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「からだにいいこと」 ×「Ｍｙ ＨＯＭＥ＋」 大好評企画第５弾！

「こんな時代だからこそ、やっぱり、家が大事！project 2011・夏」

２誌コラボ連動特集企画のご提案２誌コラボ連動特集企画のご提案

２０１１年５月１２日

株式会社祥伝社 「からだにいいこと」編集部

株式会社エクスナレッジ 「My HOME＋」編集部



■健康雑誌「からだにいいこと」読者アンケートデータ

読者２ ０名に ケ ト
■３ からだにいいこと誌で、住まいに関する記事は読みたい？

読者２７０名にアンケート
（2011年04月11日集計）

■１ あなたの家は？

■３ からだにいいこと誌で、住まいに関する記事は読みたい？
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■はじめに～「やっぱり、家が大事！Project 2011・夏」 両誌特集コンセプト～

月 ６ 月２７月１６日
発売号

７月２１日
発売号×

【健康雑誌の読者が最も欲する「住まいの情報」】【健康雑誌の読者が最も欲する 住まいの情報」】

前ページのアンケート結果からみえてきたのは、やはり、「冬暖かく、夏涼しく住める
家・・・。つまり、家そのものが、家としての性能を当たり前のように
発揮して、家族全員が安心して、快適に住める家。」を、どのように創っていく

かということ。

【このような時期だからこそ・・・】【このような時期だからこそ・・・】
今回の震災を経て、多くの日本人は「家があることのありがたさ」をあらためて感じ、「家って大事！」と認識をあら
たにしたハズです。
さらには、この夏の電力不足の影響により、家の中でも自然の力を利用して涼しく暮らすための情報ニーズは、高
まるばかりですまるばかりです。

【両誌における、特集テーマ設定】
そこで、本コラボ企画の２０１１年・夏版では、それぞれの雑誌分野のノウハウを駆使し、以下のテーマ設定で特集
を作ってまいりますを作ってまいります。

●「からだにいいこと」
健康雑誌のノウハウにより、「パッシブ・クーリング」という考え方を、わかりやすく紹介。

●「My HOME＋」
エコ住宅（＝快適で省エネ、しかも家計にもやさしい！）」の実践例を中心に、
「パッシブ」×「アクティブ」×「+α」で構成。



「からだにいいこと」と「Mｙ HOME＋」では 「やっぱり 家が大事！」をテーマに コラボ企画を２誌連動で実施します

■企画の流れと、料金設定

「からだにいいこと」と「Mｙ HOME＋」では、「やっぱり、家が大事！」をテーマに、コラボ企画を２誌連動で実施します。

【企画パッケージ】
＜企画の流れ＞

●「からだにいいこと」（２０１１年７月１６日売り）で ４ｃ４ｐ特集「健康雑誌的・家が大事！特集」を掲載●「からだにいいこと」（２０１１年７月１６日売り）で、４ｃ４ｐ特集「健康雑誌的・家が大事！特集」を掲載。
●「Mｙ HOME＋」（２０１１年７月２１日売り）にて、４ｃ４ｐ特集「住宅専門誌的・家が大事！特集」を掲載。

＜広告のご出稿＞＜広告のご出稿＞

●両誌編集特集の隣接にて、住宅連合企画として各社様のタイアップ広告or純広を掲載。

＜資料請求の受付＞

●連合ハガキ（My HOME＋は、通常の資料請求システム）にて、資料請求を各媒体ごとに受付。
→協賛社様に、パスワード付きエクセルデータにて、フィードバック。（２媒体がそれぞれに、データをフィードバック。）

プ＜オプション＞

●掲載終了後に、両誌の編集特集を１冊の冊子にまとめて、貴社の営業ツールとしてご提供することも可能です。

（※協賛者様のご希望に合わせて、ページ構成の組み合わせはご相談させていただきます。）

【企画実施料金】 ※タイアップは制作費を含みます。

●両誌とも、４ｃ２ｐタイアップでご出稿（計４ｐ） →２５０万円 （通常セット出稿価格４４０万円）

●両誌とも ４ｃ１ｐタイアップでご出稿（計２ｐ） →１５０万円 （通常セット出稿価格２２０万円）
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●両誌とも、４ｃ１ｐタイアップでご出稿（計２ｐ） →１５０万円 （通常セット出稿価格２２０万円）

●両誌とも、４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広でご出稿（計４ｐ） →２２５万円 （通常セット出稿価格３９５万円）

