
For family ×

PR企画

夏休み！
早寝・早起き・朝ごはん＆
楽しいお出かけ・自然体験

全国小学校発行
小冊子×

5万部
（2015年ABC部数）

14万通(3月・メール配信実績） 4万部
（全国国立・私立小学校）

合計23万人に

リーチ！

～「早寝早起き朝ごはん運動」国民運動・ 「体験の風をおこそう」運動 ・文部科学省 後援企画～



もうすぐ夏休み。お子さんのいる家庭で充実した夏休みを過ごすには、正しい生活習慣づくりが欠かせません。

そこで日経ビジネスアソシエでは、子育て真っ最中の読者向けに日経ビジネスアソシエ for Familyのページをご用意。
共働き世帯向けの日経DUALと連動し、「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さを、正しい入浴法や歯磨き法、おいしくて体にもいい朝ごはんなど、
実際に取り組めるノウハウ満載でお届けします。

また、よい生活習慣ができたら、元気におでかけへ。親子で楽しいレジャー情報や工場見学、自由研究にもピッタリの自然観察の方法や、自由研究の
まとめ方などを紹介していきます。

読者にとって夏休み必携の1冊になること間違いなしです。
本企画に隣接して関連テーマでのタイアップ広告のご出稿をご検討ください。

さらに、本特集は、出稿企業さまのタイアップページを含めて、小学校3－4年生向けに役立つ副教材として再構成し、

全国私立・国立小学校287校へ4万部を配布。日経ビジネスアソシエ読者5万人・日経DUALメール読者14万人と合わせ、計23万人にリー

チします。

幅広い訴求が図れる絶好の機会です。ぜひ、日経ビジネスアソシエ・日経DUALでは貴社商品・サービスのプロモーション、小学生向け小冊子では
貴社CSR活動、ブランドイメージ向上にお役立てください。 ※同じ業種の併載も想定しております。商材・テーマにより調整いたします。

For family ×
全国小学校発行
小冊子×

■企画趣旨

■企画料金

4C1Pプラン（日経ビジネスアソシエ・日経DUAL・小冊子） 180万円 （掲載費130万円制作費50万円

定価：280万円相当のところ）

4C2Pプラン（日経ビジネスアソシエ・日経DUAL・小冊子） 330万円 （掲載費230万円制作費100万円

定価：560万円相当のところ）

※上記以外の媒体の組み合わせ、カスタマイズはご相談ください ※環境経営フォーラムの出稿権利の利用も可能です。ご相談ください。



■スケジュール
発行日
日経ビジネスアソシエ ：7/10(8月号）
日経DUAL ：7/10～8/30
小学校小冊子 ：各小学校へ夏休み前の学活に配布依頼

申込締切日 校了日
6/7(水） 6/23(金）

※オリエンは 5月下旬～6月上旬が理想です。
※日経DUALへの誘導はPC&スマホのネイティブ広告の基本パッケージになります。

For family ×
全国小学校発行
小冊子×

■特集記事予定
（日経ビジネスアソシエ/日経DUAL/小冊子共通）

早寝早起き朝ごはん 夏こそ正しい生活習慣づくり！
＊子どもにとっての睡眠の大切さ、入浴・歯磨き法
＊早起きするとこんなにいいコトがある！
＊家族みんなが笑顔に！おいしくて体にいい朝ごはん

夏の自由研究にぴったり！自然さがし
＊近所の公園でもOK！
生きもの観察の方法とまとめ方ガイド

＊おすすめお出かけ先いろいろ

※小冊子は、小学生3-4年生向けに同内容を再構成いたします

働くパパ＆ママに役立つノウハウ情報サイト

2013年11月創刊から、日経DUALの会員数は右肩上がりで増加中。
メール登録会員14.3万人。65万月間UB 350万月間PV。

0歳～12歳の子どもを持つ30～40代の共働き夫婦。
世帯年収が1,000万円を超える世帯も多く、
育児・教育、生活・家事、住宅購入、キャリアアップなど
ライフステージにおける様々な分野で積極的に情報収集し、消費・活動します

仕事を引っ張っていく実力と旺盛な消費意欲を備えた
20代後半～30代ビジネスパーソン

2002年4月創刊。発行部数：52.702部（2015年ABC部数）
書店、駅売店、コンビニエンスストア販売、年間予約購読による読者直送方式。

男性79％、女性21％、既婚率61％、子どもがいる読者 48％
読者の中核はこれからビジネスの中核で活躍する次世代リーダー。
結婚や子育てによって、日本の消費をリードする層。
平均年収は665.6万円。まだまだ伸びる世代。

