
タイアップ広告

シンプルな暮らしには、
たくさんのこだわりがある。

媒体概要
創刊●2004年4月
発行●月刊（毎月20日発売）
発行部数●14万部
判型●A4変型判／無線綴じ
定価●本体657円+税
販売●全国書店、コンビニエンスストアなど

掲載スペース

4C1P

料金（円）

1,300,000

4C2P 2,600,000

広告料金と原稿サイズのご案内
掲載スペース

表4

料金（円）

1,600,000

サイズ（天地×左右 /㎜）

280×210 断ち切り

表2 1,300,000 297×220 断ち切り

表2見開き 2,600,000 297×440 断ち切り

表3 1,100,000 297×220 断ち切り

4C1P 1,000,000 297×220 断ち切り

4Cタテ1/3P 　400,000 271×60 囲み

1C1P 　700,000 297×220 断ち切り

1Cタテ1/3P 　300,000 271×60 囲み

綴じ込みハガキ 1,000,000   150×100

●上記広告料金には消費税が含まれていません。
●申し込み締切日＝発売日の60日前までにお願いいたします。
●原稿締切日＝発売日の30日前までにお願いいたします。
●広告が予定本数に達した場合、締切日前でもお断りすることがございますので、お早めにお申し込みください。
●広告原稿は、完全版下・データ・分色フィルムのいずれかでお願いいたします。（版下・データ・フィルムの修正はできません）
●マーク・社名・商品名・価格などは、仕上がりから10㎜以上内側にレイアウトしてください。

媒体概要
発行形態●ムック
発行●年2回（6月、12月発行）
発行部数●5万部
判型●A4変型判／無線綴じ
定価●本体1,143円+税
販売●全国書店、コンビニエンスストアなど

広告料金と原稿サイズのご案内
掲載スペース

表4

料金（円）

1,000,000

サイズ（天地×左右 /㎜）

250×210 断ち切り

表2 800,000 297×220 断ち切り

表3 700,000 297×220 断ち切り

中面4C1P 600,000 297×220 断ち切り

●上記広告料金には消費税が含まれていません。
●申し込み締切日＝発売日の60日前までにお願いいたします。
●原稿締切日＝発売日の30日前までにお願いいたします。
●広告が予定本数に達した場合、締切日前でもお断りすることがございますので、お早めにお申し込みください。
●広告原稿は、完全版下・データ・分色フィルムのいずれかでお願いいたします。（版下・データ・フィルムの修正はできません）
●マーク・社名・商品名・価格などは、仕上がりから10㎜以上内側にレイアウトしてください。

●［純広告料金＋制作費30万円］×ページ数
●申し込み締切日＝発売日の70日前までにお願いいたします。
●海外及び遠方での取材は別途お見積もりをさせていただきます。
●モデル、コーディネーター、スタイリスト、作家、料理家などを特にご希望または、ご指名の場合、別途制作費をいただきます。

〒105-0004 東京都港区新橋6-14-5-5F
http://www.chikyumaru.co.jp/

株式会社 地球丸 広告部
TEL 03-3432-7902　FAX 03-3432-8242

「暮らしのまんなか」は、暮らし上手の方々のこだわりあるインテリアを紹介するほか、料理や雑貨、DIY 
など、暮らし周りの情報も幅広く掲載。住まいについて、より包括的に取り扱う、総合的インテリア誌です。
「“ 食 ”がまんなかの家」「“ 仕事 ”がまんなかの家」など、各号ごとに特集テーマを設定し、住む人が一番
大事にしているもの＝「暮らしのまんなか」が反映された住まいを紹介します。