●両誌とも、４ｃ１ｐ純広でご出稿（計２ｐ） →１００万円 （通常セット出稿価格１７５万円）



■両誌での企画構成

本誌の流れ

ハ 特集

「パッシブクーリングを知っていますか？」特集
（４ｃ４ｐ）

見開き協賛社様
単ページ
協賛社様

単ページ
協賛社様

見開き協賛社様
資料請求

カタログ紹介

特集記事
ハ
ガ
キ

特集
トビラ

（４ｃ４ｐ）協賛社様 協賛社様カタログ紹介

では、家を選ぶときの具体的な視点とは？？ → 「My HOME +」に続く

■協賛者様タイアップページでも希望があれば、「Ｍｙ ＨＯＭＥ＋」へと連動します。

■「からだにいいこと」で、一戸建ても夢じゃない！と思った読者
を、「Ｍｙ ＨＯＭＥ＋」の連動特集へと誘導します。

資料請求
シート

特集
トビラ特集記事

「快適なエコ住宅の作り方」特集
（４ｃ４ｐ）

見開き協賛社様
単ページ
協賛社様

単ページ
協賛社様

見開き協賛社様
資料請求
システム

■本ブリッジ企画専用ハガキではなく、「Ｍｙ HOME＋」の通常号で用意されている

資料請求シート（ハガキ・ＦＡＸ・ＷＥＢから申し込みが可能）を 利用します
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●各協賛社様ごとのページ数は、あくまでもイメージです。

●ご協賛社数は、５社様限定とさせていただきます。

●ご協賛社様の掲載順につきましては、編集部にご一任くださいませ。
※ は、共通アイコン「やっぱり家が大事！prject‘１１」

資料請求シ ト（ハガキ ＦＡＸ ＷＥＢから申し込みが可能）を、利用します。



■「やっぱり、家が大事！2011・夏」 からだにいいこと特集記事部分４ｐ＜内容案＞

１ｐ目２ｐ目

７月１６日７月１６日
発売号

取材先候補

●龍有二先生●龍有二先生
北九州市立大学国際環境工学部・
大学院国際環境工学研究科教授

３ｐ目４ｐ目



■「やっぱり、家が大事！2011・夏」 My HOME＋特集記事部分４ｐ＜内容案＞

１ｐ目２ｐ目

７月２１日
発売号

３ｐ目４ｐ目



■ＷＥＢとの連動イメージ

公式ＷＥＢ
サイト

公式ＷＥＢ
サイト

一戸建てのいいことキャンペーン
ＷＥＢサイト 【からこと版】

■各社様のタイアップ広告or純広誌面

は、両媒体の公式サイトからも、その内容
が 見れるようにＷＥＢ上にＵＰいたしま
す。
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■また、そのページから、各社様のＷＥＢ
サイトへのリンクも設定いたします。

