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■三栄書房グループ会社紹介

株式会社 三栄書房
代表取締役社長 : 星野 邦久

〒160-8461 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F
TEL : 03-6897-4600（代表）／URL : www.sun-a.com/

株式会社 サンズ
代表取締役社長 : 坂井 正治

〒160-8463 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F
TEL ： 03-6897-4800／FAX ： 03-6897-4840

URL : sans-inc.net/

モータースポーツ・メディア制作事業を中心に展開してきた株式会社イデアと、モ

ータースポーツ・マーケティング事業やイベントプロデュース事業を推進してきた

株式会社サンズが2013年に合併し、新生「株式会社サンズ」としてスタートしま

した。モータースポーツ・メディアとしての情報発信力と、様々な企画やイベントを

提案できるプロデュース能力のシナジー効果で、自動車業界やモータースポーツ

業界の振興・発展に貢献してまいります。

レースとクルマの電子雑誌書店

モータースポーツ事業×イベント・プロデュース事業で、
新時代のシナジーパワーを発揮

オートスポーツWEB

創業70周年を迎えた「雑誌社」としての出版事業をコアに、
イベント、海外、電子、通販と「総合メディア企業」へ進化発展中！

株式会社 サンプロス
代表取締役社長 : 齋田 功

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F
TEL ： 03-5287-3833／FAX ： 03-5287-3834

URL : www.v-opt.co.jp

カーライフを中心とした魅力ある映像コンテンツを多数提供。それらに伴うイベント

の企画、制作、管理、宣伝、D1競技会など、マーケットに支持を受ける映像事業に取

り組んでおります。

撮影編集からイベント運営まで、
動画映像のスペシャリスト集団

●ビデオオプション ●ドリフト天国DVD ●トップギア

株式会社 ゴルフトゥデイ社
代表取締役社長 : 鈴木 賢志

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F
TEL ： 03-6897-4700／FAX ： 03-6897-4701 

URL : golftoday.tv/

さまざまなゴルフ関連ムックを
編集制作するプロダクション

●ゴルフトゥデイ ●レッスンブックシリーズ

創刊500号を迎えたゴルフ専門誌「月刊ゴルフトゥデイ」を中心に、さまざまなゴ

ルフ関連ムックを編集制作するプロダクション、株式会社ゴルフトゥデイ社。

最近では歴史と伝統を誇るイベント「アイアンマンカップ」や、イメージガールユ

ニット「GTバーディーズ」と一緒にラウンドできる「バーディーズカップ」さらにツ

アープロと一緒にラウンドできる「プロアマコンペ」等、読者参加イベントも大好

評です。

as-web.jp www.as-books.jp

モータースポーツ総合サイト

ASB電子雑誌書店

●D1グランプリ

●FIA Intercontinental Drifting Cup



G-ワークス
毎月21日発売／定価580円／AB判

「クルマは俺たちに夢を運んでくれる !」
時代にとらわれない魅力を放ち続ける旧
車・名車のレストア&チューニングを仲
間と一緒に楽しむための雑誌です。

● クルマ／旧車

スタイルRV
不定期発売／定価2,160円／A4ワイド判

人気のミニバン&ワゴン、SUV等のドレ
スアップを車種ごとに掘り下げた内容で
わかりやすく解説する、保存版の「RVド
レスアップガイドシリーズ」。

● クルマ／ミニバン・ワゴン

■三栄書房刊行物紹介

レブスピード
毎月26日発売／価格980円／A4判

サーキット走法のノウハウをはじめドラ
イビングテクニックのHOW TOから最
新チューニング情報まで満載のストリー
トチューニングカーマガジン。

● クルマ／ドライビングテクニック・チューニング

モータ―ファン別冊 ニューモデル速報
不定期発売／A4変型判

「最強の新車速報誌」として君臨。試乗記や
ライバル比較、開発ストーリー、デザインイ
ンタビュー、メカニズム解説、使い勝手徹底
チェックなど、そのクルマのすべてを網羅。

