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(C)Benesse Corporation 2021

サンキュ！TOPICS

背景

地震、台風、大雨と自然災害はいつどこで起こるかわかりません。
しかし「防災対策」はまだまだできていないと考えている人が多いようです。
特に小さい子どもがいる場合、どう備える？子どもにどのように伝えればよい？とい
う情報が求められています。

約7割の人が「防災対策があまりできていない」と回答！

災害を経験したママ200人の
「本当に困ったこと」「不安
なこと」の声から制作。防災
士でイラストレーターのアベ
ナオミさんが、子どもがいる
家庭の防災対策を徹底解説！

子どもに伝えたい
「お・か・し・も・ち」

いつものママバッグにもア
レをいれる！

厳選！
本当に必要な
防災グッズ
チェック

親子ではじめる「防災育」
サンキュ！10月号（8/25発売）で

「防災育」を特集！

編集 S城

今何が熱い？？何がトレンド？？
サンキュ！WEB編集部が今のトレンドをトレンド調査隊としてレポートします！
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(C)Benesse Corporation 2021

サンキュ！TOPICS

背景

生活情報誌で先駆けて特集。「よく知らなかった」という人が多かったものの、
「もっと詳しく知りたい！」という関心の高さがうかがえました。また、「親子で実
践」「毎日の暮らしの中できる」点が、他ではない提案と高評価でした。

夏休みに親子でSDGsアクション！

編集 S城

サンキュ！5月号とじこみBOOKで特集した
「親子ではじめるSDGs」 に大きな反響が寄せられました！

子供と一緒に学ぶスタ
イルが良いと思った。
実は大人もよくわかっ
ていないから・・・

大きくなってから習慣を
変えるのは難しいから、
子供と一緒に実践できる
のはとても良いことだと

思いました！

子供の方が詳しいSDGs。
親ももっと学ばないと！

サンキュ！本誌では、親子で実践
できるSDGsアクションを連載中！

夏休みのおうち時間に、親子で体験したい！という
声も多数

10月号（8/25発売）は
ステイホームで使用量

増！
親子で水の大切さを学ぶ

→

#サンキュSDGs部
投稿1000件以上！

←サンキュ！公式インフ
ルエンサー（インスタグ
ラマー、ライター）を中
心に「#サンキュSDGs
部」の投稿が盛り上がっ
ています
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(C)Benesse Corporation 2021

サンキュ！TOPICS

「夜寝る前30分ヨガライブ」がブーム！

編集 I東

ブームの背景

緊急事態宣言が続き、運動不足のママ多数。また夏休みに入り、子が毎日家にいる生活に
イライラもたまってきている。またエアコンによる夏冷えで身体もなんだか不調…

そこに、子就寝後のひとり時間の「22時～」にヨガを開催したことで、
◆寝る前で参加しやすい ◆簡単で就寝時に効果を感じられた ◆疲れてる自分を労わってあげられた！
との喜びの声が届き、連日多くのママが参加してくれました。8月には受け放題レッスンも開講へ！

ママに
お悩みを聞いたら…

5日間夜寝る前30分ヨガライブ
開催！
一晩で3500人が参加！

寝ても疲れ
がとれない 肩こりが

ツライ

些細なこと
でイライラ

寝つき
が
悪い

8月受け放題
有料講座を
サンキュ！で

開講しちゃいまし

た！

就寝前の22時が
カギだった!?

／喜びの声もたくさん！＼

編集 I東

7割は22時半
以降に就寝

疲れている…
夜疲れをとったら
よく眠れるのでは？
22時にヨガ…？
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(C)Benesse Corporation 2021

サンキュ！TOPICS

「1日家事休み宣言」する人が
増えてますー！

貯めてる人は、みんなプロテイン
を飲んでいる！

編集
Ｋ上

編集
Ｋ上

◎解説します！
進化した家電や日用品を活用したり、
家族の力を借りたり、
完璧を目指すのをやめたりして
「私は今日は家事を休むよ！」と
高らかに宣言する人が急増中！
YouTubeのチャンネル登録者数
85万人超で再ブレイク中の辻ちゃんも、
その1人！

サンキュ！インスタ企画「家事を休んで
何したい？」にも、多くの投稿が集まり
ました♪

雑誌「サンキュ！」
10月号に特集掲載

◎プロテインで貯まる理由１）
心身整ってストレス発散費が0円に

◎プロテインで貯まる理由２）
ダラダラ過ごさなくなり浪費が0円に

◎プロテインで貯まる理由３）
体力がついて
赤字家計を立て直せた！

プロテインで心身整
い、お金も整う！
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(C)Benesse Corporation 2021

サンキュ！TOPICS

貯め上手は「デリバリー」上手!?

