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ベテランもビギナーもこれ一冊で  波止釣りポイントまるわかり！

釣り場ガイドブック

媒体企画書



マップだけでは伝えき

れない詳細な情報をテ

キストと写真で解説。

この釣り場イチ押し

ターゲットも。

釣り場の位置やアクセ

ス経路をマップで紹

介。初めて訪れる釣り

人をサポートします。

釣り場の状況や地形を

イラストマップで掲載。

どこでどんな魚が狙え

るかも書き込んでいま

す。トイレや駐車場の位

置なども入れています。

年間を通じてどんな魚

がどんな釣り方で狙え

るのかを、春夏秋冬の

カレンダーで表示。

波止ガイドでは、手軽に行

けて足場がよく釣りやすい

「波止」「護岸」に加え、砂

浜や釣り公園なども紹介し

ています。

港や河口などにある「防波堤」や港湾の「護岸」を総

称して「波止（はと）」と呼びます。足場がよいうえ、

魚が寄りつきやすい波止は、絶好の釣りポイントです。

波止釣りはターゲットが豊富で、さまざまな釣りが楽
しめます。波止ガイドでは手軽な釣りからちょっと
ディープな釣りまで取り上げており、釣法もルアー、
投げ、サビキ、エギング、フカセなどバラエティ豊か。
その釣り場ごとのおすすめの釣りやターゲットを紹介
しています。

レイアウトイメージ

※ 砂浜や釣り公園の掲載は版によって
　 有無・数が異なります

※

波 止 ガ イ ドとはどんな本？ 媒体紹介

各エリアで人気の波止釣りポイントを
わかりやすいイラストＭＡＰで紹介！
波止
とは？

砂浜 釣り公園

1,350 円（税別）
オールカラー 136 ページ

※大分・宮崎・鹿児島東部版の仕様です。
　定価・体裁は版により変更になる場合があります

定　価：
体　裁： １ 2

手軽に
釣れる

釣り施設も！

情報ソースは
地元釣り人

＆
地元釣具店

一目瞭然！
イラストマップ中心に
ポイントを紹介

人気の釣りや
旬なターゲットを
フォロー

特 長

特 長

１つのエリアにつき70～100件の釣り場を紹介。い
ずれも、地元釣具店や釣り人からの推薦をもとに厳選
したおすすめの釣り場です。また、有料の「釣り公園」
も紹介しています。

3 エリアで人気の
ポイントを
もれなく網羅

特 長

１ヶ所１ページで詳細に紹介しています。見やすくてわ
かりやすいイラストマップが大きな特長です。波止のど
こでどんな魚が釣れるかという基本的な情報はもちろん、
年間の魚ごとの旬、おすすめの釣り方、釣り場での注意
事項やアクセスなど、釣り人が知りたい情報満載です。

地形や構造物は魚が釣

れるポイントを見極める

大切な要素なので、できる限り詳

細にマップで描画しています。

釣り場の
状況を

リアルに描画



釣り場の状況や釣れる魚の情報は年々変化し
ていきます。波止ガイドは発行から一定期間
がたつと、情報を最新にアップデートした改
訂版を発行していきます。また広域版から発
展して単県版の発行もつねに検討し、よりき
め細かい情報を発信していきます。

波止ガイドのくわしい紹介や発行予定、
発行後のフォロー情報等は、インター
ネットで随時発信しています。波止ガイ
ドの母体である釣り雑誌レジャーフィッ
シングの公式サイトや Facebook 、また
波止ガイドの公式 Twitter も 展 開。
Amazon では波止ガイド最新版からバッ
クナンバーまで購入できます。

改訂版で情報をアップデート

WEB&SNS で広報・販売

波 止 ガ イ ドの媒体展開

2016年、波止ガイドシリーズは広域展開へ！
改訂版の発行／販促／WEB・SNS で発行後もフォロー

発行予定／販促

改訂版の発行例

http://www.e-leisure.jp/

ウェブサイト

@hatoguide
波止ガイド編集部

Twitter

https://www.facebook.com/hatoguide/

波止ガイド

Facebook

波止ガイド発行済のエリア

2016年前半に波止ガイド発行予定のエリア
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宮崎
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山陰
（島根・鳥取）

高知

広島

岡山

兵庫

2016年中に西日本エリア＆北陸の
　　府県をカバー予定26

17

９



株式会社 KG 情報

1980 年１月

10 億 1,003 万 6,000 円

益田武美

百十四銀行、香川銀行、中国銀行、伊予銀行、三井住友信託銀行

452 名 (アルバイト・パート含む。平成 27 年 6 月 20 日現在 )

