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とにかく目に付く設置場所
秋葉原での圧倒的配布数
保管を促すコンテンツ作り
アキバジャックキャンペーン
信頼度の高い確かな仕事

大型のカルチャー系店舗を中心に配布効率を追求した設置場所、コンテンツ、目を引く両面表紙により秋葉原でNo.1の配布数を
誇るフリーマガジン。 アキバジャックキャンペーンをはじめプロモーション業務を得意とする媒体で自社のモデルも抱えている。

◆フリーマガジン 「あきかる」とは

★秋葉原での配布数No.1★

発行日

：奇数月1 日発行

（年末年始のみ12/29発行）

サイズ

：A4 サイズ・28 ～ 36 ページ

仕様

：中綴じ・コート110kg

発行部数

：50000 部 （消化率９８％）

創刊

：2014 年5 月

配布エリア ：秋葉原（末広町・岩本町含む）

配布方法

：あきかる専用ラック・共同・卓上ラックでの店舗設置

設置場所

：大型カルチャー系店舗をはじめ路面店店頭やホテルなど

ターゲット ：秋葉原を訪れる全ての人

アニメ・ゲーム・アイドルなどに関心のある男女
（男性20～40代

女性10～20代 / 男女比 7:3 ）

※次号が出る際に回収した雑誌は、観光客の多いエリアの専用ラック最下段に設置されるためこの消化率となっております

■WEB サイト ＋ NEWSサイト
フリーマガジンと連動。PC サイトとスマホサイトを持ち、各ページにSNS のボタン
を設置することで拡散を促すとともにSEO（上位表示）の強化も図っている。
■アプリ
SideBooks のアプリ内にて電子書籍としても閲覧可能。
（SideBooks は累計100 万ダウンロード、１日1500 ダウンロードほどあるアプリです）
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◆基本情報
■コンセプト
アキバのお店、アニメ、ゲーム、アイドルなど、様々な情報をお届けする「秋葉原エリアのカルチャーマガジン」。
秋葉原の情報を紹介するガイドブック的役割とカルチャーマガジンの二面性を持ち、秋葉原に詳しい方から観光客
まで、秋葉原駅に降り立つ全ての人々に向けたフリーマガジンです。左開きはアニメ・ゲームを表紙としたオタク
層全般向け、右開きはファッション要素を前面に出した男性も読める女性向けとなっており、男女問わないスタイ
ルが特徴。読者層は男性7割女性3割となっています。
■基本理念
ネット社会のいま、情報が古くなりやすい紙媒体に必要な“オリジナリティの追求”がモットー。独自コンテンツ
を持つことで誌面を常に新しくし、観光客の方にはガイドブックとしての利用も促します。紙媒体が大切にされ
る秋葉原で“愛される雑誌”であり続けるため、秋葉原の最新情報からアニメ・ゲームタイトルの紹介、読者が読
みたいと思う“価値ある”記事作り、保存を促すための無料雑誌と思えない紙質・デザイン性、地場に根付いた高
いPR能力、全要素のバランスを保ちながら運営しております。また“圧倒的配布数”と“確かな仕事”を継続するこ
とで、街の店舗様からの信頼を得、アキバジャックキャンペーンやイベント開催などに結び付けています。

◆コンテンツ
■特集
秋葉原の情報だけでなくアニメやゲーム・アイドルなどの情報を掲載。
右開きページ（女性用）ではファッション誌要素も盛り込んでいる。
…
イベント取材
…
キャンペーン情報
…
ライトノベル新刊情報
…
アキバDig
…
HITOMIの秋葉原流メイク術
…
注目アイドル徹底解剖
…
あきかるモデルのファッションタイアップ

コミックマーケット、東京ゲームショウ、アニメジャパン、ワンフェス
毎号開催のキャンペーン情報を掲載
書泉ブックタワーさん、とらのあなさん、ソフマップさん、メロンブックスさんが担当
秋葉原の店舗さんから新着商品、レアモノ、お勧めグッズなどをご紹介
毎号秋葉原らしいテーマで展開中
純情のアフィリアさん、Luce Twinkle Wink☆さん、バンドじゃないもん！さん etc
Amavel さん、LISTEN FLAVER さん、To Aliceさんなど、原宿ブランドとタイアップ
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◆フリーマガジン設置店

