
ADVERTISING RATES

MECH. REQUIREMENTS
判型／A4変型（297!230㎜） 　　　　 発行部数／60,000部
製本・開き／あじろとじ・右開き 　　　定価／1,600円（税込み）

掲載スペース 　　料金 サイズ（天地×左右） 枠付きサイズ（天地×左右）

表4 1,000,000円 282×220㎜

表2見開き 1,600,000円 297×460㎜

表3 600,000円 297×230㎜ 267×200㎜

目次対向（右ページ） 700,000円 297×230㎜ 267×200㎜

前付ー4C 見開き2P 1,300,000円 297×460㎜

記事対向・中付ー4C 1P 600,000円 297×230㎜ 267×200㎜

4C 1P 550,000円 297×230㎜ 267×200㎜

4C 縦1/2P 300,000円  267×95㎜

4C 記事中縦1/3P 280,000円  267×60㎜

※広告料金には別途消費税が加算されます。
※広告原稿は、雑誌広告デジタル送稿推進協議会策定の制作ルールに準拠したデジタルデータで入稿ください（http://www.3djma.jp/  参照）
※前付4C見開き2P・中付4C1P・4C記事中縦1/3Pは本数に限りがございます。
※記事中4C1Pは1ページでお申し込みください。
※原稿の内容が社会的規約に反し、また雑誌の品位を保つことができないと判断した場合、その広告の掲載をお断りすることがございます。
※本誌の編集形式に準じた純広告（図面やデータなどを掲載した物件取材形式・インタビュー形式など）の掲載はお断りすることがございます。

TIE-UP AD.  広告タイアップ料金
カラー 1P 広告料金／550,000円 制作費／300,000円
カラー 2P 広告料金／1,100,000円 制作費／600,000円

1.制作実費は1ページ300,000円。3ページ目からは１ページ200,000円（広告料金は別途）となります。
2.制作費に含まれるものは企画、取材費、原稿デザイン･制作費です。
3.スタジオ、モデル、およびヘアメイク･スタイリスト、家具リース、および搬入出、出張、その他の経費が生じる場合は実費をいただきます。
4.最初のページに｢Advertisement｣の文字が入ります。
5.進行スケジュールについては純広告に準じますが、撮影その他の関係上お早めにお申し込みをお願いいたします。
6. 撮り下ろし写真の出版権は商店建築社・著作権はカメラマンに帰属いたします。自社のカタログ･パンフレットに使用する場合は、 
有料でお貸し出しいたします。ただし、他社の出版物にはご使用はできません。
※詳細につきましてはお問い合わせ下さい

株式会社 商店建築社
〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-22-36　三井花桐ビル2階　Phone（03）3363-5760
〒542-0086　大阪市中央区西心斎橋 1-9-28　リーストラクチャー西心斎橋　Phone（06）6251-6523
http://www.imhome-style.com
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発売日 広告申込締切日 広告原稿締切日
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no.52  SCHEDULE 

NEXT  SCHEDULE 

発売日 広告申込締切日 

2011年7月16日 2011年5月25日

物件特集／「リノベーション」　
編集・広告企画／「ファブリック」　PRODUCT FILE／「収納」

no.53  2011年9月号

外構とアプローチ
住まいの顔である外構は、門、垣、塀から構成されます。日本
では長く、重厚な門扉や高い塀によって風格を表現しながら、
外部の視線を遮る閉鎖的な外構が多く見られました。しかし
近年では、庭や植栽を外に向かって見せるオープンな傾向が
みられるようになっています。外と内の分け方には住み手の
個性が表れ、街並みにも影響を与えます。
この特集では、住まいの顔となる門扉を中心に、内へと続く
アプローチ、エントランスを取り上げ、自分らしい「住まいの顔」
の計画を考えます。