一戸建てのいいことキャンペーン
ＷＥＢサイト 【Ｍｙ Home＋版】



■スケジュール

からだにいいこと ７月売り Ｍｙ ＨＯＭＥ＋ ７月売りからだにいいこと ７月売り

ブリッジ企画 お申し込み締め切り５月３１日

Ｍｙ ＨＯＭＥ＋ ７月売り

６月１０日までに からだにいいこと（７月売り）
オリエン実施

６月初旬 Ｍｙ HOME+（７月売り）
オリエン実施

からだにいいこと（７月売り）
誌面制作

Ｍｙ HOME+（７月売り）
誌面制作

７月１日 からだにいいこと（７月売り）
誌面校了 ７月頭 Ｍｙ HOME+（７月売り）

誌面校了誌面校了 誌面校了

７／１６ 「からだにいいこと」発売！

７／２１ 「Ｍｙ HOME+」発売！
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８月中旬

「からだにいいこと」（６月売り）
広告評価アンケートの
フィードバック。



■媒体スペック 【 My HOME+】

建築業界で50年以上
の歴史をもつの歴史をもつ

専門出版社が作った、

「“納得のマイホームを
手に入れる”ための手に入れる”ための、
ハウツーガイド本」



■媒体スペック 【からだにいいこと１】

【2004年】 元ベネッセ「サンキュ！」の編集長らが集まって創刊。（創刊号＝１２月売り号）

【2005年】 キリンビバレッジ様の新商品販促キャンペーンを共同展開。

【2006年】 ルックJTB様との共同開発商品 「からだにいいことアジア」順次リリース。

【2007年】 大阪で、B to Cイベント 「第２回からだにいいこと博覧会」開催。

【2008年】 小田急百貨店新宿店で、期間限定 in SHOP 「からだにいいことスタイルSHOP」オープン。

【2009年】 東芝都庁／小田急百貨店／東芝様らと、社会貢献型イベント 「西新宿ピンクリボンキャンペーン」プロデュース。

2010年
2010年
11月売り

2011年
02月売り

【2010年】 約１年間で、なんと！合計６号が完売！

2010年
1月売り

2010年
3月売り

2010年
8月売り

10月売り
11月売り



■媒体スペック 【からだにいいこと２】

一般主婦の暮らしと本音を知り尽くした、
生活雑誌出身の精鋭スタッフが作る、

「“健康的な日常生活を手に入れる”ための、健康的な日常 活 手 入れる た 、
ハウツーガイド本」



■媒体スペック 【からだにいいこと３】

■【からだにいいこと】独自の広告効果測定サービスのご紹介



■媒体スペック 【からだにいいこと４】

年
代

７０代

「壮快」

健康系シニア 生活情報誌系
シニア 1冊で、健康・キレイになれる情報が満載の

６０代 「ゆうゆう」

「いきいき」 他

「安心」

「健康」

「わかさ」

シ ア

「健康&美容&生活情報誌」 という

情報通な女性に嬉しい新ジャンル！！

５０代
「美STORY」

「日経ヘルスプルミエ」
他

健康・美容系ミドル

ライフスタイル志向生活情報志向

４０代

３０代

ライフスタイル 提案系
Ku: nel
天然生活

生活情報誌系
ヤング

「レタスクラブ 」

料理雑誌系
暮らし方 雑貨

「クロワッサン」
「LEE」健康系

ヤング

２０代

天然生活
エココロ「サンキュ！」

「ESSE 」
「Saita 」
「おはよう奥さん」

ヤング
「レタスクラブ 」
「オレンジページ」

暮らし方・雑貨
情報誌系「日経ヘルス」

「BODY＋」
「からだの本」
「FYTTE」

ヤング

生活情報誌系･健康雑誌系のポジショニング
（読者年齢×ライフスタイルこだわり度）



■２誌コラボ企画の過去実績

「健康生活雑誌」×「住宅専門雑誌」健康生活雑誌」× 住宅専門雑誌」

この異分野の２誌が、お互いの強みを特集コンテンツに活かしながら、
過去に数々のコラボ企画を成功させてまいりました！
（毎回、５社様の協賛社がご協力くださっています。）

からだにいいこと （毎月１６日発売）

（毎回、５社様の協賛社がご協力くださっています。）

Ｍｙ ＨＯＭＥ＋ （４，７，１０，１月の２１日発売）



■からだにいいこと住宅関連企業様出稿実績 ①
（05年10月売り～07年06月売り）

第１回（‘０５年１０月売り）
＜協賛メ カ 様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ 日本建築住宅センタ＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ 日本建築住宅センター

第２回（‘０５年１１月売り） 連合企画
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ ＴＯＴＯ（発汗生活） ●４ｃ１ｐタイアップ→ ノーリツ（ドライホット）

第３回（‘０５年１２月売り）
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ３ｐタイアップ→ ダイワハウス（センテナリアン）

第４回（‘０６年１月売り）
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ６ｐタイアップ→ ミサワホーム（ビキコート）

第５回（‘０６年３月売り） 連合企画「からだにいい住まいづくりカレッジ 第１期（’０６年春期講座）」第５回（ ０６年３月売り） 連合企画 からだにいい住まいづくりカレッジ 第１期（ ０６年春期講座）」
＜協賛メーカー様＞ ●純広→ ダイワハウス（インテリジェンストイレ・1ｐ）、 INAX（ＰＡＳＳＯ・２ｐ） ●４ｃ５ｐタイアップ→ パナソニック電工（i－Ｕ）
●４ｃ２ｐタイアップ→ 日本建築住宅センター、 パナホーム（エコかべくん）、東京ガス（ミスティ）
●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホーム（ＥＢＨ研究所）、 INAX（ＰＡＳＳＯ）

第６回（‘０６年５月売り） 連合企画「からだにいい水のある暮らし」
＜協賛メ カ 様＞ ●純広 パナソニック（アルカリイオン整水器 1 ） ノ リツ（ドライホット １ ）

第８回（‘０６年１０月売り） 連合企画「からだにいい住まいづくり特集 第２期

＜協賛メーカー様＞ ●純広→ パナソニック（アルカリイオン整水器・1ｐ）、 ノーリツ（ドライホット・１ｐ）
●４ｃ２ｐタイアップ→ 三菱レイヨン・クリンスイ（浄水器）、 セコムアルファ（アクアミルム） ●４ｃ１ｐタイアップ→ ノーリツ（ドライホット）、 アクアクララ、

第７回（‘０６年９月売り）
＜協賛メーカー様＞ ●純広→ ダイワハウス（センテナリアン・1ｐ）、 ミサワホーム（ビキフェミー・１ｐ） ●４ｃ１ｐタイアップ→ ミサワホーム（ビキフェミー）

