
【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

【メディアデータ】

■発売日：毎月25日発売

絶好調！5期連続 生活

実用誌実売N0.1*
『サンキュ！』

■部数： 165,058部

※日本ABC協会（2020年下期）

https://39mag.benesse.ne.jp/

◇専業主婦率： 26％

0

【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

第１特集
マネーページ
（１４Ｐ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。

４C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

今月号1特扱いのマネー企画です。「気分はセレブ・出費は庶民」みたいな実例を紹介しつつぜいたく上手な暮らしを紹介しま
す。

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

サンキュ！2021年１０月2５日発売予定１２月号
「楽しく使って、ストレスなく貯める。そんな達人ばかりでした

年収300万円で貯めてる人の『ぜいたく上手』な暮らし」企画

【オススメ商材】
・ 金融商品（投資信託、クレジットカード、住宅ローンなど）
・マネー系アプリ（家計簿、ポイ活など）

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！
追加ブーストも
可能です！

(C)Benesse Corporation 2021

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切り
です。カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

特集
マネー企画
編集ページ

（６Ｐ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

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

ちょっとのお金で「年の功」を生かして楽しく老後を送っていることを実例をまじえて紹介します。

(C)Benesse Corporation 2021

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

サンキュ！2021年10月2５日発売予定１２月号
「年金だけで老後ぜいたくに暮らす、39の方法」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【オススメ商材】
・ 金融商品（投資信託、クレジットカード、住宅ローンなど） ・スポーツ商品
・マネー系アプリ（家計簿、ポイ活など） ・ハンドメイド商品

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

特集
マネー企画
編集ページ

（６Ｐ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

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

FPから素人まで、どんな考え方でどのくらい何を買っているのかを実例をまじえて紹介します。

(C)Benesse Corporation 2021

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

サンキュ！2021年10月2５日発売予定１２月号
「将来の贅沢のための『投資』。結局みんな何を買っていますか？ おすすめはなんですか？」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【オススメ商材】
・ 金融商品（投資信託、クレジットカード、住宅ローンなど） ・マネー系アプリ（家計簿、
ポイ活など）

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

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。

４C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

大掃除の時期にまとめてするのではなく、今からすぐに始められる片づけの特集です。

【オススメ商材】
・除菌 ・掃除器具 ・収納グッズ など

(C)Benesse Corporation 2021

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

片づけ企画
編集ページ
（６Ｐ予定）

サンキュ！2021年１０月２５日発売予定１１月号
「今始めると年末年始が快適になる、捨て方と家事やることリスト」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

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。

４C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

捨て方と家事のルールと、年末年始にラクをすることを実例をまじえて紹介する片づけ特集です。

【オススメ商材】
・除菌 ・掃除器具 ・収納グッズ など

(C)Benesse Corporation 2021

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

片づけ企画
編集ページ

（１２Ｐ予定）

サンキュ！2021年10月2５日発売予定１２月号
「1年中ストレスが貯まらない『ぜいたくな家』に暮らす人の捨て方と家事ルール」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

特集
美容・健康・ダイエット

特集
（１４Ｐ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。

４C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

王道の肩こりやおばさん体型から眼のケア、抜け毛、薄毛、白髪など、40代の様々な身体の悩みの解決法を紹介します。

【オススメ商材】
・食品 ・サプリメント ・飲料 ・美顔器 ・ヘアケア剤 ・目薬
・シャンプー、リンス ・育毛剤 他 【人気プラン】

タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

サンキュ！2021年１０月2５日発売予定１２月号
「40代の身体の悩み、こっそり解決できます！」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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【展開案】

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

特集
美容・健康・ダ
イエット特集
（４Ｐ予定）

直後
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。
編集記事の直前・直後の指定が可能です

４
C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

腸活特集です。

【オススメ商材】
・食品 ・サプリメント ・飲料 他

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！

追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

サンキュ！2021年１０月2５日発売予定１２月号
「腸活」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰ
ｼﾞ