製品紹介
門扉、玄関ドア、ドアノブ、ポスト、ドアアクセサリー、照明、床材、玄関用
の家具（スツール、コートハンガー、シューズボックスなど）、ラグ など

Outside 
of House

編集企画 

キッチン&ダイニング
キッチン＆ダイニングスペースは、家族団欒やゲストを迎える場
として今や住まいを印象づける中心的空間です。最近は、サイ
ズや面材などカスタムオーダーできるキッチンメーカーも増え、
より空間に調和するキッチンスペースが実現できるようになり
ました。今回の特集では、より機能的で美しいキッチンを実現す
るためのキッチンリフォームに焦点を当て、既存キッチンのパー
ツや機器、収納を替える簡単なリフォームから、全体のリフォー
ムまで、その方法、注意点などを事例と合わせて解説いたします。
また、国内、海外メーカーのさまざまなキッチンから、オーブンレ
ンジなどのビルトイン機器、エスプレッソマシーンなどの家電や
キッチンアイテムに至るまで、昨年のドイツ・ケルンメッセレポー
トと合わせて、最新の情報をまとめてご紹介いたします。

製品紹介
システムキッチン、オーダーキッチン、シンク、クッキングヒーター、レンジフー
ド、キッチンアイテム（調理器具）、大型冷蔵庫、ビルトインシステム（オーブ
ンレンジ、食器洗浄機・乾燥機）、コーヒーマシーン、エスプレッソマシーン、
ワインセラー、浄水器、水栓金具、食器 など

Kitchen 
& Dining

編集・広告企画

エクステリア＆ガーデン
近年、テラスや庭を重視し、外部環境取り入れる住まいが増
えています。
ロケーションに恵まれた郊外型住宅はもちろん、都市型住宅
であっても、パティオやガーデンルームなどの外部空間を取り
入れたり、プールや水盤・池といったアウトドアに水を取り入
れた事例も多く見られます。それに伴い、近年アウトドアでも
使用できる家具や、アイテムを展開するメーカーも多く見られ
るようになりました。
この特集では、住まいのアウトドアスペースや庭に関する製
品を集めて紹介いたします。

製品紹介
ソファやテーブル、デイベッドなど、屋外で使用できる耐候性に優れた家具
を中心に、ラグ、パラソル、プランターなど、アウトドアリビングを楽しむた
めのアイテムを紹介します。

EXTERIOR 
& GARDEN

PRODUCT FILE

HOME
自分のライフスタイルにこだわりある人のためにデザ
イナーが設計した住宅を、写真と文章で紹介いたしま
す。巻末には詳しいデータつき。

FOOD
さまざまな素材の料理とテーブルウエアをコーディ
ネート。毎回テーマを決めてスタイリングいたします。

DESIGNER TALK
今注目される、国内外の建築家・インテリアデザイナー
に、デザインコンセプトをインタビューすると共に、自
邸を紹介いたします。インタビュー記事と写真の両面
からデザイナー自身のライフスタイルに迫ります。

NEWS & NEWS
food、fashion、music、cinemaなどさまざまなテーマ
に焦点を当てたニュースを紹介いたします。

!"#$%

～『 』のお勧
めするインテリアショップガイド～

をコンセプトに、東京、神奈川、愛知、大
阪のインテリアショップやショールームを、本
誌から切り取って携帯できるブックインブックの
形式で紹介する綴じ込み付録企画。（有料）
※詳しい企画内容及びお申込みは別添企画書をご参照ください

 ◆広告申込締切日／2月28日
 ◆広告料金（小間割りのフォーマット広告）
 1/4p　50,000円（写真2点）
 1/2p　100,000円（写真3点）
 1p　200,000円（写真5点）

綴じ込み付録

SHOP&
SHOWROOM 

GUIDE



掲載号

　no.52（2011年5月16日発売号）  
　判型／A4変型（297×230㎜）　 発行部数／60,000部
　製本・開き／あじろとじ・右開き　定価／1,600円（税込み）

仕様（ブックインブック形式）

　サイズ：297×200㎜（天地×左右）

　体裁：右開き　20頁（予定）　

　ベロつきミシン目本誌綴じ込み付録

　

