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パウダーライフ＆サマーライフはニセコ・ライフスタイルのエッセンスを詰め込んでいます。
一年を通じて – 食、文化、風景、アウトドアを楽しむ 。

ニセコ、香港、シンガポールにて2万部 冬期のニセコで1万部
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ニセコパウダーライフスタイル

暖気に包まれたラグジュアリーな一室で目覚める朝

外では静かに粉雪が舞い落ちる

玄関アプローチに積もった綿菓子のように軽い雪をかき除く

足跡のついていない真っ白な雪道を走る除雪機

疲れた身体を露天風呂でほぐす至福のひと時

暖炉の炎を前に友人とグラスを交わす

お気に入りの居酒屋での宴

パウダーライフとは…

• 贅沢なレイアウト

• 数々の目を引く写真

• プロの書き手による記事

• ニセコ、香港、シンガポールで配布

• 雑誌を家に持ち帰り、友人と休暇の

思い出を分かち合うことができる

• 100ページにおよぶ高品質の雑誌

• 厚みのあるグロスマット紙を使用した表紙 

• 柔らかなマットコート紙を使用した誌面

bird’s eye views glen claydon

With the advent of heli-skiing in Niseko and also drone photography, we’re seeing some 
interesting new perspectives of Niseko. At the forefront is local photog Glen Claydon, who 
showcases his pioneering work on blog 360niseko throughout the year. 

Glen snapped this photo from the new Hokkaido Backcountry Club heli-ski chopper 
while on assignment for Warren Miller’s new film “No Turning Back”. The rider is none 
other than two-time Olympic Gold medal boarder-cross champion Seth Westcott. The 
videographer was right next  to Glen during the shoot, so check out the flick to see more of 
this action and terrain, and 360niseko for Glen’s behind-the-scenes footage.



summer
ニセコサマーライフスタイル

北海道の澄んだ空気を吸い込み

清らかな水を飲む

自転車、ジョギング、ハイキングで田舎を楽しむ

ゴルフ、マウンテンバイク、ラフティング、スタンドアップ・パドルボード

リゾートにあるアドベンチャー・パークで家族と遊ぶ

農家を知り、旬を食す

niseko’s third
dimension
The majority of winter migrants to Niseko miss the other guises this 
volcanic, mountainous wilderness wears from season to season. 
Local photographer Paul Malandain shares with us a selection of 
images that capture the seasons most winter migrants never see.

waist deep four seasons

サマーライフとは…

• 贅沢なレイアウト

• 数々の目を引く写真

• プロの書き手による記事

• 冬期のニセコを訪れる観光客へ配布

• 雑誌を家に持ち帰り、友人が来夏の

ニセコへ来るように勧めることができる

• 100ページにおよぶ高品質の雑誌

• 厚みのあるグロスマット紙を使用した表紙 

• 柔らかなマットコート紙を使用した誌面



summer
広告掲載について…

パウダーライフは、冬期のニセコ市場へ商品を幅広く

知らせるために最もパワフルで費用対効果が大きい

方法のひとつです。

サマーライフによって、今年の冬シーズンのニセコ市場

で貴社のビジネス、事業計画が幅広く知られます。それ

により貴社の年間の取引高を間接的に促します。

“印刷広告は企業ブランドの独自性を強

化することに優れている”

詳しくはフォーブス・マガジンをご覧ください。

“ 多くの人が広告を見ることによって、より多くの人
が商品を購入するだろう”

詳しくはヘラルド・トリビューン・メディアグループをご覧ください。

サマーライフのリーチ数パウダーライフのリーチ数

• 冬期のニセコ15,000部

• 香港4,000部、シンガポール1,000部

• 推定読者数　5万～10万人

• 冬期のニセコ10,000部

• 推定読者数　2万～5万人

             一般的に雑誌は一人以上の人々の手に渡ります。

http://www.forbes.com/sites/thesba/2012/06/28/print-is-dead-not-so-fast/
http://www.forbes.com/sites/thesba/2012/06/28/print-is-dead-not-so-fast/
http://www.heraldtribunemediasource.com/files/2011/03/9Value-of-consistant-advertising.pdf
http://www.heraldtribunemediasource.com/files/2011/03/9Value-of-consistant-advertising.pdf
http://www.consterdine.com/report.asp?articleid=42
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• 空港内のキャセイパシフィック航空の