※2021年11月１日現在 効果の高い場所100カ所以上にラック設置

■専用大型ラック設置店

■店舗専用ラックもしくは卓上ラック設置店

◆BOOK OFF 秋葉原駅前店
◆書泉ブックタワー
◆K-BOOKS 秋葉原本館
◆ソフマップAKIBA アミューズメント館
◆KOTOBUKIYA
◆オノデン
◆ラオックス 秋葉原本店
◆駿河屋 秋葉原トレカ・ボードゲーム館
◆TamTam 秋葉原店4F
◆TamTam 秋葉原店5F
◆UQスポット 秋葉原
◆じゃんぱら秋葉原4号店
◆ツクモパソコン本店Ⅱ
◆イオシス買取センター アキバ中央通店
◆浜田電機 PC USEFUL
◆GENO QCPASS
◆ショップインバース秋葉原2号店
◆UK-mobile
◆こみっく軸中心派秋葉原本店
◆でらなんなん秋葉原店
◆秋葉原拉麺劇場（UDX アキバ・イチ）
◆カレーの市民アルバ 秋葉原本店
◆肉汁麺ススム 秋葉原本店
◆豪華カプセルホテル 安心お宿
◆アイカフェ AKIBA PLACE 店

◆アニメイト秋葉原店
◆AKIHABARA ゲーマーズ本店
◆とらのあな秋葉原店A
◆メロンブックス1号店
◆ビックカメラAKIBA
◆タワーレコード秋葉原店
◆らしんばん秋葉原店新館
◆akiba:F 献血ルーム
◆神田明神文化交流館
◆ツクモeX.パソコン館
◆じゃんぱら秋葉原5号店
◆パソコン工房BUY MORE店
◆パソコンショップark
◆海洋堂ホビーロビー東京
◆クルクル秋葉原店
◆秋葉原チェルモ
◆ECHIGOYA
◆アキバガレージ
◆トイ＆コミックのガリンペイロ
◆アキバ・インフォ（UDX 2F）
◆ミマツたばこ（無料喫煙所）
◆大正浪漫喫茶＆鍵付書斎 -秋葉原和堂◆PRONTO IL BAR UDXアキバ・イチ店
◆Craft Beer Tap （ヨドバシカメラ8F）

4/8Page

◆カレー食堂 心 （アパホテル1F）
◆カレー専門店BENGAL
◆ばんから秋葉原店
◆雲林坊 秋葉原店
◆凱婷縁（カイテイエン）
◆百年本舗 秋葉原総本店
◆AKIHABARA バックステージpass
◆雪の妖精の住処 リリアンプリアン
◆雪の妖精の住処 リリアンキュキュ
◆cafe＆bar ワンルーム
◆シスターカフェ＆バー Claris Veil
◆小悪魔カフェ メルシャルム
◆あきば女子寮

■コンビニ・ホテル・ネットカフェ設置
◆セブンイレブン外神田2丁目妻恋坂店
◆ローソン秋葉原中央通り店
◆秋葉原ワシントンホテル
◆ヴィアイン秋葉原
◆ドーミーイン秋葉原
◆ドーミーインPREMIUM神田
◆スーパーホテル秋葉原・末広町 etc

◆フリーマガジン設置店

※通り沿いや店内に入ってすぐの場所など、とにかく目立つ場所にしか置いておりません

GENO QCPASS

KOTOBUKIYA

ショップインバース秋葉原2号店

カレーの市民アルバ秋葉原本店

浜田電機 PC USEFUL

ベ
秋ル
葉サ
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ル

BOOKOFF

秋葉原駅前店

イオシス買取センター

秋葉原
ラジオ会
館

秋葉原UDX

UQスポット秋葉原

ヨドバ
シカメ
ラ

●専用大型ラック設置店
●その他 ラック設置店

じゃんぱら秋葉原4号店

秋葉原拉麺劇場
（UDX アキバ・イチ）
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◆アキバジャックキャンペーン ※詳細は別資料参照
あきかる本誌と連動したのぼり使用のアキバジャックキャンペーンをはじめ、飲料メーカーと
のタイアップ、秋葉原拉麺劇場タイアップ、akiba:F献血ルームタイアップ、フードコラボや
スタンプラリーなど、様々なご提案可能です。とにかく目に付く、ジャック感のあるプランを
企画しております。
■代表的なタイアップキャンペーン実績