● クルマ／バイヤーズガイド

ゲンロク
毎月26日発売／定価860円／A4ワイド判

スーパーカー&セレブリティカーなど、高
級車ならではの世界観を、美しいビジュア
ルと共に表現。“スーパーカー雑誌のパイ
オニア”として絶大な支持を得ています。

● クルマ／高級輸入車・スーパーカー

モータ―ファン別冊 統括シリーズ
不定期発売／A4変型判

ジャンルごとに最新モデルをアルバム形
式で紹介。各車の掲載ボリュームは 2～
4 ページとタップリで、ジックリ眺めて
読めるクルマ選択購入マガジンの決定版。

● クルマ／バイヤーズガイド

スタイルワゴン
毎月16日発売／定価650円／A4ワイド判

ワゴン・ミニバン・コンパクトカーのドレス
アップNo.1 専門誌。最新のドレスアップスタ
イルから、パーツ、新車情報まで読者とメー
カーをつなぐ情報誌として支持されています。

● クルマ／ミニバン・ワゴン

ハイパーレブ
不定期発売／定価2,160円／A4ワイド判

車種ごとにチューニング&ドレスアップ
情報を徹底ガイド。この1冊でそのクルマ
を楽しむ方法のすべてがわかるボリュー
ム満点の保存版。

● クルマ／チューニング・ドレスアップ

オプション
毎月26日発売／定価580円／A4変型判

クルマを生活の一部としてアクティブか
つ自由に楽しむ !　チューニングからドレ
スアップまで情報満載の、言わずと知れ
たエキサイティングカーマガジン。

● クルマ／カスタム・チューニング・ドレスアップ

モーターヘッド
不定期発売／定価880円／A4判

GENROQより派生した「ボーダレスなカスタムワールド」を
余すことなく網羅したカーカスタム誌の決定版。ヨーロッパ
車、アメ車、ドメスティックハイエンド、旧車、レーシングカー
まで圧倒的な企画力と情報量がつまったカーカスタムの世界。

● クルマ／カスタム

モーターファン・イラストレーテッド
毎月15日発売／定価1,728円／A4ワイド判

“テクノロジーがわかるとクルマはもっ
と面白い”。クルマのテクノロジーや技術
を、美しいイラスト・写真をふんだんに
使って、わかりやすく図解しています。 

● クルマ／テクノロジー

オートスポーツ
隔週金曜日発売／定価580円／A4変型判

史上最強のモータースポーツ誌。F1や
WRCなど国内外のレース情報を完全速
報する、モータースポーツファン必読の
雑誌です。

● クルマ／モータースポーツ

F1速報
毎レース4日後発売／定価550円／A4ワイド判

F1の持つ多様な世界に触れる事ができる
最速のF1情報誌。F1に関わる様々な人々
の本音やマシンのテクノロジーなどシー
ズンの流れに応じて取り上げます。

● クルマ／ F1

日本の名レース100選
不定期発売／定価1,080円／A4ワイド判

日本のモータースポース界も自動車産業の発展とともに歴
史をつなぎ、語り継がれるべきストーリーは数多くありま
す。１冊につき１レース大会というテーマで、そのレース
の深層を現代の視点で解きほぐすアーカイブ誌です。

● クルマ／モータースポーツ

レーシングオン
不定期発売／定価1,550円／A4ワイド判

より深く、より美しく、モータースポーツの
真髄を伝えます。真のモータースポーツ
ファンが求めるより深い情報をビジュアル
指向の企画展開で幅広く伝えます。

● クルマ／モータースポーツ

GPカーストーリー
不定期発売／定価1,080円／A4変型判

グランプリの名車たちが綴る至極のストーリー。”マ
シン " にスポットライトを当てながら、当時活躍した
ドライバーや監督、エンジニアなど著名関係者が登場。
当時のドラマチックなシーンが誌面に蘇ります。

● クルマ／GPカー



レーサーズ
不定期発売／定価1,000円／A4変型判

いま振り返る往年のレーシングマシン。技
術データ完全紹介や、全方向から見る詳細
フォトなど、毎号往年のレーシングマシン
を取り上げます。

● バイク／レーシングマシンヒストリー

ギャルズ・パラダイス
不定期発売／A4ワイド判

レースクイーン、キャンギャル、コンパニ
オンを完全網羅する専門誌。魅惑のトッ
プレースクイーンからデビューしたての
注目の新人まで完全キャッチ !