掲載内容（小間割り広告）

　ショールーム名（社名）

　住所

　電話番号

　URL

　QRコード ＊

　営業時間、定休日

　取り扱いアイテム

　クーポン ＊

　紹介テキスト（120字程度）

　写真2～5点（スペースによる）

  ＊は任意

　2000年に創刊した『 』は、今年で11年目
を迎えました。
　これまで本誌の中で企画やスタイリングページを
通じて家具や照明などのインテリアアイテム、キッチ
ンやバスなどの設備機器、ファブリック や木材、タ
イルを始めとするマテリアルなど、さまざまなプロダ
クトを紹介してきました。その度に、読者の方々から
製品についての詳細や、 ショップ情報についての問
い合わせが多数寄せられました。
　そこで今回、～『 』のお勧めするインテリ
アショップガイド～をコンセプトに、東京、神奈川、
愛知、大阪のインテリアショップやショールームを
本誌の綴じ込み付録の形態で一冊にまとめます。
　本誌から切り取って携帯できるブックインブック形
式とし、地域、アイテム別に検索できるコンテンツの
ほか、クーポンのサービスやQRコードを掲載するこ
とで読者がショップに足を運びたくなる内容です。
　巻末には、エリアマップ・50音順ショップインデック
ス・カテゴリー別ショップインデックスを掲載いたします。

 
selected 

『 』が推奨する
上質な暮らしを実現するための
インテリアショップ、ショールームガイド
～家具・インテリア製品から設備機器・建材まで～

SHOP&
SHOWROOM 
GUIDE

綴じ込み付録 企画書

小間割り広告申込締切日 純広告（表3・表4）申込締切日

2011年2月28日（月） 2011年3月25日（金）

SCHEDULE スケジュール

小間割り広告 純広告（表3）  純広告（表4）

１ページ....200,000円（写真5点） 300,000円 400,000円
1／2ページ....100,000円（写真3点）
1／4ページ......50,000円（写真2点）
※制作費込み（必要な場合は有代で写真撮影可） 

AD RATES 広告料金

※実際とフォーマットが異なる場合があります。

株式会社 商店建築社
〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-22-36　三井花桐ビル2階　Phone（03）3363-5760
〒542-0086　大阪市中央区西心斎橋 1-9-28　リーストラクチャー西心斎橋　Phone（06）6251-6523
http://www.imhome-style.com

国内初のフリッツ・ハンセン専門店
デンマーク、アメリカに続き、日本初のフリッツ・ハ
ンセン専門店。フリッツ・ハンセン社は、アルネ・
ヤコブセンやポール・ケアホルムなどのデザイナー
と共に、多くの名作家具を世に送り出しています。

大阪府大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤル
ホテル地下1階
TEL.06-6448-1717
URL：http://fritzhansen.jp/showroom/
営業時間／11 : 00～20 : 00
定休日／第2火曜日
取り扱いアイテム／○○○○○○、○○○○○○、
○○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○○

Republic Store Osaka

ガラスの機能を体感できるスペース

遮熱性、断熱・結露防止性、防音性など、ガラスの
基本的な性能を体験でき、サンプルを手に取って使
い方の相談ができる旭硝子のショールーム。ガラス
関連の書籍や雑誌を取りそろえるライブラリー、カ
ラーガラスの間仕切りによるミーティングスペース
も併設しています。
東京都中央区京橋2-5-18  京橋創生館2階
TEL.03-5524-5511　
URL：http://www.agcstudio.jp
営業時間／10 : 00～18 : 00（金曜は19 : 00まで）
定休日／水曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
取り扱いアイテム／○○○○○○、○○○○○○、○○○
○○○○、○○○○○○、○○○○○○○

AGC studio

オール電化体験型ショールームがオープン
東京電力のオール電化体験型ショールーム。IHクッキングヒーター、エコキュー
ト、太陽光発電、床暖房など、最新のオール電化機器を体験できるスペースや、
有名シェフのIH料理教室を開催するキッチンスタジオも完備しています。

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファー
ストウエスト13階
TEL.03-5909-3973
URL：http://www.switch-station.com
営業時間／10:00～18:00
定休日／水曜（祝日の場合は翌日）夏期・
年末年始
取り扱いアイテム／○○○○○○、○○
○○○○、○○○○○○○、○○○○
○○、○○○○○○○

Switch! Station TOKYO
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