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ベネッセ サンキュ！年間広告企画（予定） 



ベネッセ サンキュ！広告企画のご案内 2016年2Ｑ 

タイアップ制作にあたり、ブロガーへのサンプリング、アンケートやブロガー座談会実施や 
口コミサンキュ！（ＷＥＢ）との連動企画もございます。各営業担当にお問い合わせください。 

月号 発売日 申込 企画名 

① 8月号 6月30日 4月14日 住まいの害虫対策企画 

② 8月号 6月30日 4月14日 海の日３連休企画 

③ 9月号 8月2日 5月12日 夏の美容企画 

④ 9月号 8月2日 5月12日 夏の困った企画 

⑤ 9月号 8月2日 5月12日 腸活企画 

⑥ 9月号 8月2日 5月12日 夏のおでかけ企画 

⑦ 10月号 9月1日 6月12日 ママのお仕事応援企画 

⑧ 10月号 9月1日 6月12日 時短お弁当企画 

http://women.benesse.ne.jp/cos/thankyou/index.html


ベネッセ サンキュ！広告企画のご案内 2016年3Ｑ 

タイアップ制作にあたり、ブロガーへのサンプリング、アンケートやブロガー座談会実施や 
口コミサンキュ！（ＷＥＢ）との連動企画もございます。各営業担当にお問い合わせください。 

月号 発売日 申込 企画名 

① 11月号 10月2日 7月12日 秋の美容企画 

② 11月号 10月2日 7月12日 ハロウィン企画 

③ 12月号 11月2日 8月10日 住宅・リフォーム・DIY企画 

④ 12月号 11月2日 8月10日 冷え対策企画 

⑤ 12月号 11月2日 8月10日 風邪・インフルエンザ企画 

⑥ 12月号 11月2日 8月10日 冬の掃除企画 

⑦ 1月号 12月2日 9月12日 年末年始おもてなし企画（Xmasなど） 

⑧ 1月号 12月2日 9月12日 冬のエコ企画 

⑨ 1月号 12月2日 9月12日 風邪・インフルエンザ企画 

⑩ 1月号 12月2日 9月12日 冬の美容企画 

⑪ 1月号 12月2日 9月12日 時短掃除企画 

http://women.benesse.ne.jp/cos/thankyou/index.html


ベネッセ サンキュ！広告企画のご案内 2016年4Ｑ 

タイアップ制作にあたり、ブロガーへのサンプリング、アンケートやブロガー座談会実施や 
口コミサンキュ！（ＷＥＢ）との連動企画もございます。各営業担当にお問い合わせください。 

月号 発売日 申込 企画名 

① 2月号 12月末日 10月12日 働き方企画 

② 2月号 12月末日 10月12日 働くママ企画（通信教育向け） 

③ 3月号 2月2日 11月10日 花粉症企画 

④ 3月号 2月2日 11月10日 入園入学準備企画 

⑤ 3月号 2月2日 11月10日 温活企画 

⑥ 4月号 3月2日 12月12日 春の美容企画（ＵＶケアなど） 

⑦ 4月号 3月2日 12月12日 入園入学準備 

⑧ 4月号 3月2日 12月12日 おべんとう企画 

⑨ 4月号 3月2日 12月12日 イースター企画 

http://women.benesse.ne.jp/cos/thankyou/index.html


編集内容ご案内 
4 

企画 P数

シェーファー①
なすトマトきゅうりの歴代ベストレシピ

スーパーにもっていきやすいカードサイズ
未定

シェーファー② いまどき100円ショップの新定番 11

1特

夏こそスッキリしたいから

やっぱり物を減らしてシンプルに暮らしたいんです
20

2特

お金が貯まる使い方、

貯まらない使い方
18

３特 夏の節約献立 8

中特
あしたのわたしがラクになる

時間と家事のやりくり
7

中特 塾代、ならいごと代。子ども費対策 5

小特 2週間で腹へこませる 4

小特 ヨーグルトのおやつ、ゼリーのおやつ 3

小特 いま、ふたたび流行ってます懸賞 4

小特 名言カレンダー 3

8月号(7/2発売)編集内容（予定） 

※タイトル、特集内容、ページ数などは変更になることがございます. 
※１特から３特、中特、小特は入れ替わることがございます. 
 