● クルマ／レースクイーン・キャンギャル

スクーターチャンプ
不定期発売／A4判

安くてお得で手軽に遊べるスクーター情報
満載のスクーターカスタム & チューニン
グ専門誌。これを読めばあなたもスクー
ターのすべてをマスターできます。

● バイク／スクーターカスタム

モトチャンプ
毎月6日発売／定価400円／B5判

「楽しくなくちゃバイクじゃない !」
ミニバイクを中心としたバイク全般のチューニ
ングの最新カスタム情報を満載し、世界中に多
くのファンを持つNo.1マルチバイクマガジン。

● バイク／カスタム・チューニング

メンズ・ファッジ
毎月24日発売（7月・12月を除く）／定価680円／A4ワイド判

“大人が目指す小粋なヨーロピアンスタイ
ル”をテーマに、人気ブランド & ショップ
の新作やマストアイテムを徹底チェック !
ライフスタイルの情報も加わり内容充実。

● ファッション／総合情報

ファッジ
毎月12日発売／定価630円／A4ワイド判

洒脱さとリアリティを両立させたヴィジュアル
で表現する”手の届くハイカジュアル”ファッ
ション誌。ひと匙のガールとノスタルジーを添
えて、永遠の”かわいい”を追求します。

● ファッション／ハイカジュアル

ヴィカ
不定期発売／定価580円／A4ワイド判

自分らしいスタイルを確立した、審美眼の高い30
代のカルチャー系OLのためのファッション&ラ
イフスタイル誌。品と知性を兼ね備え、外見だけで
なく内面も魅力的な “品格レディ “を目指します。

● ファッション／ハイカジュアル

オンクル
不定期発売／定価700円／A4ワイド判

̶ナチュラルすぎず、ストイックすぎず、少し
ずつ時間をかけて、長く愛せるスタンダードを
選びたい̶そんな心境のお洒落な 30 代女性に
向けたファッション＆ライフスタイルマガジン。

● ファッション／ハイカジュアル

ゴーアウト
毎月30日発売／定価680円／A4ワイド判

ファッションもアウトドアもフラットな感
覚で楽しむ、おしゃれな外遊び派に向けて
ファッションやアクティヴィティなどライ
フスタイルを提案します。

● ファッション／アウトドアスタイル

時空旅人
奇数月26日発売 /定価780円 /A4変形判

世の関心が高いテーマを、わかりやすい解
説とビジュアルで表現する、丸ごと一冊特
集本。毎号様々なテーマを取り上げる人気
急上昇のシリーズです。

● カルチャー

ラン・プラス・トレイル
不定期発売／定価1,080円／A4変形判

トレイルランニング専門誌。これから始める人、始めて
間もない人をメインのターゲットにしつつ、憧れの舞台
である海外レースの企画や日本のトレイルランナーの誰
もが注目する世界の動向もウォッチしています。

● トレイルランニング

ザ・デイ
不定期発売／定価800円／A4ワイド判

“自分らしく”にこだわった、ライフスタ
イルファッション誌。西海岸をベースとし
た豊かなライフスタイルと等身大のファッ
ションを凝縮してお伝えいたします。

● ファッション／総合情報

男の隠れ家
毎月27日発売／定価680円／A4変形判

知的好奇心、個性的住まい、趣味の充実、リラック
ススポット等 ゛衣・食・住・遊″すべてにわたって、
ありきたりのものでは満足しない大人に向けて「快
適な空間」を疑似体験できるカルチャーマガジン。 

● カルチャー

日本の名作漫画アーカイブシリーズ
不定期発売／定価980円／A4変形判

懐かしい名作漫画を大解剖するシリーズ。漫画
家・作品の裏側・原画の３つを中心に様々な角
度から漫画を検証、紹介していくことで大人の
知的好奇心をくすぐるアーカイブマガジン。

