
2020年12月改訂版

株式会社KADOKAWA ビジネスプロデュース局

弊社発行雑誌メディア『電子版』広告掲載に関するご案内



「レタスクラブ」「3分クッキング」「ダ・ヴィンチ」「関西ウォーカー」「東海ウォーカー」「毎日が発見」「週刊ファミ通」

※ については2018年3月より「有料広告販売」が開始されたため、本誌広告の無料転載は対象外となりました。（2018年3月1日 改訂）

雑誌広告のお申込だけで
電子版に自動転載！

純広告だけでなく
タイアップ記事も転載！

著名な読み放題サービス、
電子書店にて大量配信！

対象メディア



KADOKAWA雑誌［電子版］への広告転載に関する詳細

転載方法および諸条件について
 対象雑誌に掲載される純広告/タイアップ広告については、原則すべて転載になります。

 転載不可・不要の場合は、雑誌広告掲載お申込時に必ず『オプトアウト（削除希望）』の旨、
ご連絡をお願いいたします。お申込締切後の「オプトアウト」はお受けしかねます。

 差込ハガキ、一部特殊広告（袋貼り／封筒／DVD貼込／ホログラム等、電子版で再現出来ないもの）につきましては、
電子マガジンでは転載いたしません。 → 「原稿内にハガキ印刷のあるもの」は、転載対象となります。

 片観音／両観音／ポスターなどについては、ノンブルの順で掲載になります。

その他留意事項
 電子版の配信データ（掲載誌に相当するもの）は提供しておりません。

 電子版単号の配信／UU数は公表しておりません。
なお、6ヶ月分の配信／UU数の合計をもとに、号あたりの平均を算出した数値をご案内しております。
（一部メディアを除く／年2回集計）※別紙参照

例： 右開き、片観音 例： 右開き、両観音

⑤⑥ ③④ ①②⑦⑧①②③④



KADOKAWA雑誌［電子版］配信先一覧 （2020年12月現在）

※ については2018年3月より「有料広告販売」が開始されたため、本誌広告の無料転載は対象外となりました。（2018年3月1日 改訂）

媒体名 雑誌発行日 電子版配信日 配信先＜定額読み放題＞ 配信先＜都度課金・定期購読＞

レタスクラブ 毎月25日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、ス
マートパス、ブックパス、Kindle Unlimited

3分クッキング
（日本テレビ版）

毎月16日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、ブックパス、
Kindle Unlimited

ダ･ヴィンチ 毎月6日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、スマートパ
ス、ブックパス、Kindle Unlimited

関西ウォーカー 毎月20日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、
ブックパス、Kindle Unlimited

東海ウォーカー 毎月20日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、
ブックパス、Kindle Unlimited

毎日が発見 毎月28日 雑誌発行日同日

dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ブックパス、
Kindle Unlimited

週刊ファミ通 毎週木曜日 雑誌発行日同日

dマガジン※、BOOK☆WALKER、楽天マガジン、FODマ
ガジン、ブックパス、Kindle Unlimited

■全媒体取扱
■BOOK☆WALKER
■Amazon
■楽天kobo
■ブックパス

■一部媒体を除き取り扱い
■紀伊国屋書店
■BookLive
■honto
■eBookJapan
■dマーケット dブック
■Google Play ブックス
■Apple Books
■Sony Reader Store
■mibon
■セブンネットショッピング
■DMM
■コミックシーモア
■ヨドバシ
■ひかりTVブック
■music.jp
■マガストア
■ビューン for Woman
■Newsstand
■PCデポ

※ 配信料につきましては各サービス・ストアにより異なります。
※ 上記リストについては都度更新されます。


Sheet1

		媒体名 バイタイ メイ		雑誌発行日 ザッシ ハッコウ ビ		電子版配信日 デンシ バン ハイシン ヒ		配信先＜定額読み放題＞ ハイシン サキ テイガク ヨ ホウダイ		配信先＜都度課金・定期購読＞ ハイシンサキ ツド カキン テイキ コウドク

		レタスクラブ		毎月25日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、スマートパス、ブックパス、Kindle Unlimited		■全媒体取扱
■BOOK☆WALKER
■Amazon
■楽天kobo
■ブックパス

