
問い合わせ先 株式会社扶桑社 本社 東京都港区芝浦1-1-1 広告部 ＴＥＬ03-6368-8855
関西支社 大阪市北区梅田2-5-6桜橋八千代ビル6階 ＴＥＬ06-6343-2122   

隔月刊 住まいの設計２０２０年１月１５日発売（２０２０年２月号）

編集連動広告企画のご案内

『住まいの設備・建材大図鑑』（仮）

現代の住宅で大切なのは、なんと言っても住み心地の良さと、

快適さです。そんな豊かな暮らしを実現するためには住宅の

設備や建材選びが重要です。注文住宅で家を建てたいと

考えている読者が後悔しないために、

今号では巻頭特大編集企画にて

住宅の様々な設備・建材について

ご紹介いたします。

～自分らしい理想の家をつくるための～

巻頭大特集

WEBサイト『日刊
Sumai』掲載付

PC・SP



設備・建材のカテゴリーごとに施工事例を数件と、カタログ風に様々な商品アイテムの紹介。
施工事例は１事例につき１/２ｐ～２ｐ程度。商品紹介は１アイテムにつき１/４ｐ～１/６ｐ程度。

【アイテム候補】
■水まわり：キッチン、バス、水栓、洗面、トイレ、レンジフード、食洗機、ＩＨクッキングヒーター、
ガスコンロ、ビルトイン調理機器、浄水器などのキッチン関連商品

■内装材・インテリア：フローリング、室内ドア、壁紙、タイル、収納、ブラインド、スクリーン、
カーテン、塗料、珪藻土、漆喰など

■外装材：外壁、断熱材、屋根材など
■玄関・窓：玄関ドア、窓、鍵、テレビ付ドアホン、宅配ＢＯＸなど
■エクステリア：ウッドデッキ、バルコニー、庭まわり、カーポート、門扉など
■エネルギー関連：空調・換気システム、太陽光発電、エネファーム、蓄電池、ＨＥＭＳなど

これから家を建てようとしている読者に向け、施工事例や設備・建材機器の紹介を通して計
約８０～１００ページの特大ボリュームにて紹介いたします。

（約80～100ｐ）

編集企画内容

『住まいの設備・建材大図鑑』（仮）

導入部として、建築家大島健二氏（予定）のイラストにて４～６ｐで住宅設備・建材についての概論と
解説。設備・建材選びの大切さを指南。

設備・建材にこだわった建築家で建てた住宅のモデルケースを１～２件紹介
Part②

Part①

Part③

巻頭大特集

WEBサイト『日刊
Sumai』にも掲載

PC・SP



編集記事・タイアップ構成案（仮）

巻頭大特集

建築家大島健二氏（予定）のイラ
ストと文章で住宅設備・建材につ
いての概論と解説（４ｐ～６ｐ）

広告設備・建材にこだわった、建築家
で建てた住宅の施工事例を１～２
件紹介。計８ｐ～１２ｐ程度

Part①Part②

水まわり事例紹介
（キッチンなど）

水まわり事例紹介
（キッチンなど）

水まわり事例紹介
（バスなど）

水まわり事例紹介
（洗面・水栓など）

特集タ
イトル

Part③

『住まいの設備・建材大図鑑』（仮）

ページ構成イメージ（仮）

設備・建材のカテゴリーごとに部分的な施工事例数件と、カタログ的に様々な商品ア
イテムの紹介。（計６０～８０Ｐ程度）

水まわり編

水まわり編

水まわり設備機器紹介（キッチン、バス、水栓、洗面、トイレ、レンジフード、食洗機、ＩＨクッキングヒーター、ガ
スコンロ、浄水器などのキッチン関連商品） １アイテム1/4ｐ～1/6ｐ程度のスペース

