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◎編集⻑ 兼 プロデューサー︓北野 賢
◎編集部︓笹 京佑、⾼橋⾥沙、錦織⽂⼦
◎編集⼈︓篠崎賢太郎

『リズム＆ドラム・マガジン』は、国内唯⼀の打楽器専⾨誌
として、⻑きに渡りドラム／ドラマーに関する、さまざまな情
報を発信してきました。

2020年3⽉25⽇発売の“2020年5⽉号”を以って、⽉刊誌
としての刊⾏を終了し、季刊化へと移⾏しますが、このたび、
時代の多様なニーズに応えるべく、そして⽉刊誌では補えな
かった⽇々のドラム／ドラマー情報を発信し、雑誌と連動して
いく、新たなメディア『ドラマガWeb』をスタートさせます。

2020年4⽉28⽇（⽕）正午公開︕

Web （ドラマガWeb）

【広告窓⼝】
◎ビジネス・コミュニケーション部

吉⽥勇治、⻄澤⽂孝、横尾 彰、原⾒理⾹

『リズム＆ドラム・マガジン』
◎発売⽇︓3⽉、6⽉、9⽉、12⽉ 各16⽇
◎販売形態︓印刷版、kindle等電⼦版



ドラマガWeb 概要

◎最新ニュース、新製品ニュースを随時更新

◎新製品レビュー“New Products”は
Webファーストで誌⾯とも連動

◎記事＋動画連動とさらにデジマートの
検索ウィジェットで購⼊導線も構築

◎SNSの活⽤でドラム・コミュニティを形成
・Twitter :フォロワー数 18,712⼈
・Facebook : フォロワー数 4,019⼈
・Instagram :フォロワー数 1,585⼈
・YouTube : チャンネル登録者数 7,460⼈

※2020.4.27現在

◎YouTube、Spotifyなどの映像／⾳源などの
埋込みでわかりやすい

◎初⼼者〜上級者までの教則コンテンツ充実

◎過去の記事をアーガイブ化して積極的に活⽤

◎Webの更新状況はメルマガで定期的に配信
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あらゆるドラマーのニーズに応える内容
『リズム＆ドラム・マガジン』の誌⾯コンテンツが進化



ドラマガWeb カテゴリー⼀覧①

◎SPECIAL
・CLOSE UP! 【随時更新】

製品／メーカーの魅⼒を深掘りするコンテンツ。
デジマートでの検索ウィジェットも実装し、購⼊
導線を作ります︕ショップレポートなどご希望の
場合は、こちらで展開します。

・FEATURED DRUMMER 【1回／1〜2ヵ⽉更新】
⼤型のアーティスト特集（動画連動含む）

◎GEAR 【1回／⽉更新】
・NEW PRODUCTS

新製品のレビュー記事。
※アイテムによって動画連動予定
編集部ならではのコネクションを⽣かして、
機材使⽤ドラマーからのコメント掲載なども予定。
さらに編集部独⾃の機材コンテンツも投⼊します。

動画連動！

動画連動！

◎NEWS 【随時更新】
・NEWS

リリース情報や来⽇情報、セミナー告知など
速報性の⾼いニュースなど

・INFO
ドラム、シンバル、電⼦楽器、パーカッションな
どの新製品情報など

◎PLAYER【随時更新】
・INTERVIEW

アーティストのインタビュー・コンテンツ

・Drum Set File Web
ドラマーの機材をリスト化して掲載するコンテンツ。
過去のドラム・マガジンに掲載したものをベースに
新規撮影分もアップ。

4



ドラマガWeb カテゴリー⼀覧②

◎NOTES
・REVIEW 【1回／⽉更新】

Disc Review。ドラマーにオススメの新作を紹介していくコンテンツ。
Spotifyなどの⾳源埋め込みで、聴きながらレビューが楽しめます。

・LESSON 【1回／1〜2ヵ⽉更新】
教則系のコンテンツ。初⼼者から上級者まで活⽤できるドラミングのテクニックや機材のノウハウなどを
紹介。弊社の教則本も活⽤予定。コンテンツにより動画／⾳源連動も予定。

