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1. WORLD SOCCER KING
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■ワールドサッカーキング
注目クラブをピックアップし、多角的に掘り下げるワールドサッカー情報誌。
チャンピオンズリーグやワールドカップなどの特集企画も掲載。
幅広い海外サッカーファンに向けたワンテーママガジン。

・発行 株式会社フロムワン
・編集制作 株式会社フロムワン
・発売 株式会社朝日新聞出版
・発売日 偶数月12日発売
・定価 980円（税込）

・判型 A4変形版
平綴じ100ページ

・発行部数 250,000部

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,200,000 255mm×197mmタチオトシ 発売日20日前

表2見開き ¥1,800,000 270mm×414mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

目次対稿 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1/2P
（横長） ¥400,000 115mm×169.25mmカコミ 発売日20日前

男性
学生

（高校生以上）
38%

女性 パート・アルバイト 23%

年齢 男性 女性 会社員 20%

～12歳 0.3% 0.1%
学生

（中学生以下）
12%

13～19歳 4.2% 0.6% 経営・管理職 5%

20代 20.8% 8.1% 専業主婦 3%

30～40代 35.4% 16.9% その他 3%

50代～ 8.7% 4.9%

男女比 職業

69.3%

30.7%

広告料金表・サイズ 読者データ

※タイアップ編集記事には、別途取材・制作費が発生致します。



2. J LEAGUE SOCCER KING

4

■Jリーグサッカーキング
日本サッカーに徹底フォーカスした唯一のJリーグ専門誌。クラブや人気選手を
テーマに、月刊誌の特性を活かしたディープな特集を実施。様々な角度から
J1・J2のクラブを取り上げ、Jリーグを最大限に楽しむための視点を提供する。
特集クラブとタイアップし、スタジアムでの販売やイベントなど様々な企画を展開。

・発行 株式会社フロムワン
・編集制作 株式会社フロムワン
・発売 株式会社朝日新聞出版
・発売日 毎月24日発売
・定価 800円（税込）

・判型 A4変形版
平綴じ84ページ

・発行部数 100,000部

広告料金表・サイズ 読者データ

※タイアップ編集記事には、別途取材・制作費が発生致します。

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,200,000 255mm×197mmタチオトシ 発売日20日前

表2見開き ¥1,800,000 270mm×414mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

目次対稿 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1/2P
（横長） ¥400,000 115mm×177.75mmカコミ 発売日20日前

男性
学生

（高校生以上）
38%

女性
パート・アルバイ

ト
23%

年齢 男性 女性 会社員 20%

～12歳 0.0% 0.0%
学生

（中学生以下）
12%

13～19歳 1.4% 0.8% 経営・管理職 5%

20代 14.1% 11.1% 専業主婦 3%

30～40代 37.2% 19.8% その他 3%

50代～ 10.4% 5.3%

男女比 職業

63.0%

37.0%



3. SOCCER GAME KING 
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■サッカーゲームキング
サッカーゲーム情報を中心とした、サッカーカルチャーマガジン。アーケードゲーム、
テレビゲーム、オンラインゲームを始め、サッカーに関わる人気ゲームの最新情報や
攻略法を取り扱う。またリアルサッカーの情報も織り交ぜつつ、サッカーファン、
ゲームファンが求めるテーマを硬軟幅広く盛り込む。

・発行 株式会社フロムワン
・編集制作 株式会社フロムワン
・発売 株式会社朝日新聞出版
・発売日 毎月24日発売
・定価 1,000円（税込）

・判型 A4変形版
平綴じ84ページ

・発行部数 200,000部

広告料金表・サイズ 読者データ

※タイアップ編集記事には、別途取材・制作費が発生致します。

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,000,000 260mm×198mmタチオトシ 発売日20日前

表2見開き ¥1,700,000 282mm×420mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 282mm×210mmタチオトシ 発売日20日前

目次対稿 ¥900,000 282mm×210mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 282mm×210mmタチオトシ 発売日20日前