 

ベネッセ サンキュ！最新の編集内容（予定） 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・防虫商材  ・家電製品（布団乾燥機など） 
 

2017年【サンキュ！7月売/8月号特集】「住まいの害虫対策企画」 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

住まいの害虫対策企画（仮） 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
夏の暑さを感じはじめるこの時期、蚊やダニなど夏の害虫に悩まされる時
期です。小さい子どもを持つ読者に対し、台所、リビング、寝室などにお
いて、手軽にできる害虫対策方法やグッズを紹介します。 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 4月14日（金） 

        純広締め切り：4月14日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 4月24日（月）   （6月9日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・食品 ・飲料（ソフトドリンク）・アルコール飲料（ビールなど） 
・ノンアルコール飲料  ・菓子類・家電 など 

2017年【サンキュ！7月売/8月号特集】「海の日３連休企画」 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

海の日３連休企画
（仮） 

編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
海の日の三連休は、野外ごはん（BBQなど）をする読者や、友だち家族同
志でホームパーティをする読者が増えます。そこで、家族や友だち家族と
盛り上がる提案や子どもや親も楽しめる過ごし方、グッズを紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 4月14日（金） 

        純広締め切り：4月14日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 4月24日（月）   （6月9日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b4%97%e9%a1%94%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=F681B6B361CEF6EE4032EB3F33107246A1E7498A&selectedIndex=3&ccid=Rjk0Ivte&simid=607998371760834694&thid=OIP.M46393422fb5e3ea3e3dcbcb9da6f7cefo0


【展開案】 

【オススメ商材】  
・化粧品  ・ヘアケア製品 
・美容家電 ・健康食品 など 

2017年【サンキュ！8月売/9月号特集】「夏の美容企画」 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

夏の美容企画 
編集ページ 
（4Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
夏は肌、髪、体型、体調などの衰えを感じやすい時期。紫外線などが 
原因で老けを感じている読者に対し、手軽にできる対策やグッズを紹介。 
美へのモチベーションが高まった読者に向けて商品を紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 5月12日（金） 

        純広締め切り：5月12日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 5月24日（水）   （7月11日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b4%97%e9%a1%94%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=F681B6B361CEF6EE4032EB3F33107246A1E7498A&selectedIndex=3&ccid=Rjk0Ivte&simid=607998371760834694&thid=OIP.M46393422fb5e3ea3e3dcbcb9da6f7cefo0


【展開案】 

【オススメ商材】  
・飲料（イオンウォ―ター、エナジードリンク）・ネットスーパー（夏バテ防止食材の宅
配）・快眠グッズ ・健康食品 ・医薬品・胃腸薬 ・冷感（アイシング）商品ー 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

夏の困った企画 
編集ページ 
（4Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

ソリューションサービス課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 冷たいものばかり食べたり、食欲がなくなったり、冷房のせいで体が 
 冷えて血行がわるくなったりと、体調が崩れる時期。夏バテ防止 
 （対策）の情報から隣接してタイアップを展開します！ 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：239,912部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年上期） 

2017年【サンキュ！8月売/9月号特集】「夏の困った企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 5月12日（金） 

        純広締め切り：5月12日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 5月24日（水）   （7月11日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・ヨーグルト・サプリ・油・便秘薬  ・グラノーラ など 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

腸活企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

ソリューションサービス課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
水分不足や冷え、食欲不振などから、消化器官の不調について悩む読者
が多く、家で簡単にできるエクササイズ、食事改善や薬などの情報が求
められています。暑い夏を乗り切る腸活テクやグッズを紹介します。 