暮らしのまんなか

暮らしにこだわりをもち、しっかりと記事を読む
天然生活の読者だからこそ、より深い情報が伝わります。

〈掲載例〉



がめざすのは
小さなこだわりのある暮らし

2004 年６月号【創刊号】

ひとつひとつの記事をていねいに読んで、
自分のこだわりに合ったものを探します。

※2014年3月現在

職業

主 婦
37%

パート・アルバイト  10%

地域

関 東
28%

中部・北陸
16%近 畿

16%

その他  1%

北海道  5%

東北  10%

中国  8%

四国  6%

九州  10%

家族構成

既 婚
（こどもあり）

73%

その他  1%
既婚（こどもなし）  8%

未 婚
18%

居住形態

戸 建
74%

その他  1%

こどもの年齢

大学生以上
54%

未就学児童
19%

小学生
14%

高校生  6%

中学生  7%

買い物をするとき気にすること

価 格
23%

安全性
16%

デザイン
22%

口コミ  5%
その他  1%

オーガニック  8%

耐久性 10%

ブランド 9%

エコ 8%

年齢

50～54 歳  13%

45～49 歳  12%

40～44 歳
16%

35～39 歳
15%

15～19 歳  1%
20～24 歳  1%
75～79 歳  1%

70～74 歳  3%
25～29 歳  3%

65～69 歳  8%

60～64 歳  8%

30～34 歳  9%

55～59 歳  10%

世帯収入

400 以上
600 未満
45%

400 未満
20%

1,000 以上
13%

800 以上
1,000 未満  11%

600 以上
800 未満  11%

※単位 /万円

10～60 代の、幅広い年齢の方に
支持されています。

既婚率は 81％。
母と娘の親子２世代でも読まれています。

価格と同じくらい、安全性も大切にしています。

関東を中心に、全国で広く読まれています。

『天然生活』は年齢を問わず、全国の女性たちに読まれています。

マンション
25%

会 社 員
20%

自営業
18%

その他
15%

インテリア
雑貨

いちばん多く時間を過ごす家には、
自分の好きなものを。

ファッション

ずっと自分らしくいられる服を選びます。

道具

シンプルに暮らしたいから、本当に
気に入った道具だけ。

美容

自然の恵みをたっぷりと。なるべく
自然でいたいから。

エコ

地球にやさしいものが、
自分にもやさしい。

手芸

ひとりで手を動かす時間は、
大切な深呼吸の時間。

料理

毎日食べる料理に、少しだけ手をかけて。

ファッション 住宅・住設【カイタックインターナショナル 様】 【日本ベルックス 様】

【ナイアード 様】

『天然生活』のテイストを生かし、小冊子を制作します。　
保存や持ち運びもできるので、営業や販売ツールとしての使用も可能です。
そのほかの形態も、お気軽にご相談ください。

  コスメ・住宅などテーマ毎の連合企画も好評です。

タイアップ事例

別冊付録事例

タイアップページ＋天然生活web 販売

別冊コスメ企画 住宅・住宅設備連合企画

【秋田県観光庁 様】地域に密着した企画

弊社HP　天然生活コーナー

- 読者の声 -
■ナチュラルでシンプルな素敵なものがよく載っ
ているので好きです。表紙の感じもおしゃれで、
つい本屋さんで手にとります。価格の割に本が厚
く読むところがたくさんあるし、特集の内容が盛
りだくさんなのでとても参考になります。
（50代 女性 主婦）

■日々忙しさにおわれて雑に生活してしまってい
ますが天然生活の誌面を見てふと我に返ります。
「この穏やかで丁寧でシンプルな生活をめざして
いるのよ！」と心を落ち着かせます。
（40代 女性 会社員）

■毎号楽しみです。「お手本」「目標」「憧れ」とし
て拝見しています。
（60代 女性 主婦）　　　　　　　　　　　　など
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●モデル、コーディネーター、スタイリスト、作家、料理家などを特にご希望または、ご指名の場合、別途制作費をいただきます。

〒105-0004 東京都港区新橋6-14-5-5F
http://www.chikyumaru.co.jp/

株式会社 地球丸 広告部
TEL 03-3432-7902　FAX 03-3432-8242

「暮らしのまんなか」は、暮らし上手の方々のこだわりあるインテリアを紹介するほか、料理や雑貨、DIY 
など、暮らし周りの情報も幅広く掲載。住まいについて、より包括的に取り扱う、総合的インテリア誌です。
「“ 食 ”がまんなかの家」「“ 仕事 ”がまんなかの家」など、各号ごとに特集テーマを設定し、住む人が一番
大事にしているもの＝「暮らしのまんなか」が反映された住まいを紹介します。

