
話題を直撃！
気になるニュースをクローズアップ！
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◆週刊：毎週火曜日発売

◆定価：400円（税込み）

◆Ａ４変形判・中綴じ

◆発行部数：２２９,２５０部
（2013年 10月～12月 日本雑誌協会・印刷証明付き部数）
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これがFLASHの読者像！
チ）のデータをもとに、FLASHの読者像ーサリオデビ（」MAGASCENE2013「査調アィデメ誌雑

をビジュアル化してみました。アクティブで、好奇心と消費意欲が旺盛な姿が浮かび上がりました！

世帯年収は587万円
1カ月のお小遣いは31,967円
車の所有率は69.7％
運転することが好き

喫煙率は45.7％
1日当たりの喫煙本数は19本
ふだん吸っている銘柄はメビウス

スマートフォンの
所有率は50.4％
1カ月当たりの費用は
9,425円

胃腸薬、
消化剤は
欠かせない

週平均のテレビ接触時間は190分
家庭用テレビゲーム、ブルーレイレコーダー
を所有しスカパーに加入

・最終学歴は高校
・年齢は42歳
・結婚している。子供の人数は2人で、高校生と小学校高学年
・住んでいるのは東京圏で、一戸建ての持ち家
・仕事はサラリーマンで、営業・販売職

・FLASHを購入するのはコンビニエンスストア
・興味のある事柄は、国内外の政治・経済動向、
 社会ニュース、スポーツ、旅行・レジャー・アウトドア、
 食べ物・グルメ情報

・ビール、焼酎、炭酸飲料、コーヒー飲料を愛飲
・たまに漫画喫茶・ネットカフェ、パチンコホールに行く
・気質は好き嫌いで判断。ひとつのことを長く続けられない

・インスタント食品や出来合いの総菜をよく利用。とくにカップ麺
・今の生活を楽しむためにお金を使い、キャッシングやローンに
 抵抗はない。資産運用に興味はあるがわからない
・買い物は多少遠くても安い店で買う。基本的性能がいい商品を
 選ぶ。自分なりの考えでモノを選ぶ。新製品には興味がある
・自分自身にあった生き方が大切。シンプルな生活を送りたい

自宅で購読している新聞は読売新聞

なにげに高級
ブランドの下着を
着用



読み応えは写真週刊誌を超えた！
旬な女性たち

を間近で
独占撮！

タブーに深く
鋭く斬りこむ
衝撃連載

渦中の人物を直撃!
読み応え
たっぷり
のインタ
ビュー

多彩な形で
スポーツの
魅力を紹介！

まるで隣にい
るように…。
女優・アイド
ルたちのギリ
ギリの素顔を
密着撮影！

農協、自衛隊といった巨大組織の内
情や中国、韓国との外交問題、そして
食と健康に関するテーマに迫る特集
を毎週組んでいます。

時代の中心に立つ著名人の本音に迫るインタビュー記事も
ＦＬＡＳＨの魅力のひとつです。

いま、いちばん輝いているア
スリートたち、そして知られ
ざる人間ドラマを、とことん
追っかけます！
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見せろ！ビジュアル週刊誌の「底力」

ジャンル、性別を問わず、
注目の人物をクローズ
アップ！

注目人物を
素早く
大特集!

スクープ連発！ 写真のパ
ワーで、事件の核心・報道の
裏側に迫ります。

独占スクープ
連発の

ニュース記事

クルマ、グル
メ情報から
ファッション
まで、読者の
生活実感に根
差した切り口
は、ひと味も
ふた味も違う
面白さです！

多種多様な
切り口の
実用記事

65歳定年制、増税関連などの話題のテーマはもちろん、〝商品開
発の裏話〟 、意外な創業ヒストリーなどにも迫ります。

経済誌では
読めない
オリジナル

企画

「辛坊治郎のニュース食い倒れ！」は書籍化され6万部のベストセ
ラーに。また、新連載の「山口恵以子の人生相談」、「玉袋筋太郎のス
ナックの掟」、「数字は踊る」も読者から高い支持を得ています。

新企画も
スタート！

充実の
連載記事

「辛坊治郎のニュース食い倒れ！」は書籍化され
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ＦＬＡＳＨは多様なニーズに対応します！
ビジュアル週刊誌ならではのスピード感で、各種イベントや
新製品の発表などに迅速に対応。モノクロ企画もＯＫです！タイアップ

編集ページに必ず登場する
ＦＬＡＳＨのキャラクターです。

表４、表２、中面を連動させたタイアップも掲載可能です！ 写写丸が
入ります

商品であるＤＶＤソフトの
主演男優を表4（左）で表紙
のように登場させ、作品の見
どころを見出しにしました。

単発企画の場合、カラー、モノクロとも、１ページから対応いたします。また、タイアップページ＋純広１ページ、袋とじ企
画、小枠連載タイアップなど、ご要望に応じて、さまざまなバリエーションをお選びいただけます。また、記事化をお急ぎの
場合は、撮影なし、提供素材のみでの誌面構成も可能です。

毎年春に選ばれる「ミスＦＬＡＳＨ」。彼女たちを起用した誌面
は、読者の注目度が高く、タイアップ効果がさらに上がります！ミスＦＬＡＳＨ

半年近いオーディションを勝ち抜いたミスたちは、読者
にとって「絶対に応援したい！」身近な存在なのです。

目次に見出しが入ります
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スペシャル

広告料金表

   掲載面 色 スペース 　　　　    広告料（円）              寸法（mm）

    表４ ４Ｃ １Ｐ 2,500,000 255×195

    表２ ４Ｃ １Ｐ 2,200,000 270×205

    表３ ４Ｃ １Ｐ 1,600,000 270×205

 グラビア ４Ｃ １Ｐ 1,800,000 270×205

 グラビア ４Ｃ タテ１/３Ｐ 750,000 250×60

 グラビア １Ｃ １Ｐ 1,200,000 270×205

 グラビア １Ｃ タテ１/３Ｐ 500,000 250×60

  ハガキ １Ｃ １葉 1,800,000 150×100

◆毎週火曜日発売　　　
◆Ａ４変型判・中綴じ　

◆年3回刊（予定）
◆Ａ４変型判・中綴じ　

●編集タイアップは１ページ以上とし、１ページについて広告料金の１５％の制作実費をいただきます。

　株式会社 光文社 広告局 
〒112-8011 東京都文京区音羽1-16-6

 広告部  ／ＴＥＬ.03（5395）8120～ 8124 ＦＡＸ.03（3942）2175
 企画広告部 ／ＴＥＬ.03（5395）8609 ＦＡＸ.03（5395）0755

http://www3.kobunsha.com/ad/

   掲載面 色 スペース 　　　　    広告料（円）          寸法（mm）

    表４ ４Ｃ １Ｐ 1,400,000 255×195

    表２ ４Ｃ １Ｐ 1,200,000 270×205

    表３ ４Ｃ １Ｐ 1,000,000 270×205

 グラビア ４Ｃ １Ｐ 1,000,000 270×205

 グラビア １Ｃ １Ｐ 700,000 270×205

   ハガキ １Ｃ １葉 1,000,000 150×100




