
サンキュ！４月号(2/25発売）

特集隣接企画のご案内



1２月2５日発売

「サンキュ！」４月号特集予定
さあ、この春こそはじめよう！「春デビュー」

■別冊付録 読まずに作れるレシピ30日分

■ 【マネー】 「お金持ち」デビュー
・あなたの隣にこっそりいるかもしれない「お金持ち」の特徴

・絵で見てわかるお金持ちの家計管理
・3000年前からの金持ちの真理（的なキャッチ）バビロンの教えが3分でわかる
・投資デビューしたいなら、ポイントからどうよ？
・わたしたち「ＦＰ」目指してます

■【収納インテリア】なりたいのは、「物を探さない家」
・探さない人の家をのぞいてみた
・毎日探している人の収納癖、分析しました
・探し物が見つかるおまじない＆見つかる3ステップ
・無印良品で模様替えしたら、探し物がなくなった！
・100均と300均で、グリーンのある生活始めました

■【ダイエット】インスタはじめたら、やせました
・インスタ「ダイエット部」で人生はじめてやせた人たち
・にーよんさんと一緒に考えた「インスタで痩せるための10箇条」
・見るだけでやる気になるインスタダイエッター「これが、こう」かるた（名言つき）

■リノベデビューした家、覗いてみた

■35歳、42歳、49歳 メイクとファッションスイッチ術
■ワタナベマキさんの春野菜でカンタンおかず
■教育費がかかる家のやりくり

(C)Benesse Corporation 2021

※特集内容は予定です



【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
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
マネー企画
編集ページ

（4Ｐ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）

まだ投資のデビューに踏み切れてない読者向けに丁寧に手取り足取り、まずポイント投資から
デビューのイロハを伝授

(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！202２年2月2５日発売予定4月号
「投資デビューしたいなら、ポイントからどうよ？」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。

【オススメ商材】
・アプリ ・保険 ・証券会社 ・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12月3日

●オリエンデッド：2021年12月9日

●純広お申込締切：2022年1月18日

※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
（１2Ｐ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）

やせるハウツーと、インスタダイエット部を通じて、「みんなでやって楽しそう」なダイエットを紹介します

(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！2022年2月2５日発売予定4月号
「ひとりでやっても、ダイエットが続かないあなたへ＜インスタはじめたらやせました＞」

【オススメ商材】
・ダイエット／エクササイズ関連商材 他

※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。

【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12月3日

●オリエンデッド：2021年12月9日

●純広お申込締切：2022年1月18日

※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）

その年齢ならではの「痛ファッション」「痛メイク」になりそうなポイントと解消法を紹介

【オススメ商材】
・スキンケア ・メイク ・ファッション 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

アラフォー向け
ファッションメイク

（6Ｐ予定）

サンキュ！202２年２月２５日発売予定４月号
「 35歳、42歳、49歳 メイクとファッションスイッチ術」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。

【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12月3日

●オリエンデッド：2021年12月9日

●純広お申込締切：2022年1月18日

※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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[先着3社限定] サンキュ！リーチ最大化企画交通広告セット（2月～3月売限定）

4C2PTU

サンキュ!で制作したクリエイティブを再編集してメトロビジョン、PR動画広告、ニュースなどの各メディアを通じて、
さらなるターゲットにリーチします。

誌面タイアップによるリーチ拡大

※メトロビジョンの映像は、画面比率16:9で
制作いたします。

放映面数約12,092面

ニュース

誌面素材を
WEB転載

サンキュ！WEB掲載
雑誌タイアップを転載してサンキュ！のweb内にて

インスクロールタイアップを1週間実施

2

1

タイアップ素材を活用した
メトロビジョンでの貴社商品露出。
15秒のうち10秒を
クライアント様商品露出

Tokyo Metro Vision 掲載
誌面素材を使って15秒動画を作り、Tokyo Metro Vision 
にて、1週間スポット（15秒枠）掲載します。

予定掲載路線：銀座線/丸ノ内線/東西線/千代田線/有楽町線/
半蔵門線/副都心線南北線/日比谷線のモニター設置車両など

誌面タイアップ素材で15秒動画

視聴想定

約16万～20万

交通広告 動画配信

誌面素材を
メトロ用動画に

誌面素材を
SNS用動画に

延べ人数

約600万人
リーチ～

東京50km圏の想定人口に
対して、想定ＧＰＲが
70.5％=約1800万人÷３社
=1社
あたりの延べリーチ人数.

