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Media Information

PERK Media Information

“

What Does
PERK” Mean?
とは
英語で、さっそうと元気に振る舞う。

Target
Reader
Group

オシャレが好きで、遊びが好き。ファッションだけではなく、音楽が好きでクラブに行ったり、フェスを楽しんだり。 モテを意識する

気取る。
（服を）スマートにめかし立てる。

のではなく、自分自身が思う存分遊んで楽しむというライフスタイル。PER Kではそんなストリートマインドを持った都会的でアクティ

生意気な。などの意味を持っています。

ブなガールズスタイルを世界基準で発信していきます。ターゲットは 24 〜 30 歳のインディペンデントなマインドを持った女性です。

“To make smart or spruce in appearance :
Freshen, Improve”.
“Carry the body in a bold manner”.
These definitions are what the word “PERK”
represents to us.

読者イメージ

The PERK girl loves fashion and to have fun! She ’s not only into dressing up, but loves music, going to dance at clubs, and attending music festivals.
Her lifestyle is dedicated to having fun and enjoying herself, and not just to being popular with boys. PERK will bring you an urban active girl ’s style
with a street attitude and a global perspective. Our target readers are women between the ages 24 to 30, who have an independen t mindset.

2 4 〜3 0 歳の女性
Women, Age 24 to 30.

Culture

Worldwide

Fashion

Music

ファッションも遊びも
マインドを持って楽しむ

世界 5都市の最新スタイルを発信
海外クリエイターとの誌面作り

ハイエンドとストリートを
MIXした都会的スタイルを提案

オシャレで遊び好きな
彼女たちは音楽にもこだわる
Fashionable and Playful,
The PERK Girl is a Music Addict!

Have Attitude for

The Latest Styles from the 5 Trend Setting Cities,

High-End & Street Mix

Fashion & Play!!

Editorial Collaboration with International Creators

An Urban Style Movement

音楽、アート、映画 、
ストリートカルチャーなど。
PERK が提案するファッションやライフス
タイルの背景にはこれらのカルチャーが必
要不可欠。ファッションビジュアル1枚とっ
ても、そこには必ずカルチャーの匂いを感
じさせます。それが PERKのアイデンティ
ティであり、こだわりです。また、そうし
たクリエイティブなコミュニティの中で実
際に活躍されている女性たちも続々と登場
しています。

オシャレ好き・遊び好きな都会のアクティブガールズスタイル !

Music, movies, art and skateboarding…
etc. These cultural elements are the
essential background for the fashion and
lifestyle that PERK proposes. Even in our
most luxurious fashion portraits, there ’ll
always be a cultural element, and a story
behind it. That is PERK’s identity, and
we’ll have women from those creative
communities appear in the magazine
too.

PE RK ではニューヨーク、ロサンゼルス、
ロンドン、パリといった世界のファッショ
ントレンドをリードする主要都市の最新
ファッションやスナップを現地在住の編集
者と連携して時差なく、リアルタイムに発
信していきます。また、
ファッションビジュ
アルについてもインターナショナルなクリ
エイターを積極的に起用したり、各都市で
のロケ撮影を行うなど、世界水準のクオリ
ティにこだわり発信していきます。

PERK works directly with local editors
from cities leading the world ’s trends
such as New York, LA, London, Paris and
Tokyo. Bringing you the latest styles and
trends while they’re fresh, combined
with authentic street photography. The
production team will also work with a
host of international creators on the
editorials and fashion photography,
shooting portraits on location in a global
setting. Fashion at world class quality is
our creed and mission.

PERKの軸となるファッションは「ハイエン
ドとストリートの M I X スタイル」
。カジュ
アルなストリートスタイルをベースにしな
がら、そこに憧れハイブランドのエッジ
の効いたアイテムを加えるといった、今
の時代感に合う都会的コーディネートを堤
案していきます。もちろん、先述した世界
各都市それぞれのオリジナルなファッ
ショントレンドも柔軟に取り入れて紹介し
ていきます。

The essential PERK girl’s style is “A
Mixture of High-End & Street Fashion ”.
Adding that luxurious high-end edge to
the casual base of street style; the
prevailing attitude of mixture is the style
we propose. We’ll also be flexible on
reporting the emerging trends from each
of the cities our correspondences reside.

PERK 読者のまわりには常に最新の音楽が
流れています。それはクラブでかかる最新
のクラブミュージックであったり、高感度
なショップの店内に流れる B G M であった
り 。PERKは遊びの現場で流れる最新の音
楽を、そこから繋がるファッションも含め
て紹介していきます。

The latest sounds always surround the
PERK girl. It can be playing at a club, or
at a cool independent store. At PERK
we’ll bring you an inside look at the
latest tunes you hear when you’re out
having fun, together with the fashion
element that connects to it.

広告料金・サイズ
Advertisement
Fees and Sizes

表2見開き

スペース

Location

Space

Price ( JPY )

Size (mm)

2p

3,400,000

2 97× 470

Inside Cover

特表2見開き
目次対向

掲載面

Top Section DPS

Opposite Of Index

コラム対向

Opposite Of Column

コラム前見開き
特集前見開き
表3見開き

Spread Before Column
Spread Before Feature

Back Inside Cover DPS

料金（円）

サイズ（mm）

2p

3,200,000

2 97× 470

1p

1,700,000

2 97× 235

1p

1,600,000

2 97× 235

2p

3,200,000

2 97× 470

2p

3,200,000

2 97× 470

2p

3,200,000

2 97× 470

表3

Back Inside Cover

1p

1,600,000

2 97× 235

中面

Inside pages

1p

1,500,000

2 97× 235

表4

Back Cover

1p

2,400,000

2 80× 215

媒体概要
Media
Overview

発行形態

Publication Cycle

発行部数

Circulation

年10回 ※1月、7月を除く
Publish monthly apart from January and July.

5万部

50,000 copies

定価

Retail

650円（税込み）

判型

Size

A 4ワイド、平綴じ

印刷

Printing

オールカラー

発行

Publisher

株式会社ミディアム

Medium Inc.

発売

Sales

株式会社ミディアム

Medium Inc.

¥650 (Tax included)
A4 Wide, Flat Bounded

All Color Print

株式会社ミディアム
東京都港区西麻布2 - 22 - 5
Medium Inc. 2-22-5 Nishi-Azabu
Minato-ku, Tokyo Japan +81-3-6427-3224

tel. 03 - 6427- 3224

contact @ perk-mag.com

校了日
Deadline

発売 20日前
20 days prior to
publishing