暮らしのまんなか

暮らしにこだわりをもち、しっかりと記事を読む
天然生活の読者だからこそ、より深い情報が伝わります。

〈掲載例〉



タイアップ広告

シンプルな暮らしには、
たくさんのこだわりがある。

媒体概要
創刊●2004年4月
発行●月刊（毎月20日発売）
発行部数●14万部
判型●A4変型判／無線綴じ
定価●本体657円+税
販売●全国書店、コンビニエンスストアなど

掲載スペース

4C1P

料金（円）

1,300,000

4C2P 2,600,000

広告料金と原稿サイズのご案内
掲載スペース

表4

料金（円）

1,600,000

サイズ（天地×左右 /㎜）

280×210 断ち切り

表2 1,300,000 297×220 断ち切り

表2見開き 2,600,000 297×440 断ち切り

表3 1,100,000 297×220 断ち切り

4C1P 1,000,000 297×220 断ち切り

4Cタテ1/3P 　400,000 271×60 囲み

1C1P 　700,000 297×220 断ち切り

1Cタテ1/3P 　300,000 271×60 囲み

綴じ込みハガキ 1,000,000   150×100

●上記広告料金には消費税が含まれていません。
●申し込み締切日＝発売日の60日前までにお願いいたします。
●原稿締切日＝発売日の30日前までにお願いいたします。
●広告が予定本数に達した場合、締切日前でもお断りすることがございますので、お早めにお申し込みください。
●広告原稿は、完全版下・データ・分色フィルムのいずれかでお願いいたします。（版下・データ・フィルムの修正はできません）
●マーク・社名・商品名・価格などは、仕上がりから10㎜以上内側にレイアウトしてください。

媒体概要
発行形態●ムック
発行●年2回（6月、12月発行）
発行部数●5万部
判型●A4変型判／無線綴じ
定価●本体1,143円+税
販売●全国書店、コンビニエンスストアなど

広告料金と原稿サイズのご案内
掲載スペース

表4

料金（円）

1,000,000

サイズ（天地×左右 /㎜）

250×210 断ち切り

表2 800,000 297×220 断ち切り

表3 700,000 297×220 断ち切り

中面4C1P 600,000 297×220 断ち切り

●上記広告料金には消費税が含まれていません。
●申し込み締切日＝発売日の60日前までにお願いいたします。
●原稿締切日＝発売日の30日前までにお願いいたします。
●広告が予定本数に達した場合、締切日前でもお断りすることがございますので、お早めにお申し込みください。
●広告原稿は、完全版下・データ・分色フィルムのいずれかでお願いいたします。（版下・データ・フィルムの修正はできません）
●マーク・社名・商品名・価格などは、仕上がりから10㎜以上内側にレイアウトしてください。

●［純広告料金＋制作費30万円］×ページ数
●申し込み締切日＝発売日の70日前までにお願いいたします。
●海外及び遠方での取材は別途お見積もりをさせていただきます。
●モデル、コーディネーター、スタイリスト、作家、料理家などを特にご希望または、ご指名の場合、別途制作費をいただきます。

〒105-0004 東京都港区新橋6-14-5-5F
http://www.chikyumaru.co.jp/

株式会社 地球丸 広告部
TEL 03-3432-7902　FAX 03-3432-8242

「暮らしのまんなか」は、暮らし上手の方々のこだわりあるインテリアを紹介するほか、料理や雑貨、DIY 
など、暮らし周りの情報も幅広く掲載。住まいについて、より包括的に取り扱う、総合的インテリア誌です。
「“ 食 ”がまんなかの家」「“ 仕事 ”がまんなかの家」など、各号ごとに特集テーマを設定し、住む人が一番
大事にしているもの＝「暮らしのまんなか」が反映された住まいを紹介します。

暮らしのまんなか

暮らしにこだわりをもち、しっかりと記事を読む
天然生活の読者だからこそ、より深い情報が伝わります。

〈掲載例〉
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