中面４Ｃ２Ｐ
タイアップ

直前
隣接

https://39mag.benesse.ne.jp/
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■発売日：毎月25日発売

絶好調！5期連続 生活

実用誌実売N0.1*
『サンキュ！』

■部数： 165,058部

※日本ABC協会（2020年下期）
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ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

除菌特集
（２Ｐ予定）隣接

４
C1P
純広

※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。

【特集内容】（変更の可能性あり）

温活特集を予定しています。

★本企画は1社（2P）以上で成立する企画です。

【オススメ商材】
・サプリメント ・入浴剤 など

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！
追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

サンキュ！2021年１０月2５日発売予定１２月号 「温活」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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


【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

【メディアデータ】

■発売日：毎月25日発売

絶好調！5期連続 生活

実用誌実売N0.1*
『サンキュ！』

■部数： 165,058部

※日本ABC協会（2020年下期）

https://39mag.benesse.ne.jp/

◇専業主婦率： 26％

(C)Benesse Corporation 2021 8

ｸﾗｲｱﾝﾄ様 ﾍﾟｰｼﾞ

中面 ４Ｃ２Ｐ
タイアップ

秋の美容特集
（２Ｐ予定）隣接

４
C1P
純広

※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。

【特集内容】（変更の可能性あり）

秋の保湿ケア特集です。

★本企画は1社（2P）以上で成立する企画です。

【オススメ商材】
・化粧品 他 など

【人気プラン】
タイアップを
WEB転載へ！
追加ブーストも
可能です！

クライアント様商品・サービスの関

連ネタの取り上げが可能です

サンキュ！2021年１０月2５日発売予定１２月号 「保湿ケア」企画

※校正2回（カンプ1回・色校1回）のスケジュール想定の締め切りです。
カンプ2回出しご希望の場合、もう少し早めにお申込ください

【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：2021年８月２日（月）

●オリエンデッド：2021年８月1７日（火）

●純広お申込締切：2021年９月1３日（月）

※上記スケジュール、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。

https://39mag.benesse.ne.jp/
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


9１０月2５日発売

「サンキュ！」１２月号特集予定
■1特 ジャンル【マネー】
・楽しく使って、ストレスなく貯める。そんな達人ばかりでした
年収300万円で貯めている人の「ぜいたく上手」な暮らし
・2000円持って最大限楽しむ。カルディで、思いきりぜいたくするなら何買う？どうする？
・ムダ買いばかりしている私たちは、どうすれば「ぜいたく上手」になれあすか？
・年金だけで老後ぜいたくに暮らす、３９の方法
・将来の贅沢のための「投資」結局みんな何を買っていますか？おすすめはなんですか？

■ジャンル【片づけ】
・今始めると年末年始が快適になる、捨て方と家事やることリスト
・捨てられない人が1週間で変わるメソッド
・1年中ストレスがたまらない「ぜいたくな家」に暮らす人の捨て方と家事ルール

■ジャンル【美容・ダイエット】
・40代の身体の悩み、こっそり解決できます！
・腸活

■鶏むね肉で、史上最高にぜいたくなごちそう
■【別冊付録】年末年始に役立つ ザ・ベスト・オブ・無印良品
■夕ごはんどうする？ 「家族にうける洋食おかず」
■「やっぱりイモが好き」
■保存版 星座が教える2022年の運勢

他、温活、保湿ケア特集も予定しております。
各特集内容については営業へ是非、お問い合わせください！

(C)Benesse Corporation 2021

※特集は予定ですので変更する場合もございます
のでご了承ください

12月号付録
大人気カレンダー！



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：3,423,771人
※2021年５月21日時点

④サンキュ！アンバサダーー
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 80万円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 100万円Ｇ
（制作費込）

4万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 280万円Ｇ
(お問合わせください）

18~20万PV想定

④ 公式39grammerによるSNS拡散
（15～50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

10

追加ブースト
承ります！！
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