4C1/3P（縦
長）

¥400,000 245.75mm×55mmカコミ 発売日20日前

4C1/5P（横
長） ¥350,000 45mm×177mmカコミ 発売日20日前

男女比 職業 サッカーとの関わり

男性 98%
学生
（高校生以上）

26% サッカーをプレー 16%

女性 2% パート・アルバイト 29% フットサルをプレー 14%

年齢 会社員 25% テレビ観戦 12%

14歳以下 8%
学生
（中学生以下）

8% 購買（雑誌など） 9%

15-19歳 20% 経営・管理職 3% スタジアム観戦 8%

20-24歳 31% 専業主婦 1% ゲーム 38%

25-29歳 29% その他 8% コレクション 3%

30-34歳 9% ※1つを選択

35歳以上 3%



4. URAWA MAGAZINE 
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男女比 職業 サッカーとの関わり

男性 70%
学生
（高校生以上）

16% サッカーをプレー 16%

女性 30% パート・アルバイト 11% フットサルをプレー 12%

年齢 会社員 38% テレビ観戦 23%

14歳以下 3%
学生
（中学生以下）

4% 購買（雑誌など） 3%

15-19歳 11% 経営・管理職 8% スタジアム観戦 42%

20-24歳 20% 専業主婦 18% ゲーム 2%

25-29歳 27% その他 5% コレクション 2%

30-34歳 24% ※1つを選択

35歳以上 15%

■浦和マガジン
浦和レッズサポーターに向けたサッカー情報誌。浦和レッズの全面協力により、
選手の独占ロングインタビュー、選手連載、全選手のレポート記事、
浦和レッズOBによる連載、浦和レッズユース、ジュニアユース、
レッズレディースの記事などのディープな情報を掲載。スタジアムでの販売も行う。

・発行 株式会社フロムワン
・編集制作 株式会社フロムワン
・発売 株式会社朝日新聞出版
・発売日 浦和レッズのホーム

ゲームに合わせて発売
・定価 1,000円（税込）

・判型 A4変形版
平綴じ100ページ

・発行部数 200,000部

広告料金表・サイズ 読者データ

※タイアップ編集記事には、別途取材・制作費が発生致します。
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「SAMURAI SOCCERKING」

本誌は“世界と戦うサムライ”をテーマに、日本代表及
び国外リーグで活躍する“海外組”の現在地、あるいは
国内選手の可能性について追求していく、日本代表専
門誌です。

・発売日：10月19日
・販売：全国書店 ※一部コンビニ
・発売：朝日新聞出版
・制作：フロムワン
・発行部数：50,000部
・判型：A4変形
・価格：880円

SAMURAI SOCCERKING 

10月19日発売号特集テーマ

“日本代表があゆむ8カ月を考える“

■コンテンツ内容
・日本代表選手インタビュー
・代表を変えるエースは誰だ？
・ハリルホジッチへの推薦状
・唯一の日本人、からの提言 岡田武史元代表監督インタビュー
・世界の目で日本代表を見る
・専門家緊急アンケート「理想の日本代表」 など

■特集予告
2018年1月中旬発売号 「世界で戦うということ」
2018年5月下旬発売号 「大会直前プレビュー」※付録：W杯名鑑

概要

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,200,000 255mm×197mmタチオトシ 発売日20日前

表2見開き ¥1,800,000 270mm×414mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

目次対稿 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1/2P
（横長）

¥400,000 115mm×169.25mmカコミ 発売日20日前

5. SAMURAI SOCCERKING
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「アジアサッカーキング」

アジアサッカー界の現在地にフォーカスを当ながら、
日本代表やアジア各国の最新情報やビジネスなどの
ディープな情報を配信。

・発売日：12月1日発売
・販売：全国書店 ※一部コンビニ
・発売：朝日新聞出版
・制作：フロムワン
・発行部数：50,000部
・判型：A4変形
・価格：800円

ASIA SOCCERKING

概要 12月1日発売号特集テーマ

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,200,000 255mm×197mmタチオトシ 発売日20日前

表2見開き ¥1,800,000 270mm×414mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

目次対稿 ¥900,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 270mm×207mmタチオトシ 発売日20日前

4C1/2P
（横長）

¥400,000 115mm×169.25mmカコミ 発売日20日前

“EAFF E1 サッカー選手権特集“

■コンテンツ内容

12月上旬~日本で開幕する「EAFF E-1サッカー選手権」を特集。

日本代表はもちろん、韓国、中国、北朝鮮のサッカー最新のサッカー

事情を紹介する他、過去の日本代表vs3か国の激闘を振り返り、

EAFF E-1サッカー選手権への期待感を醸成。他、アジアサッカー界

のビジネスまでディープな情報を配信します。

・韓国、北朝鮮、中国各国のサッカー事情クラブ、代表

・参加国vs日本代表激闘録
・アジアサッカービジネスの今
・Jリーグクラブのアジア戦略 他、アジア各国情報 など

6. ASIA SOCCERKING 



7. 日本代表及びW杯関連スケジュール（雑誌媒体スケジュール）
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雑誌