● カルチャー

日本の名作マンガ
アーカイブシリーズ

クルマ情報を中心に「旬」な話題を取り上げるニュース
メディア。2010 年にオープンし、現在は月間 1,200 万
PVを超え、日本有数のクルマ系WEBサイトに育ちまし
た。新車から次世代車、経済ニュースなどクルマの「いま」
がわかるさまざまなネタを月に２００本以上展開中！

クリッカー

● ブログメディア

http://clicccar.com/

ゴルフトゥデイ
毎月5日発売／定価650円／A4ワイド判

80 台で回りたいゴルフファンに向けて、
様々なゴルフ情報を満載した「実戦型ゴル
フレッスン誌」。トッププロによるレッスン
から最新ギア情報まで内容充実。

● スポーツ／ゴルフ



　「オートサロン」は、1983年に産声をあげた「世界最大級のカスタムカーショー」です。
　アフターマーケットパーツメーカー、カスタムショップ、自動車メーカー、自動車関連企業、

自動車関連専門学校など約400の企業や団体・学校等が出展し、展示車輌総数は約800台にのぼります。
カスタムカーや、チューニング関連製品の展示をはじめ、カスタマイズ技術の紹介、
カスタムカー関連グッズの販売など、クルマを楽しむノウハウのすべてを展示。

さらには、豪華アーティストによるライブ、タレントや有名レーシングドライバーを招いてのトークショーなど、
カスタムパーツはもちろん音楽やキャンペーンギャル、ホビーやファッションといった

カスタムカーを取り巻くすべてのカルチャーが揃ったショーです。
　長い歳月の流れの中で、時代を反映し、未来を切り拓いてきた「オートサロン」。

カスタムカー文化創造の担い手として常に業界をリードし続け、
日本国内のみならず世界各国への情報発信地としてその地位を確立しています。

世界最大級のカスタムカーショー「オートサロン」

大好評の雑誌＆WEBでSHOPPING!最新、先端アイテムをGET!

雑誌「GO OUT」のおしゃれギアや
おもしろギアを購入できる「GO OUT Online」

おしゃれを楽しむ女性のための
iPhone goods 専門サイト

www.goout.jp www.iphonemag.jp

自分好みのバイクパーツ専門店。
モトチャンプオンライン。

www.motochamp.jp

スタイリッシュでカワイイ女性のための
オンラインショップ

shop.fudge.jp

Online  Store

高校生&大学生の支持率ブッチギリ
サムライELOの公式通販サイト

samuraielo.jp

www.tokyoautosalon.jp
AUTOSALON  Official Web Site
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〒160-8461 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7F

TEL : 03-6897-4600（代表）　

URL : www.sun-a.com/

代表取締役社長／星野 邦久

創　業／1947年10月

資本金／6,200万円

社員数／100名

都営新
宿線

www.san-ei-webshop.jp

日本の傑作車

モーターファン
グラフィティ

絶版だったあの人気シリーズをもう一度。

復刻堂
送 料
無 料

絶版となったタイトルをオンデマンド印刷により再製本。

創刊号やバックナンバーなど 

貴重なタイトルが続々追加しています。

自社サイトをはじめ、提携する各電子雑誌書店では、80シリ
ーズ3000タイトルを展開し、拡大中！ 
毎月発売される新刊に加え、すでに絶版となったコレクター垂
涎のレア号まで続々とデジタル化しています。

3a.as-books.jp

car.as-books.jpcar.as-books.jp

デジタルで読む 三栄書房の雑誌
iPadスマホ、PCで買って

すぐ読める!

クルマ、オートバイ、ガジェット、ファッションなど、
三栄書房の雑誌の電子版を販売します。

自動車雑誌の専門店。チューニング、ドレスアップから
モータースポーツ等のクルマ雑誌を扱います。

見る・買う・体感する
日本最大級のおしゃれキャンプイベント 史上最大のクルマ祭り！！史上最大のクルマ祭り！！
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