第８回（ ０６年１０月売り） 連合企画「からだにいい住まいづくり特集 第２期」
＜協賛メーカー様＞ ●純広→ ダイワハウス（ジーヴォ・1ｐ）、パナホーム（エルソラーナ・１ｐ）
●４ｃ２ｐタイアップ→ ＴＯＴＯ（キッチン）、三菱レイヨン・クリンスイ（炭酸泉） ●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホームズ（ＥＢＨ研究所）

第９回（‘０６年１２月売り） 連合企画「きれいなくらし」
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ 東京ガス（床暖房）、 セコムアルファ（アクアミルム） ●４ｃ１ｐタイアップ→ パナホーム（エルソラーナ）

第１０回（‘０７年６月売り） 連合企画「住育プロジェクト第１回」＆「こどもにいいこと」
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ ダイワハウス（ジーヴォV）、 ミサワホーム（リンケージ）
●４ｃ１ｐタイアップ→ パナホーム（ソラーナビアンカ）、 東急ホームズ（クラストパーク） ●４ｃ１／２ｐタイアップ→ 日本建築住宅センター

第１１回（‘０７年８月売り） 連合企画「住育プロジェクト第２回」

※次ページにつづく

＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ１ｐタイアップ→東急ホームズ（ミルクリーク） ●４ｃ１ｐ純広→ＩＮＡＸ（エコカラット）

第１２回（‘０７年１０月売り） 連合企画「住育プロジェクト第３回」
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホームズ ●４ｃ１ｐ純広→ ダイワハウス ●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム、 ＩＮＡＸ
●４ｃ１／２ｐタイアップ→ 晴海デザインセンター



第１３回（‘０７年１２月売り） 連合企画「住育プロジェクト第４回」
＜協賛メ カ 様＞ ●４ １ タイア プ 東急ホ ムズ ●４ １ 純広 ＩＮＡＸ

※前ページからのつづき

■からだにいいこと住宅関連企業様出稿実績 ②
（07年08月売り～10年12月売り）

＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホームズ ●４ｃ１ｐ純広→ ＩＮＡＸ

第１４回（‘０８年６月売り） 連合企画「住育プロジェクト’０８～本当にいい住まい方づくり。～」
＜協賛メーカー様＞ ●４ｃ２ｐタイアップ→ ダイワハウス ●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホームズ、ＬＯＬＡ
●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム

第 （‘ 年 売 ） 連合企 「 年住 に 住 考第１５回（‘０８年１１月売り） 連合企画「２００年住める からだにいい住まいを考える」
＜協賛メーカー様＞
●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム 、ダイワハウス
●４ｃ１ｐタイアップ→ 東急ホームズ

住宅専門誌「Ｍｙ Home＋」コラボ企画 第１弾（からこと‘０９年６月売り掲載） 「一戸建てのいいこと＃１」住宅専門誌 Ｍｙ Home＋」コラボ企画 第１弾（からこと ０９年６月売り掲載） 戸建てのいいこと＃１」
＜協賛メーカー様＞
●４ｃ２ｐタイアップ→ ミサワホーム 、東京ガス
●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム
●４ｃ１ｐタイアップ→ ＩＮＡＸ
●４ｃ１ｐ純広→ クリナップ

コラボ
企画

住宅専門誌「Ｍｙ Home＋」コラボ企画 第２弾（からこと‘０９年１２月売り掲載） 「一戸建てのいいこと ＃２」
＜協賛メーカー様＞
●４ｃ２ｐタイアップ→ パナソニック電工 、セキスイハイム
●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム
●４ｃ１ｐタイアップ→ 関西ペイント

コラボ
企画

●４ｃ１ｐ純広→ クリナップ

住宅専門誌「Ｍｙ Home＋」コラボ企画 第３弾（からこと‘１０年６月売り掲載） 「一戸建てのいいこと ＃３」
＜協賛メーカー様＞
●４ｃ２ｐタイアップ→ ミサワホーム 、アキュラホーム
●４ｃ１ｐタイアップ＋４ｃ１ｐ純広→ パナホーム

コラボ
企画ｐ ｐ

●４ｃ１ｐタイアップ→ ＹＫＫＡＰ
●４ｃ１ｐタイアップ→ ダイキン

企画

住宅専門誌「Ｍｙ Home＋」コラボ企画 第４弾（からこと‘１０年１２月売り掲載） 「一戸建てのいいこと ＃４」
＜協賛メーカー様＞
●４ｃ２ｐタイアップ→ パナホーム 、 エス・バイ・エル コラボｐ
●４ｃ１ｐタイアップ→ ＹＫＫＡＰ
●４ｃ２ｐ純広 → 東芝 、 オクタ

ラボ
企画