■媒体概要

経営メディア本部広告部 Tel 03-6811-6811 b-ad@nikkeibp.co.jp
生活・サービスメディア本部広告部 Tel 03-6811-6218 du-ad@nikkeibp.co.jp

mailto:b-ad@nikkeibp.co.jp
mailto:du-ad@nikkeibp.co.jp


For family ×
全国小学校発行
小冊子×

■実施イメージ

For family

全国小学校発行 小冊子 ※子ども向け小冊子は宣伝色の強いもの・純広告はお受けできません

※小冊子はHTML化し日経DUALからもダウンロード可能にします

小冊子
DL



【北海道】 

北海道教育大学附属札幌小学校 

北海道教育大学附属函館小学校 

北海道教育大学附属旭川小学校 

北海道教育大学附属釧路小学校 

札幌三育小学校 

函館三育小学校 

北海道シュタイナー学園いずみの学校初等

部 

 

【東北】 

弘前大学教育学部附属小学校 

岩手大学教育学部附属小学校 

盛岡白百合学園小学校 

宮城教育大学附属小学校 

聖ドミニコ学院小学校 

聖ウルスラ学院英智小学校 

仙台白百合学園小学校 

啓明宮城小学校 

秋田大学教育文化学部附属小学校 

山形大学附属小学校 

福島大学附属小学校 

桜の聖母学院小学校 

会津若松ザベリオ学園小学校 

郡山ザベリオ学園小学校 

 

【関東】 

茨城大学教育学部附属小学校 

水戸英宏小学校 

リリーベール小学校 

久慈川三育小学校 

江戸川学園取手小学校 

つくば国際大学東風小学校 

青葉台初等学部 

つくばみらい市立開智望小学校 

宇都宮大学教育学部附属小学校 

作新学院小学部 

群馬大学教育学部附属小学校 

ぐんま国際アカデミー初等部 

フェリーチェ玉村国際小学校 

埼玉大学教育学部附属小学校 

さとえ学園小学校 

浦和ルーテル学院小学校 

開智小学校 

星野学園小学校 

西武学園文理小学校 

千葉大学教育学部附属小学校 

幕張インターナショナルスクール小学校 

国府台女子学院小学部 

昭和学院小学校 

日出学園小学校 

千葉日本大学第一小学校 

暁星国際小学校 

聖徳大学附属小学校 

成田高等学校附属小学校 

光風台三育小学校 

お茶の水女子大学附属小学校 

筑波大学附属小学校 

東京学芸大学附属竹早小学校 

東京学芸大学附属世田谷小学校 

東京学芸大学附属大泉小学校 

東京学芸大学附属小金井小学校 

暁星小学校 

白百合学園小学校 

雙葉小学校 

聖心女子学院初等科 

東洋英和女学院小学部 

学習院初等科 

日本女子大学附属豊明小学校 

小野学園小学校 

トキワ松学園小学校 

目黒星美学園小学校 

清明学園初等学校 

文教大学附属小学校 

国本小学校 

昭和女子大学附属昭和小学校 

成城学園初等学校 

聖ドミニコ学園小学校 

田園調布雙葉小学校 

東京都市大学附属小学校 

和光小学校 

青山学院初等部 

東京女学館小学校 

慶應義塾幼稚舎 

新渡戸文化小学校 

宝仙学園小学校 

光塩女子学院初等科 

立教女学院小学校 

川村小学校 

立教小学校 

聖学院小学校 

星美学園小学校 

淑徳小学校 

東京三育小学校 

聖徳学園小学校 

成蹊小学校 

武蔵野東小学校 

明星学園小学校 

明星小学校 

むさしの学園小学校 

啓明学園初等学校 

晃華学園小学校 

桐朋小学校 

玉川学園小学部 

サレジオ小学校 

早稲田大学系属早稲田実業学校初等部 

国立音楽大学附属小学校 

国立学園小学校 

桐朋学園小学校 

東星学園小学校 

自由学園初等部 

帝京大学小学校 

菅生学園初等学校 

横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学

校 

横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学

校 

聖ヨゼフ学園小学校 

精華小学校 

捜真小学校 

横浜雙葉小学校 

関東学院小学校 

横浜英和小学校 

関東学院六浦小学校 

横浜三育小学校 

森村学園初等部 

慶應義塾横浜初等部 

桐蔭学園小学部 

大西学園小学校 

洗足学園小学校 

カリタス小学校 

桐光学園小学校 

シュタイナー学園初等部 

相模女子大学小学部 

横須賀学院小学校 

鎌倉女子大学初等部 

清泉小学校 

湘南学園小学校 

湘南白百合学園小学校 

平和学園小学校 

聖マリア小学校 

七沢希望の丘初等学校 

聖セシリア小学校 

聖ステパノ学園小学校 

恵明学園小学校 

函嶺白百合学園小学校 

LCA 国際小学校 

 

【北陸】 

富山大学人間発達科学部附属小学校 

金沢大学附属小学校 

北陸学院小学校 

かつやま子どもの村小学校 

 

