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創刊に向けてのご挨拶

　ここ2～３年、日本人トッププロボディボーダー達が世界ツアー
    で優勝したり上位に入賞したりと、大活躍しています。
　しかしながら、この素晴らしい出来事を世間の方々は勿論の事、
　一般のサーファー、プロサーファー達でさえも知っている人は
　あまりにも少ないのが事実であります。
　
　実に不甲斐ない事だと思います。

　全盛期は二誌存在していたボディボードの専門誌も、最後には
　一誌になり、その一誌の FLipperは2011年の大震災の年に休刊に
　なりました。
　専門誌が現在皆無と言う状況は、実に残念でなりません。
 
　命を掛けて世界ツアーで戦っている選手達はもちろんの事、
　ボディボードをプレジャースポーツ、海の遊びとして携わっている
　人達にとっても、情報が少ない事や、モチベーションを高める為の
　ツールが殆ど無いのが現状です。
　
　ボディボード専門誌が無くなって4年以上の歳月が流れました。
　
   常日頃から誰かがやってくれないかな？？思っていましたが
   何も変化が無い現状に我慢出来なくなり、
　Facebook上で専門誌の必要性について
　アンケートを取った所、想像以上の反響を頂きました。
　なんと、いいね！の数が 850人いいね！とシェアーの数も驚きの
　226人の方が賛同し、シェアーして頂きました。
　沢山の方々に、背中を押されて、

　誰もやらないのならもう僕がやるしか無い！と思い
　
　rising magazine の創刊を決心しました！
 　
　2015年、波乗りを愛する人達全てに発信します！
   皆様と一緒に大変革を起こしましょう。
　
   本企画への皆様の御支援をどうぞ宜しくお願い致します。

Profle

rising magazine 　吉岡昌彦
1960年２月６日生まれ

16歳でサーフィンを始めて、20歳で突然
サーフィング写真に目覚め、大阪の専門誌
月刊TAKEOFFの初代スタッフフォトグラファーになる。
22歳でフリーランスになり独立。
湘南に移り住み、現在も辻堂を拠点に活動している。

月刊Fine、月刊SURFIN'LIFE、SURFING WORLD、
SURF Magazine、 ON THE BOARD、
FLipper、Surfer Girl、Bodyboarding JAPAN、SURF1st、
米SURFING、米BODYBOARDING、豪RipTide
、BOYS RUSH、POPEYE、Tarzan、BRUTUS、
等に多数の写真が掲載されている。
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今までに無い革新的で直感的なインターフェースデザインで提供する新しいWebサイトです。
 

Concept 
 

★Discover Something Diferent.
★Life's a Beach and Ocean.
★Access more intuitive and simple.

常に新しい何かをワクワクしながら発見し、特に
Bodyboarding , Surfng , SK8, Snowboardingを 
独自のスタイルで皆様に提案して行きたいと思っています。
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シンプルなトップページからより直感的にアクセス
トップページは今までのWebコンテンツには殆ど無い、シンプルで直感的なユーザーインターフェースデザインと
通知機能で、より簡単にアクセス出来ます。
各コンテンツもよりシンプルに直感的にデザインされています。
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rising magazine の特徴 .Ⅰ

・rising magazine はトップページのmagazineのアイコンを
　クリックするだけで、本棚にあるバックナンバーから、
　最新号まで簡単にアクセスが出来ます。

・トップページのメニューは、New issue, Magazine, Blog , 
　Music, Movie, News, Weather, Store, Fun, info, myp
　の各コンテンツ、以降はスポンサー様のバナーアイコン
　になります。
 
　新しい操作感や革新的なインターフェースデザイン、
　より解り易くシンプルにと、rising magazine では
　みなさまへDiscover Something Diferent.
　を強く提案致します。
　なお、ドメインはSSL暗号化通信で行い、セキュリティーの
　面でも安心して使って頂ける様に全てのページを
　httpsに致しました。
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通知機能付きアイコン
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Bodyboardingを中心とした豊富な情報
ボディボードの専門誌が無い現在、日本人トッププロ達が世界ツアーで優勝したり、