・COLUMN 【1回／⽉更新】
連載コンテンツ。アーティストによるコラムや新世代ドラマー紹介など。
アプリなどのドラム⽤ガジェットを紹介する新たな連載企画も投⼊。

・ARCHIVE 【随時更新】
過去のドラム・マガジンで掲載した教則系の記事やインタビューなどのアーカイヴ・コンテンツを掲載

・GOODS 【不定期で新作投⼊】
ドラマーのコラボTシャツなどのアイテムを販売

動画連動！

⾳源対応！
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広告プランのご案内 ①バナー広告

バナー1

レクタングル

バナー2

バナー3

バナー4

【PC版】 【SP版】
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広告プランのご案内 ②タイアップ記事

■タイアップ記事
リズム＆ドラム・マガジンならではの実績とWebでの⻑
期掲載、SNS拡散、誌⾯掲載、さらには動画との連動で、
製品の魅⼒を最⼤限にお届けします。

■掲載場所
◎誌⾯掲載＋Web掲載

・誌⾯4P相当+動画
・誌⾯4P相当
・誌⾯2P相当＋動画
・誌⾯2P相当

◎Web掲載のみ
・誌⾯4P相当＋動画
・誌⾯4P相当
・誌⾯2P相当＋動画
・誌⾯2P相当
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+

Web

誌⾯動画

+
Web＋動画＋誌⾯

の連動で幅広い層に、
詳しく、わかりやすい
製品訴求が⾏えます。

誌⾯は紙媒体の特徴を⽣かして、
グラフィカルに展開していきます。



New Products掲載についてのご案内

新製品情報を毎⽉掲載。アイテムによっては
動画連動も予定︕
さらに、Webに掲載したものは3か⽉ずつ
まとめて誌⾯にも掲載いたします。
より効果的に動画コンテンツへ誘導いたします。
※掲載⽅法についてはお問合せください。

Web 誌⾯

ウェブページの
QRコードも掲載し、
誌⾯×動画の連動性
もアップ︕
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PCページ・イメージ

■NEWS／INFO ■SPECIAL ■INTERVIEW ■NOTES

デジマートの
購⼊導線

動画連動

⾳源連動
譜⾯掲載

アプリ誘導
etc
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スマホ（SP）ページ・イメージ
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プラン⼀覧【バナー】

※料⾦は全て税抜き価格です。
※全て掲出期間保証となります。
※掲載開始時間は正午です。
※掲載期間については相談可能です。
※ローテーションの関係で、掲載されない時間帯が発⽣する場合がございます。
※差し替えをご希望される際は、事前連絡の上3営業⽇前までにご⼊稿ください。
※急な掲載、差替はお断りする場合がございます。

バナー種類 掲載サイズ
ヨコ×タテ

⼊稿サイズ
ヨコ×タテ デバイス 掲載ページ 種類・容量 期間保証／⽉

料⾦(税別)
備考1ヶ⽉

（30⽇間）

バナー1
PC︓728×90px PC︓1456×180px PC

TOP+記事ページ PNG／JPG
50kb以下 1ヶ⽉間 ￥500,000 最⼤3社

（ローテーション）SP︓290×97px SP︓580×194px SP

レクタングル
PC︓218×218px PC︓436×436px PC

TOP+記事ページ PNG／JPG
50kb以下 1ヶ⽉間 ￥300,000 最⼤3社

（ローテーション）SP︓290×290px SP︓580×580px SP

バナー2
PC︓218×109px PC︓436×218px PC

TOP+記事ページ PNG／JPG
50kb以下 1ヶ⽉間 ￥150,000 最⼤3社

（ローテーション）SP︓290×145px SP︓580×290px SP

バナー3
PC︓218×109px PC︓436×218px PC

TOP+記事ページ PNG／JPG
50kb以下 1ヶ⽉間 ￥150,000 最⼤3社

（ローテーション）SP︓290×145px SP︓580×290px SP

バナー4
PC︓218×109px PC︓436×218px PC

TOP+記事ページ PNG／JPG
50kb以下 1ヶ⽉間 ￥150,000 最⼤3社

（ローテーション）SP︓290×145px SP︓580×290px SP

■サイトジャック ― PC+SP ― ― ― 別途ご相談ください
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プラン⼀覧【タイアップ】