【甲信越】 

新潟大学教育学部附属新潟小学校 

新潟大学教育学部附属長岡小学校 

上越教育大学附属小学校 

山梨大学教育人間科学部附属小学校 

駿台甲府小学校 

山梨学院大学附属小学校 

南アルプス子どもの村小学校 

素和美小学校 

信州大学教育学部附属長野小学校 

信州大学教育学部附属松本小学校 

グリーン・ヒルズ小学校 

長野小学校 

才教学園小学校 

どんぐり向方小学校 

 

【東海】 

岐阜大学教育学部附属小学校 

小冊子配布先小学校 (予定・実績）



   

岐阜聖徳学園大学附属小学校 

帝京大学可児小学校 

静岡大学教育学部附属静岡小学校 

静岡大学教育学部附属浜松小学校 

常葉学園大学教育学部附属橘小学校 

静岡サレジオ小学校 

東海大学附属小学校 

加藤学園暁秀初等学校 

愛知教育大学附属名古屋小学校 

愛知教育大学附属岡崎小学校 

椙山女学園大学附属小学校 

南山大学附属小学校 

名進研小学校 

 

【近畿】 

三重大学教育学部附属小学校 

暁小学校 

津田学園小学校 

滋賀大学教育学部附属小学校 

近江兄弟社小学校 

京都教育大学附属京都小学校 

京都教育大学附属桃山小学校 

立命館小学校 

京都文教短期大学附属小学校 

同志社小学校 

ノートルダム学院小学校 

京都女子大学附属小学校 

光華小学校 

京都聖母学院小学校 

一燈園小学校 

洛南高等学校附属小学校 

同志社国際学院初等部 

大阪教育大学附属天王寺小学校 

大阪教育大学附属平野小学校 

大阪教育大学附属池田小学校 

大阪信愛女学院小学校 

建国小学校 

帝塚山学院小学校 

城南学園小学校 

金剛学園小学校 

追手門学院小学校 

城星学園小学校 

賢明学院小学校 

はつしば学園小学校 

箕面自由学園小学校 

関西大学初等部 

関西創価小学校 

ＰＬ学園小学校 

大阪聖母学院小学校 

四條畷学園小学校 

聖母被昇天学院小学校 

四天王寺学園小学校 

兵庫教育大学附属小学校 

神戸大学付属小学校 

甲南小学校 

高羽六甲アイランド小学校 

神戸海星女子学院小学校 

須磨浦小学校 

愛徳学園小学校 

百合学院小学校 

甲子園学院小学校 

仁川学院小学校 

関西学院初等部 

小林聖心女子学院小学校 

雲雀丘学園小学校 

奈良教育大学附属小学校 

奈良女子大学附属小学校 

近畿大学附属小学校 

帝塚山小学校 

奈良育英小学校 

奈良学園小学校 

天理小学校 

智辨学園奈良カレッジ小学部 

和歌山大学教育学部附属小学校 

智辯学園和歌山小学校 

きのくに子どもの村小学校 

 

【中国】 

鳥取大学附属小学校 

島根大学教育学部附属小学校 

岡山大学教育学部附属小学校 

朝日塾小学校 

ノートルダム清心女子大学附属小学校 

吉備高原のびのび小学校 

広島大学附属東雲小学校 

広島大学附属小学校 

広島大学附属三原小学校 

広島三育学院小学校 

安田小学校 

なぎさ公園小学校 

広島三育学院大和小学校 

英数学館小学校 

ぎんがの郷小学校 

福山暁の星小学校 

山口大学教育学部附属山口小学校 

山口大学教育学部附属光小学校 

 

【四国】 

鳴門教育大学附属小学校 

生光学園小学校 

徳島文理小学校 

香川大学教育学部附属高松小学校 

香川大学教育学部附属坂出小学校 

愛媛大学教育学部附属小学校 

高知大学教育学部附属小学校 

高知小学校 

 

【九州・沖縄】 

福岡教育大学附属小倉小学校 

福岡教育大学附属福岡小学校 

福岡教育大学附属久留米小学校 

敬愛小学校 

明治学園小学校 

北九州子どもの村小学校 

福岡雙葉小学校 

福岡海星女子学院附属小学校 

西南学院小学校 

麻生学園小学校 

リンデンホールスクール小学部 

佐賀大学文化教育学部附属小学校 

長崎大学教育学部附属小学校 

精道三川台小学校 

聖マリア学院小学校 

長崎精道小学校 

長崎南山小学校 

熊本大学教育学部附属小学校 

大分大学教育福祉科学部附属小学校 

明星小学校 

宮崎大学教育文化学部附属小学校 

尚学館小学校 

鹿児島大学教育学部附属小学校 

池田小学校 

鹿児島三育小学校 

神村学園初等部 

琉球大学教育学部附属小学校 

沖縄カトリック小学校 

海星小学校 

沖縄アミークスインターナショナル小学校 

沖縄三育小学校 

 

小冊子配布先小学校 (予定・実績）
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