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＜主なコンテンツ＞
フィットネス業界の動向・トレンド／グループプログラム、パーソナルプログラムのトレンド／
新プログラム情報／インストラクター・トレーナーのサクセスストーリー／パーソナルトレーニングのセールステクニック
／コーチング・コミュニケーションスキル／企画書の書き方講座／マーケティング講座／ビジネスマナー／資格活用情報
（指定管理者制度、介護予防制度の動きなど）／ワンポイント英会話／自己演出スキル/他多数コンテンツ

＜配布場所＞
全国のフィットネスクラブ、スイミングクラブ、公共スポーツ施設のスタッフルーム
体育系大学・専門学校の研究室および就職課
JAFA、JATI、NESTAをはじめとするフィットネス関連団体会報同梱
全国のインストラクター・トレーナーが集まるイベント・ワークショップ・コンベンション

●部数：14万部(全国)※推定購読者：約28万人

●発行：2008年3月25日号より毎月25日発行
●ページ数：32～68Ｐ
●版型：Ａ４正寸
●発行・編集：株式会社クラブビジネスジャパン

『NEXT』概要

『フィットネス業界唯一のフリーマガジン。』
話題のトレーニングプログラムや最新マーケティング動向を発信することで

インストラクター・トレーナーを支援する情報誌です。
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『NEXT』配布状況
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『全国14万部の配布実績』
主要スポーツクラブ・各体育系大学・専門学校に配布しています



『Fitness Job』概要

『“フィットネス業界最大の求人・養成サイト“』
“フィットネス”でのYahoo!・Google検索キーワード業界No.1！
メルマガ登録者5,000名以上への即時アプローチが可能です。

『FitnessJob』PC版 WEBサイト 『FitnessJob』スマホ版 WEBサイト
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●各詳細ページアクセス数⇒300〜20,000アクセス/月

●応募完了率（平均）⇒0.3〜2%



『Fitness Job』注目機能

検索項目も充実・誌面と連動して注目度UP
TOPページでは利用者に検索されやすくためのエリア、ジャンル表示や

“注目の求人・養成“情報を掲載

検索項目は大きく分類して
①ジャンル ②雇用形態（社員・契約）
③こだわり条件項目などを掲載

『NEXT』で1/4サイズ以上の誌面掲載で
TOPページに注目の求人・養成として掲載
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メディアミックスによる広告プロモーション

『紙面とWebサイト連携によるメディアミックス広告戦略』
『NEXT』・『Fitness Job』の編集広告、求人・養成募集との相互連携

『月刊NEXT』 『Fitness Job』

全国のフィットネスクラブ
体育系大学・専門学校・公共施設
コンベンションで配布

PCだけでなく、スマートフォン
（モバイル）にも対応しており
情報の閲覧~応募まですぐに完了！

紙面媒体
＞認知拡大・需要喚起

WEBサイト
＞詳細閲覧・申込み

＞＞様々なメディアが溢れている中でターゲットへ確実に情報を届けられます。
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広告掲載‐定期的な情報発信

“編集記事広告、商品イメージ広告の定期的な掲載”

『NEXT』『Fitness Job』
定期掲載

年間複数回掲載による

掲載コストの大幅ダウン

記事広告として掲載することで、

より深く、そして確実に読者へ情報発信
(記事制作料金別途必要)

情報発信を続けることで

ブランディングを行う
資格取得時の認知度向上

に向け種をまく
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スポット掲載プラン 料金表（求人・養成募集）
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カラー掲載 モノクロ掲載

オプション

『NEXT』・『Fitness Job』セットでの掲載が基本となります
以下の料金表については全て“誌面＋WEB”の掲載料金です。

■スポットプラン ■スポットプラン

スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間 スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間

1ページ 400,000 ● ●

最長2ヶ月

1ページ 250,000 ● ●

最長2ヶ月

1/2ページ 250,000 ● ● 1/2ページ 180,000 ● ●

1/4ページ 180,000 ● ● 1/4ページ 110,000 ● ●

1/8ページ（WEB上位掲載） 90,000 ●

1/8ページ 70,000 ー

WEBのみ掲載 70,000 ● 1ヶ月

※1/8サイズは基本的に画像掲載無・WEB下位表示となります

　内容

　メルマガ配信(1回)