1商品種1社様限定 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

9 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：239,912部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年上期） 

2017年【サンキュ！8月売/9月号特集】「腸活企画」 

４
C1P 
純広 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 5月12日（金） 

        純広締め切り：5月12日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 5月24日（水）   （7月11日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e8%85%b8+%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%b4%a0%e6%9d%90&view=detailv2&&id=0A1C3C82B30625A9D74EDE513BA347BFBFA3C811&selectedIndex=11&ccid=oMGtGlAL&simid=608037245480732158&thid=OIP.Ma0c1ad1a500baa09ccba352844f5a962o0


【展開案】 

【オススメ商材】  
・自動車 ファミリーカーや軽自動車・お弁当用食品（冷凍食品など）・飲料（ソフトドリ
ンク、ノンアルコール商材）・旅行商品 ・カメラ・電鉄会社 ・秋のキャンペーン等 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

夏のお出かけ企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
共働き世帯も増え、週末の子どもとの時間を近場で済ましてしまうこと
に不満を持つファミリーが多く、まとまった休みは、少し遠出をして自
然と触れ合うような行楽を求める読者が多いです。この特集では、家族
と盛り上がる提案や子どもや親も楽しめる過ごし方、商品を紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！8月売/9月号特集】「夏のおでかけ企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 5月12日（金） 

        純広締め切り：5月12日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 5月24日（水）   （7月11日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】 
 ・時短関連商品（家電、冷凍食品など）・お仕事の紹介（ママ向けお仕事の魅力、ママ向け
研修制度などのアピール）・求人情報サービス・求人（純広告のみ） 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

ママのお仕事応援企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
秋は保育園入園を目指すママたちにとって、翌年度の入園を目指して保
活をスタートする時期。ママたちは翌年度の働き方を考えるタイミング
にもなります。この企画は、失敗しない復職の仕方や、新しい働き方を
探すママ向けの特集を実施します。 
 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！9月売/10月号特集】「ママのお仕事応援企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 6月12日（月） 

        純広締め切り：6月12日（月）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 6月23日（金）   （8月9日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・キッチン用品・食器・調理器具 
・食品（冷凍食品、ふりかけなど） ・おべんとう関連グッズ 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

お弁当企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
新学期がスタートし、慌ただしい毎日の中、朝簡単にお弁当作りの簡単
レシピやテクを特集で紹介し、クライアント様の商材も紹介することで
スムーズに商品理解に繋げます。 
 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！9月売/10月号特集】「お弁当企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 6月12日（月） 

        純広締め切り：6月12日（月）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 6月23日（金）   （8月9日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・化粧品  ・ヘアケア製品 ・へアカラー、白髪染め 
・美容家電 ・健康食品 など・ヘアケア用品 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

秋の美容企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
肌とヘアの老化がもっともピークを迎えるこの時期。夏のダメージを 
リセットし、乾燥が厳しい冬を乗り越えられるように、肌のシミ・シワ・
たるみ、ヘアのパサつきを防ぐためにできる手軽なメンテナンス法や商品
を紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 7月12日（水） 

        純広締め切り：7月12日（水）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 7月24日（月）   （9月7日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！10月売/11月号特集】「秋の美容企画」 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b4%97%e9%a1%94%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=F681B6B361CEF6EE4032EB3F33107246A1E7498A&selectedIndex=3&ccid=Rjk0Ivte&simid=607998371760834694&thid=OIP.M46393422fb5e3ea3e3dcbcb9da6f7cefo0


【展開案】 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

ハロウィン企画 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 ハロウィンのシーズンで家族や、友だち家族同志で手作りをしたり、
ごちそうを作る読者が増えます。広告主様の商材がハロウィンをより楽
しく、家族や友だちとの絆を深めるアイテムとして欠かせないものとし
て紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！10月売/11月号特集】「ハロウィン企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 7月12日（水） 

