報道関係者各位
【プレスリリース】
2013 年 7 月 1 日
株式会社角川マガジンズ

作家、評論家からクリエイター、お笑い芸人まで

著者とつながる、新しい形の WEB＆メールマガジン

『ちょくマガ』 7 月 1 日スタート
株式会社角川マガジンズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田修、以下角川マガジンズ）は、
出版社による初の有料 WEB＆メールマガジン配信サービス「ちょくマガ」を 7 月 1 日より開始いたしました。
有料 WEB＆メールマガジンは、著者から“直接”届く WEB マガジンとして今最も注目を集めているサービス
のひとつです。ある話題に対する著者独自の見解やプライベートな内容、企画記事など、有料購読だからこ
そ得られるコンテンツで人気を博しています。
「ちょくマガ」では、機動戦士ガンダムの総監督・富野由悠季氏や小説家・岩井志麻子氏、イラストレータ
ー・みうらじゅん氏など、作家、評論家からクリエイター、お笑い芸人まで多彩なジャンルの著者を揃え、「ち
ょくマガ」購読者のためだけに執筆された個性溢れる記事を配信いたします。購読会員は、自身が指定した
メールアドレスへの記事配信に加え、WEB ブラウザでの閲読、電子書籍ファイル EPUB を利用した閲読の
3 つのスタイルで記事を楽しむことができます。また、それぞれの著者に担当編集者がつき、著者をサポート
することで、より見やすく良質なコンテンツをお届けできるところも魅力です。
角川マガジンズは、角川グループ各社と連携し、「ちょくマガ」の著者ラインナップを随時拡充していくととも
に、今後はメールマガジンの配信にとどまらず、雑誌連載との連動や記事の書籍化、会員向けイベント等、
出版社の“編集力”を活かしたメディア連動も展開してまいります。

【『ちょくマガ』著者紹介】（一例）
＜富野由悠季＞
機動戦士ガンダムの総監督。クリエイターとしての、波乱万丈のエピソードを織り交
ぜながら、今だから、そしてメルマガだからこそ語れる、刺激たっぷりの自説を展開
します。
＜みうらじゅん＞
100 冊以上の著作の中で、多くの「名言」を生み出した名言製造機・みうらじゅん。ブ
ームになった名言から本人さえ忘れた名言まで、本音が出やすい飲み屋の席で、
いい調子で自己分析します。
＜ダ・ヴィンチレター＞
本とコミックの情報誌『ダ・ヴィンチ』（メディアファクトリー刊）が、本好きの読者に向
けたメルマガをプロデュースします。文芸よみものや文化系コンテンツをお楽しみい
ただく「レター」です。 ※メールマガジンは著者ごとに配信されます。

■『ちょくマガ』ラインナップ（2013 年 7 月 1 日現在）
著者

青山裕企

タイトル

写真のスキマ

発行
毎週月曜日
（第 5 月曜も配信）

月額
価格

概要
話題の写真家が、自らの表現の核心で

525 円

ある「すきま」と「ひかり」と「ほくろ」の秘
密を、具体的な作品を用いて解説！
爆笑エロ談話にも定評がある作家の岩

岩井志麻子

オンナのウラガワ

毎月 5 のつく日

～名器大作戦～

（5 日、15 日、25 日）

480 円

井志麻子が、自らの体験も赤裸々につ
づり、男と女の“プロ”の世界の奥深さを
ルポ！
ラブライフに効くデートスポットやラブグッ

OLIVIA 先生の秘密講
OLIVIA

座 誰も教えてくれな

毎週水曜日

かった、飽きない！セ

（第 5 水曜は除く）

525 円

ズなどを体験レポート。やらせなしのホン
ネのフィールドワークでラブテクが急上
昇！

ックス

関西ウォーカー編集部がお贈りする「生
関西ウォーカー編集部

生 関西ウォーカー

毎週火曜日
（第 5 火曜は除く)