日本代表

＆

W杯特集

スケジュール

2017年 2018年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

SAMURAI 

SOCCERKING

アジアサッ

カーキング

SAMURAI 

SOCCERKING

ワールドサッ

カーキング

W杯特集

ワールドサッ

カーキング

ワールドサッ

カーキング SAMURAI 

SOCCERKING

ワールドサッ

カーキング

W杯特集

●10/19
SAMURAI SOCCERKING

●12/1
アジアサッカーキング
特集：
EAFF E-1サッカー選手権

●12/12
ワールドサッカーキング
特集：W杯出場国紹介

●1/中旬
SAMURAI SOCCERKING
特集：世界と戦うということ

●4/12
ワールドサッカーキング
特集：未定

●5/下旬
SAMURAI SOCCERKING
特集：大会直前プレビュー

●6/12
ワールドサッカーキング
特集：大会直前プレビュー

●2/12
ワールドサッカーキング
特集：未定

キリン
チャレンジ
カップ

W杯抽選会
EAFF E-1

サッカー選手権
親善試合？ 本大会メンバー発表

日本代表

及び

W杯関連

スケジュール

●10/6
日本代表vsニュージーランド代表

●10/10
日本代表vsハイチ代表

●12/1
W杯組み合わせ抽選会

●12/9
日本代表vs北朝鮮代表

●12/12
日本代表vs中国代表

●12/16
日本代表vs韓国代表

●~11月中旬
大陸間プレーオフ

●~5/末
本大会メンバー発表

●6/14~7/15
ロシアワールドカップ本大会

●3月中
日本代表vs対戦国未定

親善試合？

●11月中
日本代表vs対戦国未定



8.広告ご入稿仕様・お申込みについて
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■広告のご入稿仕様について
入稿の際には、下記をご確認いただき、ご不備のないようご注意頂き、営業担当宛にご入稿頂きますよう、
宜しくお願い致します。
下記入稿に必要なデータ一式となります。
入稿仕様書（雑誌広告データチェック票）、出力見本、 ADデータ（原則MO・CD・DVDなど、メディアによるご入稿）
※フォントアウトライン済・画像ファイル埋め込み済・トンボ作成済・塗り足し3mm作成済
※TAC値（インキ使用量）について
表2,3,4に関しては、TAC値（インキ使用量）300％以内、中面ページについては320％とさせて頂きます。
これを超える場合は、入稿致しかねます。

■雑誌広告データチェック票
・ご入稿頂く際は、右記の「雑誌広告データチェック票」をご参照下さい。
（原本をご希望される場合は、営業担当までご連絡をお願い致します）

■広告掲載のお申し込みについて

お申し込みは、広告スペース、空枠・掲載可否等の確認後、メールにてご連絡ください。

お申し込み先：株式会社フロムワン 営業グループ
メール：sales@from1.com
電話： 03-3523-7131 [営業時間 平日10：00～18：00]
申込みの際は下記内容の記載をお願い致します。
・申し込み媒体枠(枠数)・広告主・広告内容・代理店・金額・掲載期間・備考



9.広告ご掲載基準ついて
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■スペース在庫の確認について
・掲載広告のお申し込みにあたり、事前に必ず掲載希望の広告枠の空き状況をご確認願います。

■広告掲載基準について
お申し込みの広告についての掲載可否の決定権はフロムワンに属します。また、以下の項目に該当すると思われる

場合は、一部掲載をお断りすることがございますので 予めご了承ください。

・法律、条例、条約に違反、もしくはその恐れがある場合

・猥褻性が高い写真、イラスト及び表現の入った広告

・医療、医薬品、化粧品において、効能、効果および性能等を厚生労働省が承認する範囲を逸脱する広告

・経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある広告

・宗教の勢力拡大および布教活動目的の広告

・人権侵害の恐れのある広告

・他の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害する場合

・事業内容がフロムワンの事業と競合する場合

・消費者金融業

・美容・整形業

・広告主の所在や商品責任が明確でない場合

・その他フロムワンが不適切と判断した場合

■免責について

・広告内容及びリンク先のサイト内全ての情報についての第三者からの苦情及び損害賠償請求、その他の要求があった場合は、

全て広告申込者において解決し当社は一切の責任を負いません。

※広告メニューに関しては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。



株式会社フロムワン

本社所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4−9−4

TEL：03−3523−7131（代表） FAX：03−3523−7132

東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」下車 A1出口 徒歩1分

関西支社所在地 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3−1−8

TEL：06−6233−3131 FAX：06−6233−3132

大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」下車 11番出口 徒歩3分

京阪本線「淀屋橋駅」下車 8番出口 徒歩5分

名古屋支社所在地 〒460-0008 名古屋市中区栄5−26−36 GS栄ビルⅡ8F

TEL / FAX：052−228−6582

名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」下車 3番出口 徒歩3分


