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１．雑誌媒体一覧

2019年4月‐2020年2月刊行予定・雑誌媒体一覧

国内外のサッカー情報の他、

ゲーム、エンターテインメ

ントを扱うサッカー情報誌。

国内・海外サッカー
サッカーカルチャー

情報を配信

日本サッカーに徹底的に

フォーカスをしたJリーグ

専門誌。

Jリーグ情報をメインに
国内のサッカー情報を

配信

★新創刊 定期誌

「サッカーキング」
国内外のサッカーを取り扱う

サッカー総合誌

旬なテーマで
一冊丸ごと特集

“サッカー日本代表”“アジ

アサッカー ” “海外サッ

カー”など、旬なテーマを

題材に不定期で特集。

選手インタビュー、試合レ

ビュー・プレビュー、選手

のプライベートまで、一冊

丸ごと浦和レッズを特集。

浦和レッズ専門誌
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増刊 7月・12月発売予定

「Jリーグサッカーキング」
Jリーグをテーマに取り扱う

Jリーグ専門誌

増刊7月・2月発売予定

「浦和マガジン」
浦和レッズ専門誌

不定期誌

「アジアサッカーキング」
アジアサッカー専門誌

「SAMURAI SOCCERKING」
サッカー日本代表専門誌

「WORLD SOCCERKING」
海外サッカー専門誌



２． 2019‐2020雑誌刊行スケジュール
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3月 4月 5月 6月 7月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

●雑誌：
サッカーキング

●増刊：
Jリーグサッカーキング

●増刊：浦和マガジン

●増刊：不定期誌

毎月15日発売

7月上旬発売 12月中旬発売

女子W杯・コパアメリカ・海外リーグ総括など(未定)

7月上旬発売 2月中旬発売12月中旬発売

浦和レッズ
Jリーグ優勝の場合



３．新創刊雑誌：「サッカーキング」［基本データ］
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●発売日・発売サイクル

毎月15日発売
（15日が日曜・祝日・休配日の場合、発売日が前後する可能性がございます）

●定価

980円（税込）

●サイズ

A４変形

●発行部数

50,000部

●創刊日

2019年3月15日

●編集・制作

FromOne

●出版元

朝日新聞出版社

●媒体コンセプト

“Story and Knowledge of Football”
サッカーの“物語”を届け、読者の“見聞”を広げる総合サッカー雑誌。

国内外の選手、クラブ、リーグにまつわる物語を伝え、読者の“サッカーのある生活”をより豊かにする。国の歴史や文化、政
治、経済など、ピッチ上にはないものの、サッカーを形作る一部であるものにも触れ、読者の“サッカー観”をより豊かにする。

「ワールドサッカーキング」

「サッカーゲームキング」 「Jリーグサッカーキング」

海外

ゲーム 国内

3誌を統合した
総合サッカー雑誌

毎号特別付録

WCCF

FOOTISTA
2019 選手カード
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３．新創刊雑誌：「サッカーキング」［3月15日売り特集号］

●3月15日売り特集

“SECOND COMING 〜よみがえるキング〜”

［メイン特集］Reboot 再起を図る者たち

巻頭特集 香川真司

◯香川真司がトルコリーグを選んだ理由

◯トルコリーグ関連コンテンツ

選手の移籍を研究する

◯中島翔哉の移籍の是非

◯ブレグジットと英国移籍市場

再起を図る者たち

◯ギャレス・ベイル インタビュー：レアル復活への道

◯アンデル・エレーラ インタビュー：マンチェスター・Uの未来

よみがえる東京ヴェルディ

◯ギャリー・ジョン・ホワイト監督インタビュー

◯あの頃のヴェルディ など



４．Jリーグサッカーキング [基本データ]
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●増刊（7月・12月）「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。

7月売特集「Jリーグワールドチャレンジ」・12月売り特集「Jリーグ優勝チーム特集」を実施。

●7月15日発売特集：「Jリーグワールドチャレンジ」

●発売日

7月上旬発売

●定価

980円（税込）

●サイズ

A４変形

●発行部数

50,000部

●販売

書店 / コンビニ / スタジアム

●編集制作

FromOne

●発売

朝日新聞出版社

７月に実施される「海外チームvs

Jリーグチーム」。海外クラブチー

ムをメインに一冊丸ごと「ワール

ドチャレンジ」特集を実施。

明治安田生命
Jリーグワールドチャレンジ

Jリーグ優勝号特集。優勝チーム選

手、監督のインタビューを交え、

2019シーズンを総括。

2019年
Jリーグ優勝チーム特集号

●12月15日発売特集：「Jリーグ優勝チーム」

●発売日

12月中旬発売

●定価

980円（税込）

●サイズ

A４変形

●発行部数

50,000部

●販売

書店 / コンビニ / スタジアム

●編集制作

FromOne

●発売

朝日新聞出版社
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５．浦和マガジン [基本データ]