メニュー デバイス 掲載ページ 期間 掲載料⾦

①誌⾯4P相当+動画 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥1,300,000

②誌⾯4P相当 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥1,000,000

③誌⾯2P相当+動画 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥900,000

④誌⾯2P相当 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥600,000

■タイアップ︓誌⾯掲載＋Web掲載

メニュー デバイス 掲載ページ 期間 掲載料⾦

⑤誌⾯4P相当+動画 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥1,100,000

⑥誌⾯4P相当 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥800,000

⑦誌⾯2P相当+動画 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥700,000

⑧誌⾯2P相当 PC+SP 記事ページ （原則無制限） ￥400,000

■タイアップ︓Web掲載のみ

※料⾦は全て税抜き価格です。
※掲出時期はご相談ください。
※アーティスト起⽤や掲載内容などにより実施⾦額は変動します。 12



バナー広告掲出までの流れ

1 2 3

4 5 6

お問い合わせ お申込書の送付 バナー画像のご⽤意

バナー画像の⼊稿 掲出開始 レポートの提出

弊社担当者までご連絡ください。
空き状況等を確認させていただきます。

株式会社リットーミュージック
ビジネス・コミュニケーション部
TEL︓03-6837-4704
E-mail:ad@rittor-music.co.jp

空き状況・お申込内容の確認が
出来次第、弊社担当者よりお申
込書をお送りいたします。
必要事項をご記⼊の上、弊社ま
でご返送ください。

※弊社審査基準により、掲載を
お断りする場合がございます。

広告⼊稿ガイド(次ページ)をご確認
いただき、バナー画像(PNG/JPEG)
をご⽤意ください。

※バナー画像の容量は50kb以下で
ご⽤意をお願いいたします。

弊社担当者まで関連ファイルを
メールに添付の上、ご⼊稿くだ
さい。

※公開⽇の3営業⽇前までに
ご⼊稿ください。
※急な掲載、差し替えはお断りする
場合がございます。

弊社にて掲出内容・表⽰・動作を
確認した後、ご指定いただいた公
開⽇に掲出を開始いたします。

なお、掲載期間終了⽇に⾃動削除
いたします。

掲載期間が終了しましたら、後⽇
営業担当よりレポートをご提出い
たします。

■レポート記載事項
Imp数／クリック数／クリック率

※差し替えをご希望される際は事前連絡
の上、3営業⽇前までにご⼊稿ください。
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広告⼊稿規定・お問い合わせ先

■広告⼊稿規定／注意事項
■お申し込みは書⾯にてお願いいたします。（弊社所定の申込書を⽤意しております。）
■バナーの⼊稿は完全データをメール添付にてお願いいたします。
--------------------------------------------

＜ご⼊稿先＞ メール⼊稿にてお願いします。

web-data@rittor-music.co.jp ※件名に「バナー⼊稿」と明記ください。

--------------------------------------------
■広告内容や表現上において、不適当なものについてはお申込後でも掲載をお断りする場合がございます。
■広告内容による私・法⼈間のトラブルが発⽣しましても、弊社は⼀切責任を負いません。
■競合他社との同時掲載につきましては、調整を出来かねますので予めご了承ください。
■弊社と初めてお取引いただく場合は、原則として3回まで前⾦にてお願いしております。

※必ずご⼀読ください。

株式会社リットーミュージック
 第１メディア・コンテンツ事業部
ビジネス・コミュニケーション部

〒102-0073
東京都千代⽥区神⽥神保町1-105 神保町三井ビルディング22F
TEL︓03-6837-4704／FAX︓03-6837-4712
Mail︓ad@rittor-music.co.jp

■お問い合わせ先
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