 ■追加オプション

価格/（円）

20,000



複数回掲載プラン 料金表（求人・養成募集）
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カラー掲載 モノクロ掲載

 スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間  スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間

 1ページ 340,000 ● ●  1ページ 212,500 ● ●

 1/2ページ 212,500 ● ●  1/2ページ 153,000 ● ●

 1/4ページ 153,000 ● ●  1/4ページ 93,500 ● ●

 スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間  スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間

 1ページ 320,000 ● ●  1ページ 200,000 ● ●

 1/2ページ 200,000 ● ●  1/2ページ 144,000 ● ●

 1/4ページ 144,000 ● ●  1/4ページ 88,000 ● ●

 スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間  スペース 価格 TOP表示 画像表示 WEB掲載期間

 1ページ 300,000 ● ●  1ページ 187,500 ● ●

 1/2ページ 187,500 ● ●  1/2ページ 135,000 ● ●

 1/4ページ 135,000 ● ●  1/4ページ 82,500 ● ●

最長2ヶ月

最長2ヶ月

最長2ヶ月

最長2ヶ月

最長2ヶ月

最長2ヶ月

 ■3回/年プラン

 ■6回/年プラン

 ■12回/年プラン

 ■3回/年プラン

 ■6回/年プラン

 ■12回/年プラン

オプション

   FitnessJobトップ　サイドバナー（2ヶ月） 50,000

　内容 価格/（円）

 ■追加オプション

※1回あたりの掲載料金 ※1回あたりの掲載料金



純広告掲載 料金表
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　掲載面 スペース 色 サイズ（左右・ｍｍ）

　表2 1ページ 297×210

　表2対向 1ページ 297×210

　目次対向 1ページ 297×210

　ニュース対向 1ページ 297×210

　センター 見開き2ページ 297×420

　表3 1ページ 297×210

　表3対向 1ページ 297×210

　表4 1ページ 297×210

　その他 1ページ 297×200

カラー

（4色）

 ■広告掲載料金

価格/回（円）

550,000

400,000

500,000

450,000

1,000,000

500,000

550,000

600,000

450,000



質の高い
人材の確保

求人広告
の

お申し込み

求人サイト
へ

広告ご掲載

『NEXT』
に

ご掲載

イベント
団体

各学校機関

■広告のお申し込みについて

掲載までのスケジュール

●WEBサイトは申し込み完了後、即時配信可能！

●月刊『NEXT』は毎月25日に全国各地へ発行！
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掲載スケジュール詳細（求人・養成）
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①
掲載のお申込み

・掲載サイズ・プランを決定します

・弊社からの御見積書、お申込書、入力フォームの3点を
メールにて送付いたします

・お申込書の提出をいただきます

②
誌面・WEBページの制作

・入力フォームに掲載したい内容を記入の上、
ご提出ください

・入力フォームをもとに弊社にてWEBページ、誌面記事
制作、最終的にご確認いただき入稿となります

③
誌面掲載・WEBページの公開

・誌面は毎月25日発行

・WEBページは制作・確認完了後すぐに公開可能
掲載期間は誌面広告掲載号の発行日1ヶ月前〜
最大2か月間

④
ご請求、お支払

・25日の誌面発行後に請求書を送付致します

・支払期日は翌月末までとなります

【9月号（8/25発行）スケジュール】【内容詳細】

【内容詳細】

【内容詳細】

【内容詳細】

■申込締切：2015年8月6日（木）

・誌面ページ制作期間：申込後1~5営業日
・WEBページ制作期間：1〜2営業日

※即時公開可

■入稿日：2015年8月10日（月）

■誌面発行：2015年8月25日（火）

■8月末締め、9月末日支払迄



掲載スケジュール詳細（純広告）
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①
掲載のお申込み

・掲載サイズ・プランを決定します
・弊社からの御見積書を送付いたします
・お申込書の提出をいただきます

②
入稿

・広告入稿データをいただき、誌面デザインに反映します

③
誌面掲載

・誌面は毎月25日発行

④
ご請求、お支払

・25日の誌面発行後に請求書を送付致します
・支払期日は翌月末までとなります

【内容詳細】

【内容詳細】

【内容詳細】

【内容詳細】

【9月号（8/25発行）スケジュール】

■申込締切：2015年8月6日（木）

・誌面ページ制作期間：申込後1~5営業日
・WEBページ制作期間：1〜2営業日

※即時公開可

■入稿日：2015年8月10日（月）

■誌面発行：2015年8月25日（火）

■8月末締め、9月末日支払迄



【参考】誌面サイズ 1ページ（カラー・モノクロ）
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色 価格※スポット 画像有無 TOP表示 WEB掲載期間

