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CAR and DRIVER（カー・アンド・ドライバー）について



会社概要

これからも「クルマ」と「人」はつながり続ける

かつて当社の創業メンバーが当時のさまざまな自動車雑誌を研究した結果、アメリカで発刊

されていた「CAR and DRIVER」に着目し、交渉の末にその名を日本に持ち込むことができた

のは、私が生まれる少し前、昭和53年のことでした。当時の日本はモータリゼーションが急激

に進み、乗用車の保有台数が2千万台を突破しようという勢いでしたので、その後訪れるバブル

景気も相まって、さぞ盛り上がった楽しい時代だったのではないかと羨むばかりです。現在で

はその数が約6千200万台まで膨れ上がり、新車登録台数こそは頭打ちとなりましたが、「クル

マ」と「人」とのつながりは最高潮の状態が続いているともいえるかもしれません。

一方で、時代は変化の節目を迎え、地球環境保護・CO2削減などのため、欧州が先行する形

で石油燃料を燃やすエンジン動力からの脱却を図るべく、電動化に向けた法規制の強化が一気

に進められています。もうあと10年もすれば、馴染みある趣深いあの音や匂いに郷愁を感じる

ことになるのかと心配してしまう一方で、エンジン動力が残る手段として、さらなるCO2削減

の技術開発や、石油以外を用いた代替燃料の普及はどこまで進むだろうか、そんな期待も抱き

ながらも未来を憂いている「クルマ好き」な人々は決して少なくないことでしょう。

しかし、日常の道具としてだけでなく、余暇を楽しむ趣味としても重宝されてきた、多様か

つ大量のクルマたちが突然なくなるわけではありません。目の前で繰り広げられている電動化

に向けた大きなムーブメント、その後予見される未来の姿を見越してきた「クルマ好き」たち

にとって、大いなる遺産ともいえる「過去のクルマ」への興味関心は、より広がり、高まるこ

とでしょうし、同時に「新しいクルマ」にも興味関心を持つことはまず間違いありません。

そんな中、当社はより多くの「クルマ好き」な方々に対して、もっと楽しく、より幸せな

「クルマのある人生」を送っていただけるよう、メディアを軸とした事業活動を通じての価値

提供と社会への貢献を行い続ける所存ですので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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商号
株式会社カー・アンド・ドライバー
（英文表記： CAR and DRIVER Co., Ltd.）

所在地

【本社｜アドミニストレーションオフィス】
〒102-8031 東京都千代田区九段南4-6-1 九段シルバーパレス 706号

TEL:03-3238-7551 FAX:03-3238-9937

【CAR and DRIVER編集部｜サテライトオフィス】
〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-2 エクセル910ビル 4F

TEL:045-482-4955 FAX:045-904-4394

役員構成

代表取締役CEO 山本善隆
代表取締役 竹内龍男
取締役CFO 福川由貴男
取締役 横田宏近
取締役 松澤秀治
監査役 桑原美佐子
相談役 高橋直宏
顧問 中西強

資本金 5,000万円

設立 1967年7月25日（昭和42年）

株式会社カー・アンド・ドライバー
代表取締役 CEO

CAR and DRIVER統括編集長 山本 善隆
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「CAR and DRIVER（カー・アンド・ドライバー）」について

クルマのある人生を楽しむすべての人々のために

美しく、見やすい自動車誌の代名詞として、1978年の創刊から

40年以上の歴史を誇る総合自動車情報誌。

私たちは、国産・外国車を分け隔てなく取り扱い、フラットな

視点とともに、明るく楽しく自らがファンとなれる切り口を

もって、あらゆる「クルマ好き」と向き合う存在です。

メインコンテンツの「クルマ解説」は、外観、内装、エンジン

まわりまで詳しく紹介。カーAV・ナビやアクセサリーなど細か

な部品も掲載し、カーライフに役立つ情報をお届けします。

また、今後については「クルマのある人生」にもフォーカスし、

クルマ好きな方々のカーライフをより楽しく、幸せに過ごすた

めのさまざまなコンテンツもお届けしていきます。

より多くの人々が、もっともっとクルマを楽しめるよう、私た

ちはメディアとしての役割を果たすべく活動し続けます。
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私たちの使命

Always fun! Well-being.