315 円

関西ウォーカー」。本誌のコンテンツと連
動したお得情報や、メルマガ限定コラム
など情報満載！
若手実力派俳人による、俳句を楽しく読

佐藤文香

さとうあやかの
はいくサプリ

毎月 8 日＆19 日

315 円

む＆詠むコンテンツ。名句読み解きや句
作のコツ、新作俳句や読者からの投句
募集も！
愛と笑いで日本をい～い湯加減にするイ

さばのゆ

週缶！

毎週金曜日

さばのゆマガジン

（第 5 金曜は除く）

315 円

ベント酒場の店主・須田泰成、常連・松
尾貴史ら濃厚参加のホロ酔いメルマ
ガ！

TAKAKO’ｓ
ＴＡＫＡＫＯ

LOVE ＆
BEAUTY

つぶやきシロー

あるあるつぶやき論

毎週月曜日
（第 5 月曜は除く）
毎週火曜日
（第 5 火曜は除く）

ビューティークリエイターTAKAKO が、
525 円

“人生を変える”メイクテクや心にも効くメ
ッセージを贈る、HAPPY マガジン！
“King of つぶやき”つぶやきシローがち

525 円

ょくマガに参戦！つぶやきシローの世界
をメルマガで存分にお楽しみ下さい。
クリエイターとしての、波乱万丈のエピソ

富野由悠季

トミノ流のトミノ

毎週火曜日
（第 5 火曜は除く）

315 円

ードを織り交ぜながら、今だから、そして
メルマガだからこそ語れる、刺激たっぷり
の自説を展開します。
飲み屋からお届けするみうらじゅんのメ

みうらじゅん

オレ、そんなこと

毎週金曜日

言ったっけ？

（第 5 金曜は除く）

525 円

ルマガ。自身の名言をセルフ分析、動画
での相談コーナーなど、ココだけトーク満
載です。

マスヒロがこっそり教
山本益博

える 美味しいとって
おき

料理評論家・山本益博が、どこでも言え
毎週金曜日
（第 5 金曜も配信）

525 円

なかった“美味しい”情報をひっさげて参
戦！ 読めば誰もがグルメになれちゃう
メルマガです。

著者

タイトル

発行

雪舟えま＆ジュテーム

エリーゼたちの

毎週月曜日

★マミィ

ために

（第 5 月曜も配信）

月額
価格

概要
歌集『たんぽるぽる』、小説『タラチネ・ドリ

525 円

ーム・マイン』などで話題の作家から、き
らめくことばの贈り物が毎週届きます。
『ＶＯＷ』でおなじみ放送作家の吉村智樹

吉村智樹

吉村智樹の

毎週月曜日

街めぐり 人めぐり

（第 5 月曜は除く）

315 円

がユニークな店や珍スポット、街の超偉
人を取材する週刊ニッポン異次元探訪
記。

＜今後のラインナップ＞（五十音順）
■7 月公開予定
・熊坂仁美 ・竹熊健太郎 ・友里征耶 ・星名美津紀
■近日公開予定
・須永辰緒 ・326（ナカムラミツル） ・ビリー諸川 ・ヤバ研 ・吉田類

『ちょくマガ』概要
■サービス名称： ちょくマガ
■サービス開始日： 2013 年 7 月 1 日（月）
■URL：

http://chokumaga.com

■販売方法： 月額制（バックナンバーは記事ごとに販売）
■対応 OS（動作環境）：
PC・タブレット
・Mac： Chrome、Firefox、Safari
・Windows： Chrome、Firefox、Internet Explorer（9、10 推奨）
・iPad： iOS（5.0 以降）
スマートフォン
・iOS： 5.0 以降（Safari）
・Android： 2.3 以降（標準ブラウザ、Chrome）
■決済方法：
クレジットカード決済（VISA／MasterCard／JCB／AMEX／DC）
キャリア決済（ドコモケータイ払い／au かんたん決済／ソフトバンクまとめて支払い）
WebMoney 決済
BOOK☆WALKER ID 決済（クレジットカード決済 VISA／MasterCard／JCB）
■配信： 株式会社角川マガジンズ
***************************************************************************************************************

【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社角川マガジンズ 管理部 総務グループ 広報担当：日下（くさか）
〒102-8077 東京都千代田区富士見 1-3-11
ＴＥＬ・03-3238-8422／ＦＡＸ・03-3238-8423／e-mail・PR@kadokawa-mg.co.jp

