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株式会社サクラ・レストランズ

2018 年 9月より、橋本マナミの専属モデル出演が決定

2004 年からスタート



雑誌「大人のレストランシリーズ」とは

雑誌「大人のレストランシリーズ」では「大人」「艶」「非日常」をコンセプトに、2004 年より高

級レストランを中心としたこだわりのあるレストランを紹介しています。掲載しているレストランが

美味しいのは当たり前で、記念日・デート・仲間内・接待、といった様々な使い方シーンに合わせ

てお店選びができるよう、それぞれの使い方シーンに沿ったタイトルを冠した雑誌を、年間 6 冊前

後発行しています。

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、日本を訪れる外国人の数はうなぎ上りに増え

ています。また 2017 年、文化芸術振興基本法において、日本食（ジャンルを問わず日本で生み出

される食）が「文化」と認定され、日本食は文化であると国から定められました。これを受け、日

本食に携わる人として初めて、キッコーマンの名誉会長である茂木友三郎さんが文化功労者として

2018 年 11 月 3 日に表彰されました。この雑誌を通じて、より一層世界に誇る日本の食文化の素

晴らしさを世界に発信すべく、2017 年より、日本語と英語表記、2018 年は日本語と中国語表記

のバイリンガルの雑誌の出版も始めました。あわせてニューヨークやパリ、ドバイといった世界の主

要都市の「今」のレストランも紹介しております。
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自社発行メディアのラインナップ １

東京 大人の 隠れ家レストラン　毎年3月発売

2

日常を忘れて本来の自分に素直になれ、かつ自分の魅力を存分に表現できる場所、
それが“隠れ家”。そんな隠れ家レストランを都心と郊外のエリアに分けてご紹介。
特別な相手や気になる異性と、または大切な商談に最適です。

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）>発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数：
販売書店： 

1 年間（年間MOOK）
1,100 円（税込）
約 3万部
東京、神奈川、千葉、埼玉の主要エリア
160 ページ前後
書店およびコンビニ

2020 年 3月発売   表紙

※制作費 1ページ ¥330,000
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自社発行メディアのラインナップ ２

東京 おもてなし
接待レストラン 50　毎年 5月発売
接待慣れした読者がワンランク上のおもてなしができる、接待に最適なお店を厳
選 50 店舗紹介。そのほか接待の締めに渡したいお取り寄せお土産や接待の百識
など、接待に役立つ情報が満載の一冊です。

2019 年 5月発売   表紙

発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数：
販売書店： 

1 年間（年間MOOK）
997 円（税込）
約 3万部
東京、神奈川、千葉、埼玉の主要エリア
160 ページ前後
書店およびコンビニ

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）> ※制作費 1ページ ¥330,000
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自社発行メディアのラインナップ ３

ベスト オブ 東京 レストラン 50　毎年 7月発売
東京は、世界の中で、ミシュランの三つ星が一番多い都市です。淘汰と胎動が
繰り返され、ブラッシュアップされた東京が誇るレストラン 50 店舗を厳選紹介
します。

2019 年 7月発売   表紙

発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数：
販売書店： 

1 年間（年間MOOK）
693 円（税込）
約 5万部
全国
100 ページ前後
書店およびコンビニ

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）> ※制作費 1ページ ¥330,000
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自社発行メディアのラインナップ ４

東京 大人の宴　毎年9月発売
一年の中でも一番ダイニングシーンが盛り上がる秋・冬シーズン。大人ならでは
の艶のある集い、「宴」に相応しいお店を紹介。忘年会・新年会をはじめ、仕事
仲間やプライベートの友人とグループ・団体で使ってみたいお店が満載です。

2019 年 9月発売   表紙

発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数：
販売書店： 

1 年間（年間MOOK）
748 円（税込）
約 3万部
東京、神奈川、千葉、埼玉の主要エリア
160 ページ前後
書店およびコンビニ

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）> ※制作費 1ページ ¥330,000
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自社発行メディアのラインナップ ５

東京 大人のための
極上レストラン 100　毎年 12月発売
星付きレストランを含む、東京の食文化を象徴する世界に冠たるレストラン
100店舗を厳選紹介。レストラン情報誌として日本初、日本語と英語（2017年）、
日本語と中国語（2018 年）のバイリンガル表記も実現しています。外国人と
の会食にもぜひご活用ください。

2019 年 12 月発売   表紙

発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数：
販売書店： 

1 年間（年間MOOK）
1,200 円（税込）
約 3万部
東京、神奈川、千葉、埼玉の主要エリア
160 ページ前後
書店およびコンビニ

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）> ※制作費 1ページ ¥330,000



7

自社発行メディアのラインナップ 6

東京 大人のための艶レストランThe Best of Chef 50　不定期発売
日本を代表する一流シェフや次世代を担う若手シェフなど 50 名を厳選紹介。料理人を志したきっかけや転機など
シェフのパーソナルな魅力に迫りつつ、スペシャリテとそのレシピ、行きつけのお店も掲載しています。

発行期間：
発売金額：
発行部数：
発行エリア： 
ページ数： 
販売所店：

1年間（年間MOOK）
997 円（税込）
約 3万部
東京、神奈川、千葉、埼玉の主要エリア
128 ページ
書店およびコンビニ

2018 年 7月発売 2016 年 6月発売 2015 年 6月発売

表４
表３見開き
表 2見開き
中頁見開き
中頁 1ページ

¥1,760,000
¥2,200,000
¥2,640,000
¥1,980,000
¥1,100,000

< 広告掲載料金表（税込）> ※制作費 1ページ ¥330,000