カー ・ アンド ・ ドライバー

「クルマ」に関する深く広い専門知見を活かし、

モノ・コトを問わず
魅力的な価値・機会を提供すること

すべての「クルマ好きな人」の方々が、

より充実した人生に資する
実態と可能性を提示すること
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私たちの行動指針

姿カタチをより美しく
より見やすく、美しいビジュアルとして魅せること意識します。

常にユーザー視点で整える
情報の構造化や価値判断基準を、「モノ」軸ではなく「ヒト」軸を優先します。

より多くの"ストーリー"を
ただ情報を"届ける"だけではなく、事実が"伝わる"ことを追求します。



【当資料の無断配布、資料内の各種情報の無断使用を禁じます】 7

私たちが目指す姿

現在 x年後 y年後

徹底的に「クルマ好き層」に寄り添い、そのライフスタイルに資するコンテンツ作りを行い、
信頼され、愛され続けるメディアであることを目指して積極的に活動していきます。

クルマ好き層
（約2100万人※1）

クルマ好き層
（約2000万人）

クルマ好き層
（約1900万人）

カードラ
読者

100万人
※2

カードラ読者
＋カードラファン

500万人※2

カードラ読者
＋カードラファン
＋カードラユーザー

1,000万人 ※2

※1 2020年乗用車の保有台数（資料1参照）を約6200万台、約半数がクルマ好き（資料2参照）として、
全体を3千万人とした際の想定読者層＜30-69歳＞の同年年免許所有構成率71.6％（資料3参照）をかけて推計算出.

※2 購入数に限らず、何らかのコンテンツを閲覧している人数とします

カー・アンド・ドライバー本誌を長年ご愛顧
頂いている読者がメインであり、

雑誌中心で堅実な支持を得るブランド

主にデジタル媒体（Web/SNS/Youtube）がメ
インとしてコンテンツ展開を拡大、並行して
本誌や別冊などの紙媒体も継続させ、

紙でもWebでも強いブランドとなる

デジタル媒体が中心となりつつ、紙も含めた
あらゆる形式でのコンテンツ展開を広げるこ

とでクルマ好き層の中での好意的認知を得
る最もフェア＆スマートなブランドとなる

＜参考資料＞
資料１：東京都主税局「乗用車市場の見通し 」

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/report/material/pdf/r0303/car/02.pdf
資料２：ソニー損保「2018年 全国カーライフ実態調査」

https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2018/12/20181203_01.html
資料３：警視庁 「運転免許統計」

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo/r02/r02_main.pdf

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/report/material/pdf/r0303/car/02.pdf
https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2018/12/20181203_01.html
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo/r02/r02_main.pdf
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編集部体制

CAR and DRIVER

編集長

竹内龍男

CAR and DRIVER

編集委員

横田宏近

CAR and DRIVER

編集委員

松澤秀治

CAR and DRIVER

編集委員

加藤英昭

CAR and DRIVER

統括編集長

山本善隆

ディレクター

永井健一

全体戦略の企画立案や事業
推進と共に、全メディアの
統括・プロデュースを担う

雑誌・Webメディアの運営
ならびにコンテンツ企画・
制作の管理責任者

編集委員として、紙媒体・
Web問わず、各種コンテン
ツ企画・制作を担当

編集委員として、紙媒体・
Web問わず、各種コンテン
ツ企画・制作を担当

編集委員として、主に本誌
並びに別冊ムックの企画・
制作・プロデュースを担当

自動車業界の市場リサーチ
と共に、各種コンテンツ企
画・制作を担当

NEW!

NEW! NEW!
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媒体概要
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CAR and DRIVER（雑誌）

＜出版データ＞
創刊 1978年
体裁 A4変形判中綴じ（天地280mm ×左右210mm）

発行部数 160,000部
発行人 山本善隆（株式会社カー・アンド・ドライバー）
編集長 竹内龍男（株式会社カー・アンド・ドライバー）
定価 710円（本体645円）
発売日 毎月26日
発売元 毎日新聞出版株式会社
販売エリア 全国（書店、コンビニ、ECサイト、主要な電子書籍サイトで配信中）

＜広告入稿について＞
•お申し込み締切日は、発売日の45日前です。
•連合企画、タイアップ等のお申し込みは、純広告の締切日よりも早まります。
•年間6回以上の出稿に対して割引料金が適用されます。媒体資料をご確認下さい。
•広告スペースの指定及び特設広告ページは別途料金を申し受けます。
•はがきの掲載は1号当たり1葉のみです。はがきは下位置・縦になります。
•マルチプル広告や片観音のような特殊スペースに関しては、その都度ご確認ください。
•本文中の掲載ポジションの指定はお受けできません。
•毎日新聞出版にお申し込みをいただいた広告に関して、当社の広告掲載基準に照らして審査を行います。

■お問い合わせ・お申込み先
毎日新聞出版株式会社企画管理本部戦略営業グループ
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館5階
TEL:03-6265-6731 FAX:03-6265-6980 http://www.mainichi-books.com/ 

今年で創刊44周年を迎える歴史ある総合自動車誌
・軽自動車からスーパーカーまで幅広くカバー

・ユーザー目線の解説・試乗記と大きめ写真に定評あり

・昔のクルマの復刻版カタログは隠れファン多数

・独自の視点で業界を俯瞰した特集・連載記事は必見
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CAR and DRIVER ONLINE（Web） ht tps : // www.car-and-dr iver . jp /

