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2018年上期に続き下期も生活情報誌、女性誌No.1

雑誌離れといわれる若年層から40代以上まで幅広く支持

※日本ABC協会発行レポート 2018年７月～１２月 市販誌カテゴリー

ＡＢＣ ＲＥＰＯＲＴ 雑誌発行社レポート
2018下期

生活情報誌

月刊誌

誌名 部数

1位 サンキュ！ 223.859部

2位 ESSE 220.469部

3位 オレンジページ 199.321部

4位 レタスクラブ 203.993部

5位 Mart 49.476部

誌名 部数

1位 家の光 511.310部

2位 サンキュ！ 223.859部

3位 ESSE 220.469部

4位 月刊ザTVジョン 217.279部

5位 ハルメク 215.503部



【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、毎朝簡単におべんとうを作
るための情報が求められる時期です。編集ページでは簡単レシピやテク
を紹介し、その流れでクライアント様商品を紹介することでスムーズな
商品理解に繋げます。
【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

おべんとう企画
編集ページ
（3Ｐ予定）

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

1

サンキュ！2019年9月売/10月号「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： 6月21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【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

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

5/23更新

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

とじ込み付録
「夕ごはんどう
する？ おべん
とうにも使える
おかず」

クライアント様の商品の

取り上げが可能です



【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

美容企画
編集ページ
（2Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
肌や髪の変化を感じやすい年代のサンキュ！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ク
ライアント様商品の訴求が可能です。

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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サンキュ！2019年9月売/10月号「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： 6月21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【オススメ商材】
・基礎化粧品 ・ヘアケア製品 ・美容家電 ・健康食品 など 【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

クライアント様の商品の

取り上げが可能です



【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

メイク企画
編集ページ
（2Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
新学期がスタートして人に会う機会が増えたりと、メイクに気を遣う時
期に合わせて、サンキュ！読者に対し、ママにもおススメのトレンドメ
イクを紹介。美へのモチベーションが高まった読者に向けてクライアン
ト様商品の訴求が可能です。

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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サンキュ！2019年9月売/10月号「メイク企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【オススメ商材】
・メイクアップ化粧品 など 【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

クライアント様の商品の

取り上げが可能です



【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

お仕事応援企画
編集ページ
（2Ｐ予定）

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、翌年度の入園に向けて保活
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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サンキュ！2019年9月売/10月号「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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…特集隣接台割を組む場合の締め切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039



【展開案】

【オススメ商材】
・保険 ・投資信託 ・クレジットカード など

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

第一特集
片づけると、

お金は貯まる企画
編集ページ
（22Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
9月売第一特集は、初心者＆中級者向けのマネー企画。サンキュ！が多く
の読者を取材する中で見えてきた“お金を貯めている人の家は片付いてい
る” という法則から、「貯めたい」と考えている読者に対して、まずは
片づけから始めることを提案します。

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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サンキュ！2019年9月売/10月号第一特集「片づけると、お金は貯まる企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…特集隣接台割を組む場合の締め切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新



【展開案】

【オススメ商材】
・ダイエット食品 ・低糖質食品 ・低カロリー食品 ・乳酸菌品 ・腸活商品 ・サプリ
メントなど

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

第二特集
食べても太らない人vs.
食べなくても太る人

企画
編集ページ
（14Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
9月売第二特集は、ダイエット企画。食べても太らない人と食べても太る
人の生活を比較、食べ方やエクササイズの方法を紹介します。

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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サンキュ！2019年9月売/10月号第二特集「ダイエット企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…特集隣接台割を組む場合の締め切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新



【展開案】

【オススメ商材】
・収納グッズ ・収納家具 ・掃除関連商品など

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

第三特集
散らかり解消術

企画
編集ページ
（14Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
9月売第三特集は、片づけ・収納企画。家が狭い、収納スペースが少ない、
多忙など、悪条件でもスッキリを保っている人の片づけ・収納方法を紹
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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サンキュ！2019年9月売/10月号第三特集「片づけ収納企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…特集隣接台割を組む場合の締め切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新



【展開案】

【オススメ商材】
・オーブンレンジ ・冷蔵庫 ・調理家電 ・ミールキット など

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

第四特集
疲れてる日の
最小限献立企画
編集ページ
（14Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
疲れている日でも、工夫次第で献立はできる！レンジを使ったり、下ご
しらえを省略したり、切り置きを活用するなどして最小限の労力ででき
る献立を提案します。

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

8

サンキュ！2019年9月売/10月号第四特集「最小限献立企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新

クライアント様の商品の

取り上げが可能です



【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
9月1日は防災の日、この機会に改めて防災について知っておくべきポイ
ントをわかりやすくまとめ、とじ込み付録で展開します。
保存性のあるとじ込み付録の表4を広告スペースとしてお使いいただけま
す。
【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