■一部媒体を除き取り扱い
■紀伊国屋書店
■BookLive
■honto
■eBookJapan
■dマーケット dブック
■Google Play ブックス
■Apple Books
■Sony Reader Store
■mibon
■セブンネットショッピング
■DMM
■コミックシーモア
■ヨドバシ
■ひかりTVブック
■music.jp
■マガストア
■ビューン for Woman
■Newsstand
■PCデポ ゼン バイタイ トリアツカイ ラクテン

		3分クッキング
（日本テレビ版） バン		毎月16日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、ブックパス、
Kindle Unlimited

		ダ･ヴィンチ		毎月6日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、スマートパス、ブックパス、Kindle Unlimited

		関西ウォーカー		毎月20日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、ブックパス、Kindle Unlimited

		東海ウォーカー		毎月20日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ビューン、ブックパス、Kindle Unlimited

		毎日が発見		毎月28日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、楽天マガジン、FODマガジン、ブックパス、Kindle Unlimited

		週刊ファミ通		毎週木曜日		雑誌発行日同日 ザッシ ハッコウ ビ ドウジツ		dマガジン※、BOOK☆WALKER、楽天マガジン、FODマガジン、ブックパス、Kindle Unlimited







KADOKAWA雑誌［電子版］配信/UU数一覧 （2020年12月更新）

媒体名 弊社営業担当課
号あたり

平均販売部数
号あたり
平均UU数

配信期間
（最長）

読み放題期間
（最長）

レタスクラブ アカウントビジネス部 アカウント3課 1,032 253,155 3ヶ月間 1年間

3分クッキング（日本テレビ版） アカウントビジネス部 アカウント3課 143 109,949 1年間 1年間

ダ･ヴィンチ アカウントビジネス部 アカウント3課 721 63,358 3ヶ月間 1年間

関西ウォーカー アカウントビジネス部 アカウント8課 205 83,334 3ヶ月間 1年間

東海ウォーカー アカウントビジネス部 アカウント9課 193 81,185 3ヶ月間 1年間

毎日が発見 アカウントビジネス部 アカウント3課 ― ― 無期限 1年間

週刊ファミ通 アカウントビジネス部 アカウント5課 ― ― 無期限 1年間

→黒字：日本ABC協会 公表値／赤字：KADOKAWA 公表値

※ 上記Specは、2020年1月～6月末の販売部数／UU数合計をもとに、号あたりの平均を算出した数値となります。
（日本ABC協会公表値／KADOKAWA公表値・年2回更新想定）

※ 単号での配信／UU数は公表しておりません。ご了承ください。

※ 「週刊ファミ通（㈱KADOKAWA Game Linkage 発行）」「毎日が発見（㈱毎日が発見 発行）」の
平均販売部数／UU数は非公表とさせていただいております。

※ 電子版の配信データ（掲載誌に相当するもの）は提供しておりません。

株式会社KADOKAWA ビジネスプロデュース局


Sheet1

		媒体名 バイタイ メイ		弊社営業担当課 ヘイシャ エイギョウ タントウ カ		号あたり
平均販売部数 ゴウ ヘイキン ハンバイ ブスウ		号あたり
平均UU数 ゴウ ヘイキン スウ		配信期間
（最長） ハイシン キカン サイチョウ		読み放題期間
（最長） ヨ ホウダイ キカン サイチョウ

		レタスクラブ		アカウントビジネス部 アカウント3課		1,032		253,155		3ヶ月間 ゲツ カン		1年間 ネンカン

		3分クッキング（日本テレビ版） バン		アカウントビジネス部 アカウント3課		143		109,949		1年間 ネンカン		1年間 ネンカン

		ダ･ヴィンチ		アカウントビジネス部 アカウント3課		721		63,358		3ヶ月間 ゲツ カン		1年間 ネンカン

		関西ウォーカー		アカウントビジネス部 アカウント8課		205		83,334		3ヶ月間 ゲツ カン		1年間 ネンカン

		東海ウォーカー		アカウントビジネス部 アカウント9課		193		81,185		3ヶ月間 ゲツ カン		1年間 ネンカン

		毎日が発見		アカウントビジネス部 アカウント3課		―		―		無期限 ムキゲン		1年間 ネンカン

		週刊ファミ通		アカウントビジネス部 アカウント5課		―		―		無期限 ムキゲン		1年間 ネンカン
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