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亜玄株式会社　ジャパンカート出版部 担当：足
あ だ ち
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公式Web http://japankart.co.jp   mail jk@japankart.co.jp

スペース（サイズ : 左右 × 天地） 1 回 2 〜 6 回 7 〜 10 回 《制作料金》

1 ページ／本体　　（210 × 297mm） ¥340,000 ¥272,000 ¥238,000 別途

1 ページ／表紙④　（200 × 297mm） ¥520,000 ¥416,000 ¥364,000 別途

1 ページ／表紙②　（210 × 297mm） ¥450,000 ¥360,000 ¥315,000 別途

1 ページ／表紙③　（210 × 297mm） ¥420,000 ¥336,000 ¥294,000 別途

広告掲載料金／4Cカラー

お申し込み（スペース取り）締切 発行前々月中旬

原稿締切 発行1ヶ月前

発行日 毎月1日

スペース（サイズ：左右 × 天地） １回 ３〜 12 回 《制作料金》

１ページ（裁ち切り　210 × 297mm） ¥220,000 ¥176,000 別途

ヨコ 1/2 ページ（186 × 125mm） ¥150,000 ¥120,000 別途

ヨコ 2/5 ページ（186 × 106mm） ¥120,000 ¥96,000 別途

タテ 1/3 ページ（65 × 262mm） ¥108,000 ¥86,400 別途

1/4 ページ（90 × 125mm） ¥81,000 ¥65,000 別途

1/8 ページ（90 × 50mm） ¥40,000 ¥30,000 別途

広告掲載料金／1Cスミ

スペース（サイズ：左右 × 天地） １回 《制作料金》

B2 サイズ　（728 × 515mm）ポスター 4C ¥800,000 別途

A4 サイズ　（210 × 297mm）チラシ 4C ¥500,000 別途

A4 サイズ　（210 × 297mm）チラシ 1C ¥400,000 別途

小雑誌　　　カタログ・パンフレット 要相談 別途

本誌とじ込み／折り込み

スペース １回 《制作料金》

ジャパンカート誌をお送りしている読者へのDM発送 要相談 別途

DM発送

月刊 ジャパンカート
広告ご掲載料金表

広告出稿に関する日程 （発売は発行月の1ヶ月前）

お問い合せ

●回数は年間の掲載回数。料金は１回掲載分です。
●写真点数は５点まで。５点を超える場合は、１点につき6,000円の写真分解料を申し受けます。
●写真撮影料・版権使用料、イラスト代は別途ご請求させて頂きます。
●広告の制作も承ります。
●消費税は別途計算の上、申し受けます。

※上記日程は、完全データにてご入稿頂く場合のスケジュールとなります。
※色校正等の日程につきましては、別途お知らせ致します。

［2009.09.01］

■体裁 A4正寸サイズ（横210×縦297mm）・4C/1C
 64ページ オフセット印刷中とじ製本
 別冊綴じ込み・折り込み有り（不定号）
■発行形態 毎月1回1日発行
■販売価格 750円（消費税込み）
■発行部数 24,500部
■販売取扱 特約書店、カートショップ、カートコース、直接販売

国内唯一のレーシングカート専門情報誌

●カートに関するコンサルティング業務もご用命ください。
●販促グッズ、各種印刷物の制作もご相談ください。



　“レーシングカートは、モータースポーツの原点”この
言葉のとおり、レーシングカートを使用したカートス
ポーツは、比較的容易に入門しやすく、子供から大人ま
で男女を問わず幅広く楽しむことができ、しかも極めれ
ば極めるほど奥の深いモータースポーツとして受け入れ
られています。
　“走る・曲がる・止まる”というレーシングマシンの基
本性能を純粋に追求されており、しかも他のモータース
ポーツには類を見ない、地上4cmのドライビングポジ
ションから得られる体感スピードは、300km/hとも言
われております。
　モータースポーツ界の最高峰・F1から、国内頂点の
フォーミュラニッポン、全日本F3などにつながるフォー
ミュラカテゴリーの系譜にあり、レーシングカート出身
者から数多くのF1ドライバーが誕生していることも、
レーシングカートがモータースポーツの原点であること
を鑑みることができます。
　国内におけるカート競技人口は、2008年度の統計
を見ると62,000名を数えています。また、㈳日本自
動車連盟（JAF）のカートライセンス発給者は、同年
5,763名を数え、SLカートクラブの年間登録者数は、約
12,000名を数えるまでになっております。

JAPAN KART発行部数の推移
　月刊JAPANKART誌は、モータースポーツの原点
「レーシングカート」の国内唯一の専門誌として1978
年隔月刊として創刊致しました。1991年には空前の
カートブームを反映すると同時に市場の要望により月刊
化し、その後も順調に発行部数を伸ばしています。
　本誌はカート人口の増加とともに、また時代のニーズ
に則った内容を盛り込みながら、発行部数を伸ばしてま
いりました。今後とも、レンタルカート愛好者の取り込
み、特約書店の販売網の充実等により、発行・販売部数
のさらなる増加を見込んでいます。

レーシングカートとは

2004 2005 2006 2007 2008
カート競技参加者人口 64,500 65,000 65,000 62,000 62,000
SLカートクラブ新規入会者数 3,194 3,006 3,188 3,005 3,036
JAFライセンス取得者数 7,471 7,141 6,862 6,088 5,763
SLレース開催数 484 425 380 405 263
JAF公認レース数 484 425 380 349 434
カートコース（レンタル含む） 103 103 110 108 94

2009.3. １現在
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2004 2005 2006 2007 2008 年度

部数

販売先 部数

特約書店 12,100

定期購読（直販） 8,200

ショップ＆コース店頭 3,400

その他・海外 800

販売形態
●特約書店
●定期購読（直販）
●ショップ＆コース店頭
●その他・海外

地域 ％

北海道 4.7

東北 7.7

関東 24.1

中部 21.2

近畿 19.8

中国 8

四国 3.8

九州 8.3

その他（海外） 2.4

読者層【地域】
●北海道
●東北
●関東
●中部
●近畿
●中国
●四国
●九州
●その他（海外）

業態 ％

生徒・学生 21.1

会社員 36.3

自営業 31.5

その他 11.1

読者層【業種】
●生徒・学生
●会社員
●自営業
●その他

年齢 ％

20歳未満 35.8

30歳未満 41.4

40歳未満 17.8

40歳以上 5

読者層【年齢】
●20歳未満
●30歳未満
●40歳未満
●40歳以上

JAPAN KART誌 媒体データ

キッズカート講習会やジュニアカートスクール、
カート初心者走行会など、各種イベント盛りだくさん。
ジャパンカート誌はイベント会場やコース会場でも
販売（配布）されており、みなさまに認知されています。