カラー 400,000 ● ●

モノクロ 250,000 ● ●
最長2ヶ月

注目度No.1！

－こんなニーズに最適－

●企業ブランディングも兼ねて
掲載を行いたい

●大型求人募集を行いたい

●新プログラム等を広く
アピールしたい



【参考】誌面サイズ 1/2ページ（カラー・モノクロ）
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色 価格※スポット 画像有無 TOP表示 WEB掲載期間

カラー 250,000 ● ●

モノクロ 180,000 ● ●
最長2ヶ月

アクセス数向上

－こんなニーズに最適－

●写真等やキーワードを多用し
店舗イメージを伝えたい

●大型求人募集を行いたい

●新プログラム等を広く
アピールしたい



【参考】誌面サイズ 1/4ページ（カラー・モノクロ）
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色 価格※スポット 画像有無 TOP表示 WEB掲載期間

カラー 180,000 ● ●

モノクロ 110,000 ● ●
最長2ヶ月

大人気広告枠！

－こんなニーズに最適－

●細かい条件や店舗の雰囲気を
しっかりと伝えたい



【参考】誌面サイズ 1/8ページ（モノクロのみ）
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色 価格※スポット 画像有無 TOP表示 WEB掲載期間

モノクロ 70,000

モノクロ（WEB上位） 90,000 ●
最長2か月

初めての求人掲載

－こんなニーズに最適－

●まずはどれくらい反応がある
のか確かめてみたい



 発行号 発行日 編集ページ特集内容
特集タイアップ企画内容

（特集に続くページに掲載）
広告企画名 入稿日

 3月号 2月25日 女性が輝くフィットネス
ヨガ・ピラティス・ストレッチ・ホットはじめ美容

系フィットネスサービス・プログラム・商品
2月11日

 4月号 3月25日 トレーナー・オブ・ザ・イヤー 3月11日

 5月号 4月25日 ヨガ・ピラティス
ヨガ・ピラティス関連プログラム・商品・養成

コースなど

養成講座（体験）特集

『ヨガ・ピラティス』グッズ特集
4月9日

 6月号 5月25日 アスリート・トレーニング
パフォーマンストレーニング関連

（SPORTEC特集など）

保存版！　資格・ワークショップ

カタログ2015年度版
5月11日

 7月号 6月25日
★NEXT通巻100号記念★

～これからの指導者像（仮）

SPORTEC2015／ダンスフィットネスコンテスト直

前情報！
6月11日

 8月号 7月25日 スイム・アクア スイム・アクア関係サービス・プログラム・商品 スイミング／キッズ養成＆求人 7月10日

 9月号 8月25日 心理学・栄養学 サプリメント・コーチング関連 8月10日

 10月号 9月25日 グループエクササイズ グループエクササイズ関連 ルーキーコンテスト特集 9月10日前後

 11月号 10月25日 高齢者のフィットネス 介護予防・メディカル関連 介護予防・高齢者指導・求人 10月10日前後

 12月号 11月25日 世界のフィットネス 輸入商品・プログラム関連 11月10日前後

 2016/1月号 12月25日 年間ベストヒット 話題のサービス・プログラム・商品 養成コース、スクール特集 12月10日前後

 2月号 1月25日 ビジネス系 キャリア・ビジネス・テクノロジー関連 1月10日前後

 3月号 2月25日 キッズ マタニティ・ベビー・キッズ・ジュニア関連 2月10日前後

 4月号 3月25日 トレーナー・オブ・ザ・イヤー 3月10日前後

 5月号 4月25日 トレンド・ファッション ファッション・商品・イベント・資格など 4月10日前後

【参考】2015年 年間特集スケジュール
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