2021.2.26 ～ 3.14 「ワールドウィッチーズ発進しますっ！」アキバジャックキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック21店舗 のぼり使用（21キャラクター）
2020.11.6 ～ 11.23

「ワールドウィッチーズUNITED FRONT」×「ストライクウィッチーズROAD
to BERLIN」アキバジャックキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック30店舗 のぼり使用
2020.10.16 ～ 11.1 「魔女の旅々」タイアップキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・秋葉原拉麺劇場タイアップ ・PRONTOタイアップ
2020.2.8 ～ 2.29

「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」
アキバジャックキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック30店舗 のぼり使用 ・スタンプラリー
2019.11.2 ～ 11.17 「神田川JET GIRLS」アキバジャックキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・フードコラボ16店舗（+秋葉原拉麺劇場タイアップ）
・のぼり使用 ・スタンプラリー
2019.06.10 ～ 6.23 「プリズマ☆ファンタズム」タイアップキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・秋葉原拉麺劇場タイアップ ・akiba:F献血ルーム
2018.09.14 ～ 10.07 「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」タイアップキャンペーン
・表紙+中1ページ掲載 ・アキバジャック30店舗 ・のぼり使用
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◆アキバジャックキャンペーン
2018.07.01 ～ 07.31 「崩壊3rd」タイアップキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック30店舗 ・のぼり使用

・スタンプラリー

2018.05.01 ～ 05.31

「シュタインズ・ゲート ゼロ」 × 「ドクターペッパー」
“5月はアキバでドクペハイキャンペーン”
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック30店舗 ・のぼり使用 ・飲料メーカータイアップ
・スタンプラリー ・TREASUREビジョン＆MENGEKIビジョン放映
2018.04.30 ～ 05.13 「ドールズオーダー」タイアップキャンペーン
・表紙+中1ページ掲載 ・アキバジャック25店舗 ・MENGEKIビジョン放映
2018.01.25 ～ 02.14 「あいりすミスティリア！」タイアップキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック35店舗 ・のぼり使用
2016.11.01 ～ 02.28 「ろんぐらいだぁす！」タイアップキャンペーン
・両面表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック35店舗 ・Twitterキャンペーン（全5店舗）
・フードコラボ（全5店舗） ・akiba:F献血ルーム

2015.12.01 ～ 12.25 「マクロスフロンティア」コラボ X’ masキャンペーン
・表紙+中1ページ掲載 ・アキバジャック35店舗 ・クリスマスカード配布
2015.03.09 ～ 04.05 「ファントムオブキル」タイアップキャンペーン
・両面表紙+中2ページ掲載 ・アキバジャック50店舗 ・声が聞けるポスター（AR使用）
・ドンキ1Fにポスター展示 ・秋葉原オクトーバーフェスト企業ブースにてDL促進
・PCショップモニタージャック
2014.09.10 ～ 12.09 「異能バトルは日常系のなかで」タイアップキャンペーン
・表紙+中2ページ特集 ・アキバジャック25店舗 ・大型店スタンプラリー（全5店舗）
・Twitter キャンペーン（全5店舗） ・PCショップモニタージャック ・フードコラボ（全5店舗）
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◆組み合わせ可能なキャンペーンプラン
① あきかる表紙をジャック
② 店舗使用のPRキャンペーン
③ のぼり使用の大型キャンペーン（30店舗開催）
④ フードコラボキャンペーン
⑤ 神田明神とのタイアップ

⑥ 献血ルームとのタイアップ
⑦ ベーシックプラン②・③のキャンペーンを100店舗開催までVer.アップ
⑧ NEW 秋葉原中央通りフラッグ（全36ヶ所・72面）

⑨ NEW キャンペーン連動でラジ館ビジョンにCM放映
⑩ 実店舗を使ったスタンプラリー開催
⑪ 両面表紙ジャック / 表４コスプレイヤー表紙（拡散効果あり）
⑫ ソフマップ店頭でのプロモーション＆イベントスペースでの撮影対応
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