

16P



ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 電子カタログ制作をご検討中の企業様へ 電子カタログ制作をご検討中の企業様へ 

電子カタログ制作 電子カタログ制作 電子カタログ制作 

紙面デザインそのままに、パソコン上でパラパラとめ 紙面デザインそのままに、パソコン上でパラパラとめ 
くって閲覧できる。インターネット上でデジタルでありな くって閲覧できる。インターネット上でデジタルでありな 
がらカタログを読む感覚で画面を閲覧できて、スムーズ がらカタログを読む感覚で画面を閲覧できて、スムーズ 
なページ閲覧ができる電子カタログサービスです。 なページ閲覧ができる電子カタログサービスです。 

今回弊社にて制作させて頂きましたカタログを、そのま 今回弊社にて制作させて頂きましたカタログを、そのま 
ま電子カタログとして２次利用いたします。 ま電子カタログとして２次利用いたします。 

web web× ×リアルメディアの連動した情報発信により御社サ リアルメディアの連動した情報発信により御社サ 
イトへの直接的な導線としてのご活用が可能です。 イトへの直接的な導線としてのご活用が可能です。 

☆ ☆iPhone iPhone/ /ｉ ｉPad(safari Pad(safari対応 対応) )デジタルカタログの制作は デジタルカタログの制作は 
別途オプションになりますので、ご相談ください。 別途オプションになりますので、ご相談ください。 

10 

< 料金例 > 

電子版カタログ制作10Pまで  ¥10,000 
※金額は税抜き。 
※電子カタログの制作は、ブランドマガジン制作のオプションプランとなりますので、電子カタログのみでのご注文は必要 
なデータを別途、ご用意ください。



ミニブランドムック 

弊社にてサイト制作に 
ついてもサポートさせ 
ていただきます。 ご 
予算に応じて各種メ 
ニューございますので 
是非ご相談ください。 

弊社にてサイトを管理することでご提案中のミ 
ニブランドムックはもちろん、自社サイトを中心 
とした各種思索をワンチャンネルでコントロール 
が可能になります！ 
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ブランドマガジン企画 ブランドマガジン企画 Ⅰ Ⅰ 自社サイト・ＥＣサイトオープンをご検討中の企業様へ 自社サイト・ＥＣサイトオープンをご検討中の企業様へ 

自社サイト・ＥＣサイト制作 自社サイト・ＥＣサイト制作 自社サイト・ＥＣサイト制作 
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