        純広締め切り：7月12日（水）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 7月24日（月）   （9月7日校了） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

【オススメ商材】  
・食品・飲料・お菓子・調味料・調理家電など 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

競合排除なし 

※2ページ純広の場合後隣接で決定順となります。※後隣接では2ページ純広が1ページ純広より前となります。 

※中面はがき＝上記B枠、C枠の先着2社のみ  
 
 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【オススメ商材】  
・住宅メーカー、住宅設備、リフォーム会社、リノベーション会社 など 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

B 
4C2P 

・・・ A 
  住宅・リフォーム・DIY企画 

3P 

A 
 

４Ｃ1Ｐ 
c 

4C2Ｐor1P 

 
2017年【サンキュ！11月売/12月号特集】「住宅・リフォーム・DIY企画」 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 子どもの成長にあわせて、「自分たちらしい住まいにしたい」「親との
同居を考えたい」「省エネで快適な暮らしをしたい」と考える読者が増え
ています。住宅に関するお金（ローン、補助金、税制優遇など）やリ
フォーム（リノベ含む）、注文住宅をメインにした特集を実施します。 
  

【概要】 

●広告メニュー：特集に隣接した各社様連合企画。純広、中面ハガキ。 

●料金：実績料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 8月10日（木） 

●オリエンデッド： 8月24日（木）（10月上旬校了予定） 
 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・健康食品 ・食品 ・ドリンク ・冷え対策グッズ 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

冷え特集 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
毎年恒例の人気企画の１つである冬の冷え対策企画。衣・食・住から見直す 
ことをテーマに、ドクターが教える「冬の冷え」解消ライフを特集します。  

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！11月売/12月号特集】「冷え対策企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 8月10日（木） 

        純広締め切り：8月10日（木）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 8月24日（木）   （10月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・マスク、除菌、うがい薬等 予防商品（ハンドソープ） 
・医薬品・乳酸菌系商材 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

風邪・インフルエンザ 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 本格的な風邪・インフルエンザの流行シーズンに突入する時期。ママ自 
 身と家族の健康を守るための予防医学、ひいてしまった後のケアについ 
 て特集します。   

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！11月売/12月号特集】「風邪・インフルエンザ企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 8月10日（木） 

        純広締め切り：8月10日（木）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 8月24日（木）   （10月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・掃除機・クリーナー ・モップ ・ワイパー ・洗剤 などお掃除商材 
・家事代行サービス 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

冬の小掃除 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 年末の大掃除が楽になる、11月からの小掃除を提案。子どものお手伝い 
 や掃除への興味・関心を高め、達成感を感じることができるような企画 
 にします。 
  

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！11月売/12月号特集】「冬の掃除企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 8月10日（木） 

        純広締め切り：8月10日（木）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 8月24日（木）   （10月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

【オススメ商材】  
・食品・アルコール飲料、ノンアルコール飲料 
・調理家電、小物 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

年末年始のおもてなし
編集ページ 
（2P予定） 近接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 年末年始は家族、親せき、友だち家族同志でホームパーティをする読者
が増えます。そこで、家族や友だち家族と盛り上がる提案や子どもや親も
楽しめる過ごし方、グッズを紹介します。 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

2017年【サンキュ！12月売/1月号特集】「年末年始おもてなし企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 9月12日（火） 

        純広締め切り：9月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 9月22日（金）   （11月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

【オススメ商材】  
・省エネ家電・エコ＆エネルギービジネス 
・地球温暖化対策商材など 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

冬のエコ企画 
（4P予定） 

近接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 冬は暖房機器などエネルギーの使用量が増える時期です。子育て世代の
サンキュ！読者向けに、今日からできる簡単にできるエコな暮らしの知恵
を紹介するとともに、省エネで快適に暮らすアイテムや商材を紹介します。  

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

2017年【サンキュ！12月売/1月号特集】「冬のエコ企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 9月12日（火） 