3 4

実施可能時期：
雑誌掲載にあわせて実施

実施可能時期：
雑誌掲載にあわせて実施

掲載期間：2022年3月（1週間）予定 ※開始日は弊社任意

※実施可能号は本誌2月売・3月売号掲載のみ

想定

約4万pv

誌面素材を使って15秒動画を作り、
SNSの主婦ターゲットに配信します。

【ターゲティング】
20代～40代の主婦層
興味・関心：家事、生活、節約、料理、
収納、お金、美容、子育て

※視聴想定はプランニングによって変動致します。
※視聴回数に関してはあくまでも想定となり保証は
いたしかねます。

450万円グロス（通常実施価格：約850万円相当）1 ２ 3 4＋ ＋ ＋

1 ２ 3 4＋ ＋ or 400万円グロス（通常実施価格：約725万円相当）

＝

＝

※１～４各媒体のスペックは変更する可能性があります

雑誌
20～40代主婦

292,233部
※2021年1-3月
印刷証明付き部数

※③のメトロビジョンが選択できる
のは雑誌掲載2月売・3月売号
のみとなります。

(C)Benesse Corporation 2021

出稿特典
雑誌・動画素材を

クライアントサイトで
3か月間2次利用無料



2022年2月発売4月号

◎家族のライフプランに合わせて住まいを考える編集特集ページに隣接！
編集部ならではの視点から、読者が自然に住宅購入やリフォームの検討をする
流れを作ります。

◎生活情報誌実売No.1 の生活情報誌「サンキュ！」だから

住宅購入需要期層を確実に押さえられます。

【こんなクライアント様へ】
住宅、住宅設備、太陽光発電システム、リフォーム、収納・家具・照明・インテリア、
エクステリア、
防犯・セキュリティ、
住宅ローン

本企画についてのお問い合わせは
株式会社ベネッセコーポレーション

サンキュ！事業部 ビジネスプロデュース課

住宅連合広告企画

※ 2020年下期 販売会社部数※

見込み顧客リスト獲得 ＋ 認知拡大



企画概要

■媒 体 ： 『サンキュ！』２月25日発売 2022年4月号
「住宅企画」編集特集４Ｐの後に、

連合広告特集を実施。読者が注目する編集ページの後に隣接するので、注目度抜群！

■料 金 ：
【パターンＡ】 2Pタイアップ

定価400万円 ⇒企画料金:各300万円（制作費込み） ※各社共indexウェブページ

付き

◎貴社の商品、サービスを、読者に分かりやすく『サンキュ！』テイストで
ご紹介!!

※記事作成については実際にオリエンを行ない、貴社商品、
サービスについて取材をさせて頂きます。
【パターンB】 １Pタイアップ＋１P純広

定価370万円 ⇒企画料金：各250万円（制作費込み） ※各社共indexウェブページ付き

◎貴社の商品、サービスを、読者に分かりやすく『サンキュ！』テイストで
ご紹介!!

※記事作成については実際にオリエンを行ない、貴社商品、
サービスについて取材をさせて頂きます。
【パターンＣ】 純広2P

定価340万円 ⇒企画料金：各230万円 ※各社共indexウェブページ付き

【パターンＤ】 純広1P
定価170万円 ⇒企画料金：各160万円 ※各社共indexウェブページ付き

・資料請求インセンティブとして読者プレゼント（商品券）等、読者が資料請求しやすくなる仕掛けを盛りこみます。

申込締切
パターンA・B 11月23日（火）
パターンC・D 12月15日（水）

本企画は3社様以上のご協賛をもって
企画成立となります



企画フロー

雑誌

web

家に関する編集記事（×P）

各社
タイアップ or 純広

※掲載は、Ａパターン→Ｂパターン→Cパターン
の順に、各五十音順とさせていただきます

資料請求
Indexページ

応募Web誘
導

資料請求
応募Web

※応募インセンティブとして
プレゼントあり

ベネッセで集計・リスト化し
て応募者のデータを送付
※週1回

クライアント

クライア
ント様に
てカタロ
グ送付

応募したお客
様

サンキュ！DMP

妊産婦

0歳～小学校高学年
の子供がいるママ

住宅関心層

ターゲットの一
例

〈外部接点〉

各種クリエイティブの
バナーで集客

住宅に
関する記事

＋
各社の短い

紹介
<PR>あり

雑誌＋Webの編集記事で、興味関心層を集客し、カタログ請求へのアクションへ誘導します。
集まったカタログ希望者のデータは週1回、データにてクライアントに送付。

見込み顧客を獲得できます。

サンキュ！プレゼント応募ページ

23.5
万部

5万
PV

総リーチ
28.5万リーチ



広告連合企画においての個人情報の扱いについて

<個人情報の取り扱いについて>
広告連合企画においての個人情報の扱いは、広告主様からの受託業務
として各社様の個人情報取得作業を一括代理受付を致しております。
（弊社は資料請求者、商品申込者等のリストの広告主様へのお渡しは第三者提供方式ではございません）

そのため、資料請求応募Webにおいては、各社様の＜個人情報利用目的明示文＞を明記いたします。

<個人情報の移送方法について>
週に1回の頻度で、データにて「カタログを請求された」お客様の個人情報をお送りいたします。

データの移送には弊社指定の「セキュア便」を利用いたします。利用に際してはIP情報などの申請が必要にな
りますのであらかじめご承知おきください。



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

10

追加ブースト
承ります！！

(C)Benesse Corporation 2021