高松

岡山

高松・松山・徳島・高知・岡山・広島・福岡・大分・鹿児島

川越・札幌・丸亀・倉敷・東広島・福山・北九州・姫路

岡山

調査・情報サービス、有料職業紹介事業

【インターネット】

求人・住宅・結婚・クーポン等のサイト運営

【情報誌 】

総合求人フリーペーパー「アルパ」

新聞折込求人紙「オリコミアルパ」

住宅情報誌「ステップハウス」

ブライダル情報誌「ウェディングスタイル」

釣り情報誌「レジャーフィッシング」

クーポンインフリーペーパー「イーノ」

ほか各種情報誌、ムック誌、書籍

WORKカフェ

株式会社ディー・ウォーク・クリエイション

東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）

社名

設立

資本金

代表取締役

取引銀行

従業員数

本店

管理本部

支社・支局

生産本部

事業内容

有料職業紹介所

グループ会社

取引所

レジャーフィッシングは海釣りの情報をタイムリーに発信し、楽
しい釣りをサポートする総合海釣りマガジンです。関西以西の西
日本で毎月発行され、地域の釣り人に広く活用されています。
2015年には創刊20周年を迎えました。

波止ガイドシリーズ以外にも釣りの
別冊を数多く発行しています。
◯一例
『仕掛けガイド 西日本版』
『空撮で島しょ部 岡山釣り場ガイド』
『ドライブお遍路』etc

毎月５日
880 円（税込）
オールカラー 224 ページ

発行日：
定　価：
体　裁：

岡山県・広島県・香川県・徳島県・愛媛県
高知県・兵庫県・福岡県・大分県・長崎県

発行エリア：

レジャーフィッシング／ K G 情 報 に つ い て

西日本を代表する海釣り専門マガジン

発行元の紹介

レジャーフィッシング

レジャーフィッシング
版元会社案内

楽しく読みごたえある企画記事＆連載記事
幅広い釣り人にご愛読いただいています

バラエティ豊かな釣り別冊もラインナップ 

20th
ANNIVERSARY

1995 - 2015



※WEBページからも各波止ガイド用を

　ダウンロード可能。

株式会社 KG 情報　岡山支社

担当：販売本部

■ 波止ガイドの販売取扱について

086-241-4502TEL.

〒700-0952
岡山県岡山市北区平田 170-108

問合先

書店 様 ・ 販売店様へのご案内

長期にわたって安定した実売率
ビギナーからベテランまで、釣り人から選ばれ続ける必須本！

地域ごとのローカル情報に特化した「波止ガイド」は
地域特性が強いガイドブックです。情報がエリアに絞
り込まれ、深掘りした内容であり、読者様のニーズに
的確にリーチします。それゆえ、発行エリアにて局地
的に売上があがる特性があります。

地域密着の媒体

現在発行中の既刊「波止ガイド」各版は、お取り扱い
いただいている販売店様より、発行当初から定期的に
追加注文をいただいております。長期にわたって売れ
続けるのは波止ガイドの大きな特長で、発行から２年
以上経過しても一定数の追加注文があります。

ロングセラー

波止ガイド売上実績

「波止ガイド」は長期にわたって活用できる釣り場ガイ
ドブックとして読者様に購入される傾向が強い商品で
す。そのため、一般的にガイドブックの売上が低迷す
るとされる真冬・真夏のシーズンでも、その影響を受
けにくく、安定した売れ行きが期待できます。

季節変動が少ない

書店の実績

釣具店の実績

発
売

３
ヶ
月

６
ヶ
月

９
ヶ
月

１
年

２
年

18
ヶ
月

15
ヶ
月

21
ヶ
月

読者・書店からの反響

発行取次

２年後も
一定数の
売上を確保

店頭販促に
POPを

ご用意します

トイレや駐車場スペースが載って
いるので、家族で出かけるときも
便利！　釣り場の近くで遊べる場
所も書いてあり、子どもも飽きず
に楽しむことができました。

引っ越してきたばかりの不慣れな土
地で重宝しました。釣り場の細かな
地形、テトラや敷石の配置、フェン
スなどが書かれているので、初めて
の場所でも釣りを楽しめました。

書店員 A さん

釣具店員Ｃさん

読者

ファミリー層●30 代男性

ベテラン層●50 代男性

釣りの本はたくさんありますけど、
そのなかでも長期にわたって安定
して売れるタイプの本ですね。お
客様の注目度も高いので、釣りコー
ナーには必ず置いておきたいです。

地元の釣り場の情報がくわしく載っ
ているのがいいですね。全国誌では
このような本はないので、地域密着
型の波止ガイドは書店にとっても重
宝しています。

書店・釣具店