        純広締め切り：9月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 9月22日（金）   （11月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=5C323AB0FF4A814E2074D82312E775E6C30D11EE&selectedIndex=169&ccid=xyLL5vxo&simid=608025932687409449&thid=OIP.Mc722cbe6fc68453d1b847c50fd1240e0o0


【展開案】 

【オススメ商材】  
・マスク、除菌、うがい薬等 予防商品（ハンドソープ） 
・医薬品・乳酸菌系商材 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

風邪・インフルエンザ 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 本格的な風邪・インフルエンザの流行シーズンに突入する時期。ママ自 
 身と家族の健康を守るための予防医学、ひいてしまった後のケアについ 
 て特集します。   

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！12月売/1月号特集】「風邪・インフルエンザ企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 9月12日（火） 

        純広締め切り：9月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 9月22日（金）   （11月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

【オススメ商材】  
・化粧品  ・ヘアケア製品 ・へアカラー、白髪染め 
・美容家電 ・健康食品 など 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

美容スペシャル 
編集ページ 
（2P予定） 近接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
「乾き」の季節が到来するこの時期に、自宅で手軽にできる肌と髪のケア
を特集します。テーマは、うるおい、ハリなど。自宅で手軽にできるケア
方法やグッズを紹介します。 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

2017年【サンキュ！12月売/1月号特集】「冬の美容企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 9月12日（火） 

        純広締め切り：9月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 9月22日（金）   （11月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

【展開案】 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=5C323AB0FF4A814E2074D82312E775E6C30D11EE&selectedIndex=169&ccid=xyLL5vxo&simid=608025932687409449&thid=OIP.Mc722cbe6fc68453d1b847c50fd1240e0o0


【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

【オススメ商材】  
・掃除機 
・クリーナー ・モップ ・ワイパー ・洗剤 などお掃除商材・家事代行サービス 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

年末時短家事 
編集ページ 
（2Ｐ予定） 

隣接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 年末直前、今からでも間に合う時短でできる掃除などのやり方を、忙し 
 い読者の実例とともに紹介します。    

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！12月売/1月号特集】「時短掃除企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 9月12日（火） 

        純広締め切り：9月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 9月22日（金）   （11月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】 
・時短関連商品（家電、冷凍食品など）・求人情報サービス・求人（純広告のみ） 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
新年を迎え働き方を考える読者が増えるこの時期に、働き方に関する特
集を展開します。短時間のパート勤務で家事、育児と両立するには？正
社員として働くにはどうすればいい？といった、今まさに読者が知りた
い情報を伝えます。 

競合排除なし 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

今年の働き方 
（4P予定） 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！12月末売/2月号特集】「働き方企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 10月12日（木） 

        純広締め切り：10月12日（木）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 10月24日（火）   （12月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

競合排除なし 

※2ページ純広の場合後隣接で決定順となります。※後隣接では2ページ純広が1ページ純広より前となります。 

※中面はがき＝上記B枠、C枠の先着2社のみ  
 
 【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【オススメ商材】  
・通信教育など 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
新しい年を迎えるにあたって仕事や資格取得を検討する読者が増えます。     
そんな読者の知りたいことにこたえる編集ページを展開し、隣接してタイ
アップ、純広を展開します。    

2017年【サンキュ！12月末売/2月号特集】「働くママ企画」（通信教育） 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

【概要】 

●広告メニュー：特集に隣接した各社様連合企画。純広、中面ハガキ。 

●料金：実績料金 

●お申し込み締め切り： 10月12日（木） 

●オリエンデッド： 10月24日（火）（12月上旬校了予定） 
 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

B 
4C2P 

・・・ A 
  働くママ特集 

3P 

A 
 

４Ｃ1Ｐ 
c 

4C2Ｐor1P 



【展開案】 

■2016年【サンキュ！2月売特集】「花粉症」 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
この時期特有の悩みの１つが「花粉症」 。花粉症の理解や早めの対策を特集
で紹介することで、快適にこのシーズンを乗り切る提案を行います。読者の
関心を高めることでスムーズにクライアント様の商品紹介に繋げます。   