●「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。

毎号一人の選手にスポットライトを当て、その選手の人となりをさまざまな人の証言から掘り下げていく。浦和レッズホー

ムゲームでのスタジアム販売も行う。

●７月中旬発売特集：「2019シーズン前半戦総括」

●発売日

2019年7月中旬発売

●定価

500円（税込）

●サイズ

B5正寸

●発行部数

10,000部

●販売

書店 / コンビニ / スタジアム

●編集制作

FromOne

●発売

朝日新聞出版社

2019シーズンの総括。

選手インタビュー・前半戦

レビューなど、前半戦の総

括特集号。

浦和レッズ
前半戦総括

2020シーズンに向けた選手名

鑑・シーズンプレビューを実

施。

2020シーズン
選手名鑑

●2月中旬発売 特集：「浦和レッズ選手名鑑」

●発売日

2020年2月中旬発売

●定価

500円（税込）

●サイズ

B5正寸

●発行部数

10,000部

●販売

書店 / コンビニ / スタジアム

●編集制作

FromOne

●発売

朝日新聞出版社



６．その他不定期
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アジア
サッカーキング

アジアチャンピオンズリー

グ、アジアカップ、東アジ

ア、東南アジアなど、アジ

アサッカーにフォーカスし

た専門誌。

アジアサッカーを
テーマにした専門誌

サムライ
サッカーキング

サッカー日本代表をテーマ

にした「サムライサッカー

キング」。選手インタビュ

－、大会プレビュー、レ

ビューなどを特集。

サッカー日本代表に
フォーカス

ワールド
サッカーキング

海外リーグ、クラブ、選手

など、一つのテーマを掘り

下げる、海外サッカーファ

ンのための、海外サッカー

情報誌。

海外サッカーを
テーマに特集

●不定期誌

アジアサッカー専門誌「アジアサッカーキング」、サッカー日本代表専門誌「サムライサッカーキング」、海外専門誌

「ワールドサッカーキング」など、国内外問わずサッカー界の旬なテーマを特集。

サッカーキング
ジュニア

クリスティアーノ
ロナウド

W杯総括



７．広告料金表・広告サイズについて
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●雑誌「サッカーキング」

◎編集タイアップ記事：上記掲載費＋¥200,000/ページ：お申込み締め切り日 発売日〜45日前

※取材発生に伴うキャスティング費・交通費・そのほか雑費については別途費用が発生いたします。

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,200,000 255mm×205mmタチオトシ 発売日20日前

表2 ¥900,000 270mm×215mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 270mm×215mmタチオトシ 発売日20日前

4C1P ¥800,000 270mm×215mmタチオトシ 発売日20日前



７．広告料金表・広告サイズについて
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● Jリーグサッカーキング/その他不定期誌

◎編集タイアップ記事：上記掲載費＋¥200,000/ページ：お申込み締め切り日 発売日〜45日前

※取材発生に伴うキャスティング費・交通費・そのほか雑費については別途費用が発生いたします。

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 ¥900,000 270mm×207mm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

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

●浦和マガジン

◎編集タイアップ記事：上記掲載費＋¥200,000/ページ：お申込み締め切り日 発売日〜45日前

※取材発生に伴うキャスティング費・交通費・そのほか雑費については別途費用が発生いたします。

掲載枠 価格（税抜） サイズ（天地×左右） 入稿締切

表4 ¥1,000,000 235mm×170mmタチオトシ 発売日20日前

表2 ¥900,000 257mm×182mmタチオトシ 発売日20日前

表3 ¥900,000 257mm×182mm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



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



８．広告ご掲載基準について
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1. アダルト関連広告

2. 出会い系サービス、結婚情報サービス等の広告（事業者が上場企業またはその子会社の場合、またはJMIC/JLCAのどちらかに加入している場合を除く）

3. ギャンブルに関する広告（公益法人の運営するくじ（宝くじ/ toto）・公営競技を除く）

4. パチンコ／パチンコホールの広告（機器メーカーの広告は事前確認を必須とさせて頂きます）

5. タバコに関する広告

6. 人権を侵害する広告

7. 暴力団等反社会的勢力と関連する広告

8. 消費者金融広告（銀行系のみ可）

9. 宗教・政治・意見・選挙広告

10. 美容整形および関連商品の広告

11. 代替医療・民間医療に関する広告

12. 連鎖販売取引（マルチレベルマーケティング・ネットワークビジネス）広告

13. 入札権購入型オークション（ペニーオークション等）

14. 商品先物取り引き・不動産投資などの広告

15. 情報商材、副業に関する広告

16. 比較広告

17. 興信所、調査会社、探偵事務所などに関する広告

18. 加持・祈祷・易断・占い・催眠・迷信に関する広告

19. その他弊社が不可と認めた広告

以下の広告は掲載をお断りさせていただきます。

またメニューによって、広告掲載基準が一部異なる以下の広告は掲載をお断りさせていただきます。

必ず事前の掲載確認をお願いいたします。



８．広告ご掲載基準について
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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。

■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