ラクだけどあがる服

編集 O竿

編集
H島

最近は飲食店のデリバリーだけでなく、
コンビニ商品のデリバリーもあって、初回
利用キャンペーンなどを活用するとエゲ
ツない割引率になることも！

コロナ禍で急速にニーズが増している「フードデリバリー」業界。新規サービス
も続々と参加し、キャンペーン競争が激化していて、節約アドバイザーの丸山晴
美さんも「デリバリーで注文したほうが、お店で食べるよりもお得、なんてケー
スもあったりしますよ」と、節約目的での活用を提案するほど。「がんばらない
節約」どころか、「がんばらないほうが節約」になる時代が来ています！

背景

世は「デリバリー戦国時代」

キャンペーン競争が激化！

背景

【UNIQLO】おうち時間に最適!!
今年の「クレープジャージーシリーズ」が神！

オシャレで快適にすごせる！
「プチプラリネン」アイテム＆コーデ5選

洗ってもす
ぐ乾くので、
子どもと過
ごす日にも
最適！

きれいな
ボックスシ
ルエットな
ので気にな
る体のライ
ンをひろわ
ない！

脱・無難！大人がしてみたい
「白Tシャツ」コーデ5選

後ろゴムなの
で長時間座っ
ていてもウエ
ストがきつく
なく楽ちん

リネンはさらっとした風
合いが心地よいのはもち
ろん、カジュアルもどこ
かきれいめに見せてくれ

る

いつもの白Tシャツ
に合わせるだけラク
チン＆映えるサロ

ペット！

アクセサ
リーの重ね
づけでただ
の白Tが華
やかにこのご時世どこかに張り切っておでかけ、という感じでもないしリモートワークでおうち時間も増えたり、

ひたすら子どもと公園で遊んで過ごしたり…そんな中、服を選ぶ上で欠かせないポイントはラクチンであること。
だけど楽だけじゃ気持ちがあがらない！楽なんだけど、シルエットがキレイ、おしゃれに見える！といったように、
「ラクだけどあがる服」に注目が集まっています！



【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
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％
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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
片づけ企画
編集ページ

（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。

４
C1P
純広

【特集内容予定】（変更の可能性あり）

行動だけではなく、仕組みや収納方法にもスポットをあてながら片づけルーティンを紹介します。

(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1２月2５日発売予定２月号
「寝る前５分派、○○だけは派… いつもきれいな家の、片づけルーティン比べてみた！」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】
・除菌 ・掃除器具 ・収納グッズ 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10月12日（火）

●オリエンデッド：2021年10月22日（金）

●純広お申込締切：2021年11月18日（木）

※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/


【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％
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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
ダイエット企画

編集ページ
（１０Ｐ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）

実例を紹介しながら年々じわじわ太る人といつまでも太らない人を比べたダイエット特集です。

(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1２月2５日発売予定２２月号
「小さな差が明暗を分ける 年々じわじわ太る人 vs いつまでも太らない人」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】
・食品 ・飲料 ・サプリ ・記録アプリ ・掃除機 ・除菌

【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10月12日（火）

●オリエンデッド：2021年10月22日（金）

●純広お申込締切：2021年11月18日（木）

※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/


【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％
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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）

週5000円で可能な献立とはいったいどんなものなのか、中身、買い方、冷蔵庫まで全部比べて紹介します。

【オススメ商材】
・食品 ・冷蔵庫 ・料理グッズ ・冷凍用タッパー、コンテナ ・宅配 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・食費企画
編集ページ

（１４Ｐ予定）

サンキュ！2021年１２月２５日発売予定２月号
「週5000円献立の中身、買い方、冷蔵庫まで全部比べてみた！」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10月12日（火）

●オリエンデッド：2021年10月22日（金）

●純広お申込締切：2021年11月18日（木）

※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/


【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％
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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１２月2５日発売予定２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10月12日（火）

●オリエンデッド：2021年10月22日（金）

●純広お申込締切：2021年11月18日（木）

※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％
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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）

冬の乾燥保湿ケア特集です。

★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１２月2５日発売予定２月号 「乾燥・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10月12日（火）

●オリエンデッド：2021年10月22日（金）

●純広お申込締切：2021年11月18日（木）

※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
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「サンキュ！」２月号特集予定
2022年は正解に迷わない
気になること全部、比べてみた！

■ ジャンル【片づけ】
・寝る前5分派、○○だけは派… いつもきれいな家の、片づけルーティン比べてみた！
・いつもきれいな人が使ってる「収納用品」比べてみた

■ジャンル【美容・ダイエット】
・小さな差が明暗を分ける 年々じわじわ太る人 ＶＳ いつまでも太らない人
・和田のエクササイズ、1週間試してみた！

■ジャンル【マネー】
【別冊付録】・書き込みプランシート付 年100万円貯まる 年間計画
・年100万貯まる 生活習慣 貯めてる人と貯めてない人 家計表・欲しいものと買い方・衣食住・手相

■大根白菜×鶏むね肉対決
■夕ごはんどうする？ 近藤幸子さんの寒い日のスタミナおかず
■ハーゲンダッツ 全種類食べてみた
■付録 頭と首の凝り 解消MAP

他、温活、乾燥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



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
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追加ブースト
承ります！！

(C)Benesse Corporation 2021


