
広告掲載プランのご案内



1981年の創刊よりレコーディング／PA／最
新テクノロジーの情報をお届けしている『サウ
ンド＆レコーディング・マガジン』。

“サンレコ”の愛称で、お多くの⽅々にご愛読
いただいており、今後もさらに充実した誌⾯作
りを⾏ってまいります。

『サウンド＆レコーディング・マガジン』

◎発売⽇︓毎⽉25⽇
◎販売形態︓印刷版、iOSアプリ版、kindle等電⼦版
◎部数︓５万部
◎通巻︓468号（2020年５⽉号現在）

編集⻑︓松本伊織
副編集⻑︓辻太⼀
編集⼈／プロデューサー︓篠崎賢太郎

はじめに……

そして……︕



このたび、時代の多様なニーズに応える
べくサブスクリプション型Webサービス
『サンレコWEB』（snrec.jp）を４⽉30
⽇（⽊）にローンチいたします。

“雑誌を補⾜する簡易Web”ではなく、
「Webファースト」の制作フローで、
⽇々の新製品ニュースや最新のレポートな
どから、制作テクニックや製品レビューな
ど深掘りの記事まで印刷版と同等のクオリ
ティで『サンレコWEB』に⽇々アップして
いきます。

そして、毎⽉それらの記事を厳選＆エク
スクルーシブなページを加えた形で、印刷
版『サウンド＆レコーディング・マガジ
ン』として刊⾏いたします。

サンレコWEB 概要

2020年 4⽉30⽇(⽊)
正午12︓00 ローンチ︕



『サンレコWEB』のサブスクリプション・メニューは、無料で閲覧可能なページと有
料会員だけの特別メニューがあり、有料“Web会員”は⽇々アップされる最新記事がすぐに
チェックできるだけでなく、約40年の歴史を持つ『サウンド＆レコーディング・マガジ
ン』のバックナンバーPDF読み放題というキラー・コンテンツを利⽤可能。また、印刷版
の最新号が送付される“Web＋印刷版会員”コースもご⽤意しています。すぐ知りたい情
報は『サンレコWEB』、美しい写真とともにじっくり読みたい記事は『サウンド＆レコ
ーディング・マガジン』と、⼆つの柱で⾳楽を作る⼈々を強⼒にサポートいたします。

◎無料会員︓無料
無料記事（製品ニュース／レビュー／タイアップなど）の閲覧、メール・マガジンなど

◎Web会員︓590円（税別）/１カ⽉
有料記事（特集など）の閲覧、バックナンバー（PDF）閲覧、無料記事の閲覧、メール・マガジンなど
※2020年4⽉〜6⽉までローンチ記念 “最初の1カ⽉100円キャンペーン” 実施予定

◎Web＋印刷版会員︓1,380円（税別）/１カ⽉
サンレコ印刷版（最新号１冊）の送付、有料記事の閲覧、バックナンバー（PDF）閲覧、無料記事の閲覧、
メール・マガジンなど

◎Web＋印刷版会員（年間）︓15,590円（税別）/12カ⽉
サンレコ印刷版（最新号1冊×12カ⽉）の送付、有料記事の閲覧、バックナンバー（PDF）閲覧、無料記事
の閲覧、メール・マガジンなど

サブスクリプション・メニューのご案内



サンレコウェブカテゴリー一覧

◎PRODUCT
速報性の⾼い新製品ニュース、信頼のおける業界
のプロたちによる製品レビューなど

◎TECHNIC
⾳楽制作／⾳響にまつわるテクニック記事を掲載。
動画連動コンテンツも順次投⼊

◎INTERVIEW
アーティスト／エンジニアたちの“⾳”にまつわる
インタビュー記事

◎REPORT
ライブPA、設備⾳響、製品発表会などのレポート

◎COLUMN
サンレコ本誌の連載陣を含む、コラム記事を集約

◎SPECIAL
特集記事など特別枠の記事

◎BEGINNERS
初歩的なレコーディング／PAの知識を集めた
コーナー

◎INFO
編集部からのお知らせ等

◎BACK NUMBER
今回の⽬⽟の⼀つ。サンレコ創刊号から現代に
居たるまでのサンレコ・バックナンバーを閲覧
することができます。ワード検索対応。

※当時の誌⾯をスキャンしている号もあるため、
紙の⾊あせも“味”の⼀部としてご覧ください

無料

有料無料

有料無料

無料

有料無料

無料

無料

有料

有料無料

有料無料 誰でも閲覧可能 サンレコWEB会員（有料）のみ閲覧可能



広告プランのご案内 ①バナー広告【ページ上部】

バナー1

レクタングル1

【PC版】 【SP版】



広告プランのご案内 ①バナー広告【ページ中部】

レクタングル2

ビッグレクタングル

【PC版】 【SP版】

バナー2



■タイアップ記事
サウンド＆レコーディング・マガジンの制作で培った実績に加え、Webでの⻑期掲出、SNS拡
散、さらには⾳声や動画との連動で、製品／サービスの魅⼒を最⼤限にお届けしてまいります。

■掲載場所
◎ウェブ掲載+誌⾯掲載

・誌⾯4P相当+動画（5分程度／1カメラ）
・誌⾯4P相当
・誌⾯2P相当

◎ウェブ掲載のみ
・誌⾯4P相当（3〜4,000⽂字程度）
・誌⾯2P相当（2,000⽂字程度）

広告プランのご案内 ②タイアップ記事



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 ¥600,000 最⼤3社（ローテーション）

SP:300×50px SP:600×100px スマホ

レクタングル1
PC:300×250px PC:600×500px 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:300×250px SP:600×500px スマホ

レクタングル2
PC:300×250px PC:600×500px 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:300×250px SP:600×500px スマホ

ビッグレクタングル
PC:728×300px PC:1456×600px 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:300×250px SP:600×500px スマホ

バナー2
PC:728×90px PC:1456×180px 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:300×50px SP:600×100px スマホ

■サイトジャック ― PC+スマホ ― ― ― 別途ご相談ください

※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。

プラン⼀覧【バナー】



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+スマホ 記事ページ （原則無制限） ￥1,500,000

②誌⾯4P相当 PC＋スマホ 記事ページ （原則無制限） ￥1,200,000

③誌⾯2P相当 PC＋スマホ 記事ページ （原則無制限） ￥1,000,000

■タイアップ︓同内容誌⾯展開あり

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 PC+スマホ 記事ページ （原則無制限） ￥1,000,000

②誌⾯2P相当 PC＋スマホ 記事ページ （原則無制限） ￥800,000

■タイアップ︓誌⾯展開なし

プラン⼀覧【タイアップ】

※料⾦は全て税抜き価格です。
※掲出時期はご相談ください。



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(GIF/JPEG
/PNG)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。

バナー広告＜掲出までの流れ＞



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。）
■バナーのご⼊稿は完全データをメール添付にて下記アドレスにお願いいたします。
--------------------------------------------

＜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