とじ込み付録
防災

（8Ｐ）
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

9

サンキュ！2019年9月売/10月号「防災企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【オススメ商材】
・食品 ・飲料 ・防災グッズ など 【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

5/23更新

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

クライアント様の商品の

取り上げが可能です

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

とじ込み付録表4
＋土台ページ

４Ｃ２Ｐ
タイアップ



【展開案】

【オススメ商材】
・ラップ、保存バッグ ・調味料 ・肉 など

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

食費を減らしたいなら
肉を2キロ買おう企画

編集ページ
（8Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
食費を減らしたい！という読者に対して「肉を2キロ買おう！」と提案す
る企画。買い方、保存法、調理法をまとめて紹介します。

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

10

サンキュ！2019年9月売/10月号「食費企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…商品取り上げ可能な締切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新

クライアント様の商品の

取り上げが可能です



【展開案】

【オススメ商材】
・首コリ解消グッズ など

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

40代の不調は
首を整えて治す！企画

編集ページ
（6Ｐ予定）

隣接

【特集内容・仮】（変更の可能性あり）
アラフォー向けの健康企画、9月のテーマは「首」。肩こりや疲れ、イラ
イラなどの不調を、マッサージやストレッチ等で首を整えて解消するこ
とを提案します。

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

11

サンキュ！2019年9月売/10月号「健康企画」

【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21日（金）

純広締め切り：6月21日（金）…特集隣接台割を組む場合の締め切りです

●オリエンデッド： 6月26日（木） （8月6日校了予定）

※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。

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

5/23更新



サンキュ！2019年9月売/10月号 編集内容
5/23更新
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【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

サンキュ！事業部
Tel： 0120-88-5039

【メディアデータ】

■発売日：毎月2日発売

■平均読者年齢：37.1歳

●専業主婦率：38％

●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！2期連続
女性誌実売NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

有職者数NO.1
※市販の生活実用情報誌
において

■部数： 223,859部

※日本ABC協会（2018年下期）

 1特 
何から始めたらいいかわからない人は、まずここから！

片づけると、お金は貯まる

  2特
２４時間比べてみました！

食べても太らない人VS. 食べなくても太る人

3特
狭い、収納少ない、超多忙、子だくさんetc…

それでもスッキリ！を保つ人の散らかり解消術

4特
レンジ一発で！　下ごしらえなしで！　切り置き大活躍で！

疲れてる日の　最小限献立

シェーファー みんなの防災

シェーファー 主婦197人が選んだ　　　　　300円に見えない！　買ってトクする300均グッズ

 シェーファー 夕ごはんどうする？　おべんとうにも使えるおかず　　　　　　　　　　　　　　　(ワタナベマキさん）

別冊付録
初心者さんも、余裕のある人も、年に1度は試してほしい

「年末までに10万円」貯められたら、人生は変わります

 中特
忙しい人にこそお勧め

食費を減らしたいなら、肉を2キロ買おう

小特 週３日以上着まわせる　ユニクロの服

小特
肩凝り、なんかだるい、イライラ……

40代の不調は「首」を整えれば治ります

小特 行列ができる店のパンケーキをホケミで作ろう！



オプションの
御案内

雑誌コンテンツを活用した
リーチ拡大プラン

デジタル媒体スペック一覧

②サンキュ！WEB
月間PV：1,263万PV
月間UU：269万UU
※2019年1～3月平均

③サンキュ！LINE
アカウントメディア
お友達：1,762,351人
※2019年4月15日時点

④サンキュ！公式インフルエンサー①dマガジン
平均月間UU：
サンキュ！/129,404

ｄマガジンとは・・・
スマホやタブレット、
パソコンで書店販売雑誌が
180誌以上読める
NTTドコモのサービス。
会員数：約380万人
月額400円（税別）
※書店版とは一部コンテンツが
異なります。

メニュー 料金 掲載期間等

① dマガジンへの掲載 掲載費 75万円Ｇ
（1Pあたり）

2号分

② サンキュ！WEBへの抜粋転載
（インスクロールタイアップ）

掲載費 75万円Ｇ
制作費 25万円Ｎ

2万PV想定（2週間）

③ サンキュ!LINEアカウントメディアへの抜粋転載 掲載費 240万円Ｇ 15万PV想定

④ 公式インフルエンサーによるSNS拡散
（15～100名のサンプリング）

15名 65万円Ｇ
50名 130万円Ｇ

その他、プレスイベント派遣
等のメニューも有

雑誌タイアップ素材流用動画制作 20万円Ｇ 1920pix × 1080pix の

15秒動画を制作し納品