2019年から公式サイト開始（今後さらに強化）
・他社メディア（※）への記事コンテンツ配信中

※ダイヤモンド・オンライン、カービュー

・本誌連動型コンテンツに加え、独自記事も多数掲載

・主要SNSアカウント開設中（Youtube / Facebook / Instagram / Twitter）

＜トラフィックデータ＞

月間総CV（※） 300万CV
※コンテンツビューは右記配信先を含みます：カービュー、ダイヤモンド・オンライン

■自社公式サイト実績（2020年12月時点）

月間PV 40万PV

月間UU 9万UU

＜閲覧者データ＞
・30−50前半まで幅広い
・男性多数（80％超！）
・地域特性は東名阪を中心に
全国まんべんなく訪問あり
・ユーザーアンケート実施中
※紙読者が8割を占めている
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広告料金
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広告料金表（本誌）

種別 スペース １回 ６回 １２回

表４ １ページ 1,120,000 1,064,000 1,008,000

表２見開き 見開き 1,490,000 1,416,000 1,341,000

第二表2見開き 見開き 1,450,000 1,378,000 1,305,000

第三表２見開き 見開き 1,360,000 1,292,000 1,224,000

表３ １ページ 720,000 684,000 648,000

コラム対向 １ページ 900,000 855,000 810,000

第一目次対向 １ページ 860,000 817,000 774,000

第二目次対向 １ページ 770,000 732,000 693,000

センター見開き 見開き 1,430,000 1,359,000 1,287,000

記事中 見開き 1,360,000 1,292,000 1,224,000

１ページ 720,000 684,000 648,000

１／２ページ 390,000 371,000 351,000

１／３ページ 270,000 257,000 243,000

見開き 790,000 751,000 711,000

１色 1ページ 450,000 428,000 405,000

1／3ページ 170,000 162,000 153,000

1／4ページ 140,000 133,000 126,000

はがき はがきサイズ１葉分 1,450,000 ４色ページとセットでお申し込みください

単位：円（消費税別）

●お申し込み締切日は、発売日の45日前です。

●連合企画、タイアップ等のお申し込みは、
純広告の締切日よりも早まります。

●年間の出稿回数に対して割引料金が適用さ
れます。回数割引の料金は１回当たりの料金
です。

●広告スペースの指定及び特設広告ページは
別途料金を申し受けます。

●はがきの掲載は１号当たり１葉のみです。
はがきは下位置・縦になります。

●マルチプル広告や片観音のような特殊ス
ペースに関しては、その都度ご確認ください。

●本文中の掲載ポジションの指定はお受けで
きません。

●毎日新聞出版にお申し込みをいただいた広
告に関して、当社の広告掲載基準に照らして
審査を行います。
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広告原稿サイズ（本誌）

見開きページ

●センタースプレッド
断ち切り版（仕上がり）
280✕420

1ページ

●断ち切り版
（仕上がり）

280✕210

ヨコ
1/2ページ
●普通版
122✕182

タテ
1/3ページ

●普通版
252✕60

はがき（１葉）

150✕100

表４
1ページ

●断ち切り版
265✕200

1ページ

●普通版

252✕182

ヨコ
1/4ページ

●普通版
57✕182

●断ち切り版は仕上がり寸法です。切れては困る文字や写真
は仕上がりから天地各5mm以上、左右各10mm以上内側に追
い込んでください。また天・地・左・右各3mmの塗り足しを
ご用意ください。
●普通版・小枠広告につきましては、0.25ポイント以上の囲
み罫を引くか地色を敷いて、広告スペースと編集スペースを
区別できるように制作してください。
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編集タイアップ（本誌）

【掲載料金】

基本スペース：カラー見開き２P

料金：1,360,000円（税別）＋制作費500,000円（税別）

※ページ数など詳細はご相談ください。

【お申し込み】

発売90日前を目安でお申し込みください

【抜き刷り対応可】

掲載記事の抜き刷りをします。

※料金別途

お問い合わせ・お申込み先
毎日新聞出版株式会社 企画管理本部
戦略営業グループ
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 
千代田会館５階
TEL：03-6265-6731 FAX：03-6265-6980
https://www.mainichi-books.com/
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editors@caranddriver.co.jp
プレスリリース・各種ご案内はこちらまでお知らせください。

その他、ご意見・ご要望についてもぜひお寄せください。

広告のお問い合わせ・お申込み先は下記までご連絡ください。

毎日新聞出版株式会社 営業本部 戦略営業グループ
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 
千代田会館５階
TEL：03-6265-6731 FAX：03-6265-6980
お問い合わせフォーム↓

https://www.mainichi.co.jp/contact/pubad.html

https://www.mainichi.co.jp/contact/pubad.html