上位に入賞している昨今、海のプレジャースポーツでもある Bodyboardingを

主にフューチャーして行き、Surfng,SK8,Snowboardingなどを加えて特集して行きます。　

35年間に渡るサーフィングフォトグラファーとしての経験を元に、

この rising magazine独自の目線、ライフスタイル等の提案をして行きます。

各コンテンツ掲載比率はおおよそ、Bodyboarding 50%,Surfng 40%,SK8 5%,Snowboarding 5%です。

特にプロボディボーダー達が、日本の良い波で行うセッションにはそこのローカルやローカルトッププロ達に

最大限のリスペクトをし、一緒にコミュニケーションを取りながら一緒にセッションすると言うコンセプトの元で

撮影と取材をしてまいります。
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Blog コンテンツ
業界初の12人のトッププロ達の日々の出来事や波乗り等のライフスタイルや、コンテスト情報、
板やウエットスーツ等のインプレッション等、新作情報を盛り沢山でリアルタイムに発信して行きます。

A 大原沙莉 C 畠山美南海B 榎戸輝 D 近藤義忠 E 京谷雄策

G 粂総一郎 H 西村優花

F 井上美彌

I  高木聖岳 K 柴田泰之 L 鈴木彩加

A 大原沙莉JPBAツアー2014年グランドチャンピオン。数々の輝かしい戦歴で、2014年APBワールドランキング４位になり、ワールドチャンピオン争いで一歩リードしている。まだ20歳になったばかりだ。　
B 榎戸輝 JPBA２年連続グランドチャンピオン。彼は常にJPBAツアーで優勝争いを弟の榎戸崇人らと繰り広げており高さのあるエルロロやARSの難易度の高い技も難なくこなす。
C 畠山美南海 JPBAツアー2013年グランドチャンピオン。世界ツアーでも数々の優勝経験を持ちワールドツアーランキングでも常に上位に食い込んでいる。大原沙莉のライバルで彼女もまだ20歳。
D 近藤義忠 歴代プロの中で前人未到の７回のグランドチャンピオンに輝き、2013年IBAワールドツアーの聖地、ハワイで行われたパイプラインチャレンジでは日本人史上初の9位入賞を果たす。
E 京谷雄策 2004年2008年２回のグランドチャンピオン。京谷独特のトリッキーでパワフルな技でエアー系のテクニックは今後は良い写真を残す為に試合は昨年で引退。
F 井上美彌 2年連続グランドチャンピオンに輝き現在は和歌山県に移住。Big Wave の宝庫で練習を重ね、2015年プロツアーでも台風の目になる事は間違いない。
G 粂総一郎 アマチュア時代の2010年NSAグランドチャンピオン。プロに転向後も彼独特のスタイルで好成績を残しており、世界ツアーでも日本人プロ男子最年少として今後の活躍が期待されている。
H 西村優花 2004年16歳の時に史上最年少でJSTCツアーのグランドチャンピオンに輝いた。キュートでしなやかなスタイルは全てのレディースボディーボーダーのファッションアイコン的存在でもある。
 I 高木聖岳 彼独自のスタイルでカービングとチューブライディングを得意としJOBグランドチャンピオンに輝き引退後はカスタムハンドシェイプのLINXボディボード代表ととJPBA理事兼コンテストディレクターを務める。
J 山田亮一 コンペ時代数々の好成績を収めたのち、現在JPBAプロツアーのMCとそのインターネットLIVE中継MCを兼任して彼独自の亮一ワールドトークで試合を盛り上げる。趣味も多彩で最近GoProで写真にはまる。
K柴田泰之 数々のコンテストで現在も常に上位に食い込み他のプロ達にとっても脅威的存在。静岡をベースに自らYSBodyboard を立ち上げカスタムハンドシェイプの高性能ボードを作り多くのプロ選手にも供給している。
L 鈴木彩加 2010年15歳の時JPBA ムラサキカップで優勝し史上最年少でプロに転向後、現在20歳。World Tour でも数々の試合で準優勝や上位に食い込み、日本を代表するトッププロの一人でもある。