花粉症対策 
（2P予定） 

【オススメ商材】  
・マスク ・医薬品 ・空気清浄機 ・掃除機など 

2017年【サンキュ！2月売/3月号特集】「花粉症企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 11月10日（金） 

        純広締め切り：11月10日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 11月24日（金）   （1月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
入園入学準備を2月売では子どものグッズをテーマに紹介します。特集に隣
接することで、スムーズにクライアント様の商品紹介に繋げます。   

【オススメ商材】  
・学習机 ・防犯ベル  ・手づくり品オーダー 手作り品裁縫系商材 ・朝ごはん商材など 

入園入学準備 
（2P予定） 

2017年【サンキュ！2月売/3月号特集】「入園入学準備企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 11月10日（金） 

        純広締め切り：11月10日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 11月24日（金）   （1月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【オススメ商材】  
・化粧品  ・ヘアケア製品 
・美容家電 ・健康食品 など 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

温活企画 
編集ページ 
（4Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 冬の寒さが最も厳しいこの時期に、体の外から中から温めてプチ不調を
乗り越えるテクを紹介します。温活をすることの大切さに気づいてもらい、 
習慣化してもらうことを狙い、特集に隣接することで、スムーズに 
クライアント様の商品紹介に繋げます。   

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！2月売/3月号特集】「温活企画」 

★本企画は１社以上で成立する企画です。 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 11月10日（金） 

        純広締め切り：11月10日（金）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 11月24日（金）   （1月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b4%97%e9%a1%94%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=F681B6B361CEF6EE4032EB3F33107246A1E7498A&selectedIndex=3&ccid=Rjk0Ivte&simid=607998371760834694&thid=OIP.M46393422fb5e3ea3e3dcbcb9da6f7cefo0


【展開案】 

【オススメ商材】  
・化粧品  ・ヘアケア製品 
・美容家電 ・健康食品 など 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

夏老けリセット美容 
編集ページ 
（4Ｐ予定） 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
 春は肌、紫外線が気になりはじめる時期。スキンケアやヘアケアなど手
軽にできるメンテナンス法やグッズを紹介します。美へのモチベーション
が高まった読者に向けて商品を紹介します。 
  

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 
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【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

■部数：267,496部 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2017年【サンキュ！3月売/4月号特集】「春の美容企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 12月12日（火） 

        純広締め切り：12月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 12月22日（金）   （2月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b4%97%e9%a1%94%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=F681B6B361CEF6EE4032EB3F33107246A1E7498A&selectedIndex=3&ccid=Rjk0Ivte&simid=607998371760834694&thid=OIP.M46393422fb5e3ea3e3dcbcb9da6f7cefo0


【展開案】 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

隣接 

1商品種1社様限定 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

2016年【サンキュ！2月売】「入園入学準備」 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
入園入学を迎えるこの時期、ママのメイクとファッションをテーマに紹介し
ます。特集に隣接することで、スムーズにクライアント様の商品紹介に繋げ
ます。   

【オススメ商材】  
・学習机 ・防犯ベル  ・手づくり品オーダー 手作り品裁縫系商材 ・朝ごはん商材など 

入園入学準備 
編集ページ 
（2P予定） 

4月号 2017年【サンキュ！3月売/4月号特集】「入園入学準備企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 12月12日（火） 

        純広締め切り：12月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 12月22日（金）   （2月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

隣接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【オススメ商材】  
・食品（冷凍食品、ふりかけなど） ・おべんとう関連グッズ 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり） 
新生活のスタートを機に、初めてのおべんとう作りに挑戦する読者も増える
時期。お弁当作りの簡単レシピやテクニックを特集で紹介し、クライアント
様のお食品・グッズを紹介することでスムーズに商品理解に繋げます。 