ラウンジ

• 大規模な土地開発企業

• スキー関連の小売店、旅行会社、団体

• 最高級のクラブハウス、カントリークラブ

• 高級スパ、サロン

• アークテリクス/ キャンパーズ・コーナ

ー・アウトドアショップ（シンガポール国

内唯一のスキーショップ）

• 日本政府観光局

• 日本旅行シンガポール

香港 シンガポール ニセコ

• 主な宿泊施設：NISADE、バケーション

ニセコ、ニセコカンパニー、ホリデー

ニセコ等

• ショップ、カフェ、レストラン、リゾート内

に設置されている弊社のマガジンスタン

ド30個（目立つ青色）

iPad、アマゾン・キンドル、オンラインサイト

パウダーライフ、サマーライフ共にiTunes、Apple Newsstand、Amazon Kindle Fire Newsstand、Powderlife.comにてダウンロードが可能です。

ニューススタンド内のサイトロゴ、リンク先はご自分のウェブサイトに直接リンクできます。サイト内の特定のページにリンクする事も可能です。
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裏表紙　 上記料金の1.5倍

表紙裏/裏表紙裏　 上記料金の1.4倍

最初の30頁　 上記料金の1.3倍

>プレミアム広告は大きな需要があるため、厳選させていただいております。

>プレミアム広告は変更がない限り、前シーズンの広告主様が引き続き広告掲載されます。

>プレミアム広告にご興味をお持ちでしたら、kris@powderlife.comまでご連絡ください。

*上記料金に税金を加算します。

ダブルページ ¥800,000

フルページ   ¥400,000 

ハーフページ   ¥200,000

¼ページ  ¥100,000

ビジネスディレクトリ（商工名鑑） ¥25,000

ダブルページ  ¥600,000

フルページ   ¥300,000 

ハーフページ   ¥150,000

¼ページ   ¥75,000

ビジネスディレクトリ（商工名鑑） ¥15,000

ダブルページ ¥1.2m

フルページ    ¥600,000 

ハーフページ     ¥300,000

¼ページ   ¥150,000

ビジネスディレクトリ（商工名鑑） ¥35,000

パウダーライフ サマーライフ パウダーライフ＋サマーライフ

広告料金

プレミアム広告
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お問い合わせ

Eメール        kris@powderlife.com

広告申し込みの締め切り.................................9月20日
デザイン＆支払いの締め切り......................10月10日

デザインのガイドラインはこちらを参照ください。        www.powderlife.com/design

mailto:kris%40powderlife.com?subject=Powderlife%202016%20Advertising
http://www.powderlife.com/design
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“印刷物は得に富裕層に効果的であるようだ。2013年の研究によると、世帯収入が25万ドル（およそ3000万円）以上ある家庭では全ての媒体で雑誌

が２番目に効果的であると報告された。雑誌は長期に渡り保管でき、流通性があり、高い信頼性がある。だからこそ、厳選した紙媒体は企業ブランド

の隙間分析に高い価値を得ることができる”           詳しくはMediaLife.comをご覧ください。 

“高品質かつ信頼性のある内容を提供する雑誌は、読者の信頼を高めると証明された。印刷出版物において、内容の質によって読者は信頼を高める。

それは広告も同じ事で高品質の広告によって、読者の購買力、関心を高める”      詳しくはGuy Consterdine Associatesをご覧ください。

なぜ印刷広告なのか？

 “優れた印刷広告は広告目的の達成に重要な役割を持つ。ある研究では、印刷媒体は脳に強く印象付け、情動過程がみられた。それは企業ブランド

と広告記憶のために重要である”   詳しくはDMN3 Marketingをご覧ください。

弊誌への広告掲載により、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

http://www.medialifemagazine.com/niche-titles-dominate-circulation-gainers/
http://www.consterdine.com/report.asp?articleid=42
http://www.dmn3.com/dmn3-blog/print-advertising-can-it-be-more-effective-than-online-advertising