 J 山田亮一
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Music コンテンツも充実♪
Music Channel は、Emotion Channel の吉田正明が彼独自のスタイルでの、オススメの曲を紹介して行きます。
Emi's channelのEmi はクラブシーン等のヒップホップから、マイナーでも超格好良い曲等を紹介します。
そして、インターFMでもおなじみのDJ Vance K が海に似合うお奨めの曲を紹介して行きます。

Emotion 吉田正明
音楽x Art x 波乗り、を独自の展開、活
動するRockin'Bodyboarder
音楽もアートも波乗りも本質的な
部分は同じ。
個人的関心に基づいて普遍性を持たせる
表現でありメッセージ。
古くても新たらしい素敵な音楽をPUNK
な精神、ROCKなセンスでSOULを込め
て紹介します！

Emi
幼少時代から、写真家でサーファーの父親と母
からの影響で音楽に目覚める。
物心が付く前から常に音楽が流れている
環境で育ったのが大きい。
現在大学に通いながら、趣味で始めたDJが
ライフワークとなり、複数のクラブで
MacBook Pro片手に彼女独特の世界観を
表現している。
特にアンダーグランドなアーティストを好み、
流行にあまり左右されないセレクトは今時の若
い世代にもインパクトを与える。

Vance.K
ハワイ島ヒロ出身の日系4世。日本をこ
よなく愛する、ボディーボード大好きア
イランドボーイ。1993 年に来日。アロ
ハ・スピリットあふれるエアーパーソナ
リティ。イベント MC、各種ナレーショ
ン、ハワイの情報誌やウェブサイト、
「Hula Le’a」のコラム執筆、機内放送の
選曲、番組プロデュースもこなす。バン
ドのリード ボーカル、ウクレレ・プレイ
ヤー、ソングライターとしても活動。
現在、Inter FM『The Vance K Show』
月〜金AM7-10等で活躍中。



rising magazine公式Facebookページが大人気です。

2014年10月に先行OPENした、rising magazineの公式Facebookページの
アクセス数がうなぎ上りです。僕一人で撮影、運営、している個人のサイト
としては、異例のアクセス数の多さです！　https://www.facebook.com/risingmag

https://www.facebook.com/risingmag
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広告料金

バナー

アイコン

広告料金表

アイコンアイコン バナーバナー

66か月か月

1212か月か月

324,000324,000円円
（（54,00054,000円円//月）月）

583,200583,200円円
（（48,60048,600円円//月）月）

1,800,0001,800,000円円
（300,000300,000円円//月月）

3,240,0003,240,000円円
（（270,000270,000円円//月）月）

創刊記念特典

年間契約して頂くと今だけ
3ヶ月掲載無料になります。

12ヶ月+3ヶ月
15ヶ月！！

ただし初回契約時のみ。
期間限定。

仕様・その他

詳細等は遠慮なくお問い合わせ下さい。



One more things...
2016年はリオデジャネイロ・ブラジルでオリンピックが行われます。
そして2020年はいよいよ東京です。ブラジルは国技として
Bodyboardingが認められています。東京オリンピックに向けて、
プレ種目でこの素晴らしいボディーボードが
東京都新島村で行われたら凄い事になる予感であります。

rising magazine Staf
 
Executive Producer,Senior Photographer,Photo Editor  吉岡昌彦

Advertising Staf 簑田尚典

　　
Special Thanks  高木聖岳、山口幸平、近藤義忠、富田和麻、
　　　　　　　　（株）ニコンイメージングジャパン
                          JPBA 日本プロフェッショナルボディボーディング連盟　
                         
　　　　　　　　https://risingmagazine.com
　                     
                         info@risingmagazine.com

myp*吉岡昌彦写真事務所 rising magazine HQ
251-0044 神奈川県藤沢市辻堂大平台1-5-26-A-105

Ph&Fax 0466-34-0089 Mobile090-3697-0578（吉岡）
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