おべんとう 
編集ページ 
（2P予定） 

2017年【サンキュ！3月売/4月号特集】「おべんとう企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 12月12日（火） 

        純広締め切り：12月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 12月22日（金）   （2月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 



【展開案】 

【お問い合わせ・お申し込み】 
株式会社ベネッセコーポレーション 

広告営業課 
Tel：03－5320－1156 
Fax：03－5320－1183 

1商品種1社様限定 

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

中面 ４Ｃ２Ｐ 
タイアップ 

隣接 

・・・ 

※台割は、タイアップ⇒純広の順にて、決定順にさせていただきます。 

４
C1P 
純広 

クライアント様の商品の 

取り上げが可能です 

【メディアデータ】 

■発売日：毎月2日発売 

■部数：267,496部 

■平均読者年齢：35.4歳 

●専業主婦率：44.8％ 

●読者分布 
北海道 5.3% 東北 9.2% 関東 
22.2% 東京 6.3% 甲信越 4.3% 
北陸 2.3% 東海 12.2% 関西 
15.0% 中四国 10.3% 九州沖縄 
13.1% 

絶好調！ 
20代～40代女性 
販売部数NO.1 

※日本ABC協会〈2015年下期） 

【オススメ商材】  
・食品・飲料・お菓子・調味料・調理家電など 

2016年【サンキュ！3月売特集】「イースター企画」 

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）  
イースターのシーズンで家族や、友だち家族同志で手作りをしたり、ごちそ
うを作る読者が増えます。広告主様の商材が、イースターをより楽しく、家
族や友だちとの絆を深めるアイテムとして欠かせないものとして紹介します。 
 

イースター企画 
編集ページ 
（2P予定） 

4月号 2017年【サンキュ！3月売/4月号特集】「イースター企画」 

【概要】 

●広告メニュー： ①中面（4C2P）タイアップ  ②4C1P純広 

●料金：①各社様タイアップ実績料金  ②純広実施料金 

●本企画 お申し込み締め切り： 12月12日（火） 

        純広締め切り：12月12日（火）…商品取り上げ可能な締切りです 

●オリエンデッド： 12月22日（金）   （2月上旬校了予定） 

※上記以外のスペース以外でご検討の場合は、ご相談下さい。 
・タイアップ誌面内での表現に関しましては、弊社の広告掲載基準に準じて表現をさせていただきます。 
・商品によってはお受けできないものがございますので、事前に担当営業者へご相談下さい。 

 

★本企画は2P以上で成立する企画です。 
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雑誌とインスタグラムPRサービスを実施します。ぜひご提案ください！！ 
 

４C２Pタイアップ 
+ 

ママインスタグラマー（4～5名想定）の投稿10万リーチ 
  

★3社限定/決定優先 
★料金 350万円(内、制作費60万円Ｎ） ※通常価格450万円 
★お申し込み締め切り 実施月の3ヵ月中旬前まで 

 

1.プランニング 2.キャスティング 

「誰に」、「どのように」投稿を
してもらうかが鍵。 

各インスタグラマーの特長や
得意分野、実績を踏まえ、最
適なプランをご提案。 

Who? 

How? 

事前アンケートでは 
貴社オリジナルの設問5問を

ヒアリンング可能。 
属性データ＋αの情報から 
商材とのマッチングを実現。 

3.サンプリング 

インスタグラム投稿 

インスタグラマーそれぞれの 
世界観を大切にしつつ、 
貴社が伝えたいシーンの 
ディレクションをいたします。 

4.レポート 

実施結果を定量・定性の両方
面でご報告。態度変容調査を
実施することで、次回の対策を
考察してお伝えします。 

▼指定可能事項  
①利用、使用シーン 
（朝食、お酒と一緒に、…） 
②指定ハッシュタグ1つ 

2017年【サンキュ！7月売～9月売り限定】特別パッケージご案内  


