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01MEDIA CONCEPT & CHIEF EDITOR

8speed.net 編集長　生方 聡 （うぶかた さとし）

1964 年生まれ。自動車専門 誌「CAR GRAPHIC」で 5 年間修行したあとフリーランスに。

モータージャーナリストとして自動車専門誌に寄稿するかたわら、編集者として本づくりに

携わることも。フォルクスワーゲン専門誌「Breeze」（現在休刊中）では編集長を務めた。

8speed.net  

8speed.net は 2009 年、フォルクスワーゲン・アウディのオウンドメディアとして誕生。

当時 BLOG 全盛時代の中、ウェブメディアの氾濫や個人ブログの影響力増大などが情報

過多を生み、情報を精査する力が必要になっていました。そこで 8speed.net は方向性を

見失ったマーケットに対して、きちんと整合性のとれた情報や試乗記、様々なジャーナリスト

達からのコンテンツをフォルクスワーゲン・アウディユーザーやこれから購入したいと

検討している方に提供したいと考えスタートしました。

2010 年にはアウディだけの情報を取り扱う 1to8.net がスピンオフ。そして 2018 年秋、

フォルクスワーゲン・アウディのグループであるポルシェのコンテンツを追加し、1to8.net

を統合して、8speed.net のフルリニューアルを行いました。
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02MEDIA PROFILE 

Volkswagen,Audi の専門サイトにおける
唯一の Web マガジンの存在として業界での
認知度が高く、ターゲット属性にマッチした
記事で読者へリーチしています。

2018 年度  月間 PV 416,138 / UU 100,495 
※2018 年 12 月時点で計測　
※Google Analytics にて計測
※8speed.net と 1to8.net の合算にて計測
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03 EDITORIAL MENU

エディトリアルメニュー 価格 内容

ベーシックプラン

スタンダードプラン

スペシャルプラン

月額：￥10,000（税別）

月額：￥50,000（税別）

月額：￥100,000（税別）

・8speed Partners バナー（フッター）
・ディーラー・ショップ最新情報にてブログ URL を転載

・レクタングルバナー　・8speed Partners バナー（フッター）
・専用アーカイブページ　・ブランド拡大、商品販路拡大をサポート
・取材：６ヶ月 /1 回（動画撮影可）（記事を複数回に分ける事も可）

・レクタングルバナー　・8speed Partners バナー（フッター）
・専用アーカイブページ  ・ブランド拡大、商品販路拡大をサポート
・取材：６ヶ月 /1 回（動画撮影可）（記事を複数回に分ける事も可）
・新製品の紹介（随時）  ・インフルエンサー等を活用したマーケティング支援
・弊社イベントでの告知活動

（ドライビングレッスン・ディーラーイベント・maniacs イベント etc）

※全コース、6 カ月以上の契約対象

オプション
・バナーデザイン変更は契約期間内であれば、画像素材の提供で無料変更可
・（ベーシックプラン対象）取材を希望される場合（取材 1 回・専用アーカイブページは無し）⇒月額：＋￥15,000（税別）
・（全プラン対象）ブログ記事を 8speed.net 本ページに転載（月 /2 回程度・記事は弊社にて選定致します） ⇒月額：＋￥10,000（税別）
・（全プラン対象）長期のインプレッション取材にも対応可（弊社デモカー・編集長所有車両に装着）⇒月額：＋￥20,000（税別）
・スポット広告への対応 ⇒ 取材 1 回・レクタングル & フッターバナー 2 カ月付：￥120,000（税別）※専用アーカイブページは無し
・その他：応相談



04 EDITORIAL MENU-BASIC PLAN
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ベーシックプラン

・ディーラー・ショップ最新情報に貴社 BLOG を
　RSS にて掲載

・8speed Partners バナー（フッター）

貴社 BLOG へ直接リンク致します。

貴社 Web サイトへ直接リンク致します。

オプション
・バナーデザイン変更は契約期間内であれば、画像素材の
　提供で無料変更可

・取材を希望される場合（取材 1 回・専用アーカイブページは
　無し）⇒月額：＋￥15,000（税別）

・ブログ記事を 8speed.net 本ページに転載（月 /2 回程度・
　記事は弊社にて選定致します） ⇒月額：＋￥10,000（税別）

・長期のインプレッション取材にも対応可（弊社デモカー・
　編集長所有車両に装着）⇒月額：＋￥20,000（税別）

月額：￥10,000（税別）※6 カ月以上の契約対象



05 EDITORIAL MENU-STANDARD PLAN

（C）Xas Inc. 

スタンダードプラン

・8speed Partners バナー（フッター）
専用アーカイブページまたは貴社 Web サイトへ直接リンク致します。

弊社取引先等をご紹介等、販売協力可能な場合はご提案致します。

取材内容を企画し、掲載致します。

オプション
・バナーデザイン変更は契約期間内であれば、画像素材の提供で無料変更可

・ブログ記事を 8speed.net 本ページに転載（月 /2 回程度・記事は弊社にて選定致します） 

　⇒月額：＋￥10,000（税別）

・長期のインプレッション取材にも対応可（弊社デモカー・編集長所有車両に装着）

　⇒月額：＋￥20,000（税別）

・ブランド拡大、商品販路拡大をサポート

・レクタングルバナー掲載（他企業様と順番のスライドバナー）

・専用アーカイブページ

専用アーカイブページへリンクします。

・特設 PR 枠
特定の期間、取材記事ページへリンク致します。

8speed.net へ掲載の貴社記事を、専用ページに集約して掲載します。
専用アーカイブページから貴社 Web サイトへリンクも可能です。

・取材：６ヶ月 /1 回（動画撮影可）（記事を複数回に分ける事も可）

月額：￥50,000（税別）※6 カ月以上の契約対象



06 EDITORIAL MENU-SPECIAL PLAN

（C）Xas Inc. 

以下のプランはスタンダードと同じくすべてパッケージしています。
・レクタングルバナー掲載（他企業様と順番のスライドバナー）
・8speed Partners バナー（フッター）
・ブランド拡大、商品販路拡大をサポート
・専用アーカイブページ
・取材：６ヶ月 /1 回（動画撮影可）（記事を複数回に分ける事も可）

上記以外として
・新製品の紹介（随時）
・インフルエンサー等を活用したマーケティング支援
・弊社イベントでの告知活動

（ドライビングレッスン・ディーラーイベント・maniacs イベント etc）

スペシャルプラン 月額：￥100,000（税別）※6 カ月以上の契約対象