広告1ｐ 広告1ｐ広告2ｐ

アイテム紹介

事例紹介



Part③つづき

編集記事・タイアップ構成案（仮）

内装材・インテリア 事例紹介数件

外装材 事例紹介数件

内装材・イ
ンテリア編

内装材・イ
ンテリア編

ページ構成イメージ（仮）

外装材編

玄関・窓 事例紹介数件

収納、フローリング、室内ドア、ブライン
ド、スクリーン、カーテン、塗料、珪藻土な
ど。 １アイテム1/4ｐ～1/6ｐ程度のス
ペース

玄関・窓編

外装材編

広告1ｐ

広告1ｐ

広告1ｐ

広告2ｐ
玄関・窓編

外壁、断熱材、屋根材など。１アイテ
ム1/4ｐ～1/6ｐ程度のスペース

広告2ｐ

広告1ｐ

玄関ドア、窓、鍵、テレビ付ドアホン、
宅配ＢＯＸなど。１アイテム1/4ｐ～1/6
ｐ程度のスペース

事例紹介アイテム紹介

事例紹介アイテム紹介

アイテム紹介 事例紹介



Part③つづき

編集記事・タイアップ構成案（仮）

エクステリア施工事例数件

エネルギー関連施工事例数件

ページ構成イメージ（仮）

ウッドデッキ、バルコニー、庭まわり、
カーポート、門扉など。１アイテム1/4ｐ
～1/6ｐ程度のスペース

空調・換気システム、太陽光発電、エネ
ファーム、蓄電池、ＨＥＭＳなど。１アイテ
ム1/4ｐ～1/6ｐ程度のスペース

エクステリ
ア編

エネルギー
関連編

エクステリ
ア編

エネルギー
関連編

広告1ｐ
広告1ｐ

広告1ｐ
広告2ｐ

事例紹介アイテム紹介

事例紹介アイテム紹介



〈掲 載〉 住まいの設計２０２０年１月１５日発売（２０２０年２月号 ）

〈定価料金〉 ４C１P／定価７５万円（グロス） ４C見開き／定価１５０万円（グロス） ４C４P／定価３００万円（グロス）のところ

〈ご提案料金〉
■４ｃ１ｐタイアップ 掲載、製作費合わせて７５万円（グロス） （日刊Sumai詳細記事付）
■４Ｃ見開きタイアップ 掲載、製作費合わせて１１０万円（グロス） （日刊Sumai詳細記事付）
■４ｃ４ｐタイアップ 掲載、製作費合わせて１８０万円（グロス） （日刊Sumai詳細記事付）
■４ｃ１ｐ純広 掲載料金はご相談ください。（純広の場合は『日刊Ｓｕｍａｉ』では、カタログ風アイテム紹介

のみとなります。）

※撮影、遠距離取材等がある場合は別途費用が発生します

〈お申込み締切〉 ２０１９年１１月５日（火）
〈校了日〉 ２０１９年１２月１８日（水）
〈資料請求について〉 資料請求は、巻末の申し込みハガキにて対応させていただきます。

編集タイアップ・純広告掲載プラン

広告掲載について

設備・建材メーカー様向けに、貴社注目商品に関してのタイアップ記事または純広を４ｃ１ｐ～

４ｃ４ｐの掲載にてご提案いたします。



ＷＥＢサイト『日刊Ｓｕｍａｉ』掲載サービスについて

本誌記事を利用し、施工事例と
商品アイテムを掲載。スポン
サー対象商品にはイチオシ！
マークを。

貴社サイトへ遷移

スポン
サー
サイト

PC/SP

トップーページに企画
誘導バナー設置（仮）

本
誌
掲
載
の

商
品
ア
イ
テ
ム
記
事
を

最
適
化
し
て
転
載
！

企画誘導枠
【タイトル】

■日刊Sumai掲載イメージ（PC/SP）

アイテ
ム紹介

各社商品ア
イテム詳細の
記事ページ

本誌タイアップ記事を利用して
各社商品アイテムを詳しく紹介！

【本誌タイアップ掲載スポンサー様限定！】
本誌タイアップ記事を日刊Sumai向けにリライトし掲載。貴社の商品を家づくりに関心のあるターゲットユーザーへ
広くアプローチいたします。

編集部イチオシ！『住まいづくりに役立つ設備・建材はこれ』(タイトル仮)

本誌純広・タイアップ掲載スポ
ンサー様限定！

日刊Sumaiに企画ページを特設。『住まいの設計』本誌に掲載された
Part③の商品アイテムはWEBサイト日刊Sumai（https://sumaiweb.jp/）
にすべて掲載されます

特典

・1月15日頃～掲載スタート
・企画誘導枠設置：8週間

アイテ
ム紹介

アイテ
ム紹介

アイテ
ム紹介

アイテ
ム紹介

アイテ
ム紹介

純広の場合

タイアップの場合タイアップの場合

https://sumaiweb.jp/


自分らしいお気に入りの 家 と 暮らしのメディア

「日刊Sumai」は、住宅専門誌『住まいの設計』から派生したWEBメディア。
“快適な住まい” “丁寧な暮らし”を求めるユーザーに向けた
家づくりや暮らしの知恵に関する情報を毎日発信しています。

とは？

[月間UU数]

2,300,000PV

1,300,000UU

[月間PV数] ＼ 女性60%／ ＼25歳〜44歳が70%／

60％

40% 女性
男性

33%

37％

18%

12％
25歳〜34歳

35歳〜44歳

45歳〜54歳

55歳〜
https://www.fusosha.co.jp/mediadata/
web.html#sumaiweb

https://sumaiweb.jp

「日刊住まい」の媒体資料のダウンロードはこちら

家と暮らしにこだわる20代後半～40代
前半の女性中心に情報を届けます

ＷＥＢサイト『日刊Sumai』について

住まい 暮らし Magazine
特集 ・
連載

・新刊紹介
・ダイジェスト記事

DIY/収納術/家電/家事コツ/
インテリア雑貨 etc

・施工実例
（新築/リノベーション/工務店）

・住まいのお役立ち情報

詳細は広告部までお問い合わせください

問い合わせ先 株式会社扶桑社 本社 東京都港区芝浦1-1-1 広告部 ＴＥＬ03-6368-8855
関西支社 大阪市北区梅田2-5-6桜橋八千代ビル6階 ＴＥＬ06-6343-2122   

https://www.fusosha.co.jp/mediadata/web.html#sumaiweb

