●広告料金表抜粋
掲載スペース

カラー
定価

モノクロ
（税抜き価格）

定価

2022年

サイズ
（税抜き価格）

（天地×左右mm）

第1ブロック（巻頭2ページ目〜）

539,000円（490,000円）

297×210mm

記事対向１ページ

539,000円（490,000円）

297×210mm

１ページ

495,000円（450,000円）

203,500円（185,000円）

297×210mm

1/2ページ

275,000円（250,000円）

104,500円（95,000円）

132×185mm

記事中縦1/3ページ(後付)

198,000円（180,000円）

1

月号

SHOTENKENCHIKU

272×56mm

※広告企画関連広告は紹介記事の周辺に集中して掲載いたします。

広告企画書

※その他のスペース、タイアップ広告については、お問い合わせください。

月刊『 商店建築 』2022年1月号

●媒体概要
創刊／1956年8月

発行部数／32,000部

販売方法／全国書店販売

2021年12月28日発売号

定価／2,138円
（税込）

製本･開き／あじろとじ･左開き

●読者層（抜粋）
建築設計事務所／18.1％

インテリアデザイン事務所／13.4％

店舗設計施工業／11.6％

建築業
（一式）
／10.6％ 店舗設計事務所／8.3％

進行スケジュール

広告申込締切日
11月15日

広告原稿締切日
11月19日

発売日
12月27日

1月号広告企画

取り扱い広告代理店

店舗建材＆設備 総特集
SHOP & SHOWROOM
GUIDEBOOK
id,job連動 人材募集企画
for Professional 2022

株式会社 商店建築社
東京本社／〒 160-0023

東京都新宿区西新宿 7-5-3

大阪支社／〒 542-0086

大阪市中央区西心斎橋 1-9-28

https://www.shotenkenchiku.com

TEL ： 03-3363-5760
TEL ： 06-6251-6523

※『商店建築』媒体資料、各号企画書、広告企画予定表のダウンロードはこちら→

URL ◉ https://www.shotenkenchiku.com/user_data/ad_info.php
※編集企画・特集掲載予定物件はお問い合わせください。

2022年 1月号

●発売日

………………………………………………

2021年12月27日

広告企画書

●広告申込締切日 …………………………… 11月15日

Ad vertising Project Proposal

●広告原稿締切日 …………………………… 11月19日

広告企画とは？

広告企画内製品紹介の条件は？

広告企画では、毎号テーマを設け、デザインや機能性
に優れた店舗用建材や設備製品を 1 ページあたり 3
〜4 点のスペースで多数紹介します。掲載内容は、製
品・施工事例写真（1 〜 2 点）
、製品紹介文（300 字以
内）
、会社情報のほか、読者が簡単に資料請求を行える
「資料請求番号」
を記載します。

広告企画の製品紹介は、当該号に純広告、モノクロ
1/2 ページ（広告料金：104,500 円）以上の出稿ス
ポンサーが対象になります。巻末のプロダクトイン
フォメーション（TOPICS、SHOP&SHOWROOM）
は、
広告出稿にかかわらず掲載可能です。

●スポンサー・広告代理店への見本誌発送日：12月23日〜

●広告企画

●『 商店建築 』挟み込み付録

店舗建材＆設備総特集 2022

SHOP ＆ SHOWROOM
GUIDEBOOK

前回
（2021 年 1 月号）
記事掲載ページ→

メーカー各社の新たな店舗用建材や設備をジャンル別に紹介

2021年、新型コロナウイルスの影響もあり、人の動き方が大きく様変わりしまし

for Professional 2022

「id＋」掲載例→

実物 を体験・体感できるショールームの応援企画

た。店舗や商業施設の在り方も考え直されています。施設に用いられる建材や設備
は、より高い機能性や多様性、さらにSDGsに適しているかが求められ、メーカー
各社は知恵をしぼってよりよい製品を市場に提供し始めています。本企画ではそう
した最新の建材や設備をカテゴリに分け、施工例とともに紹介します。

店舗や各種施設に向けた建材や設備のショップ＆ショー
ルームの情報を集めて特別編集。
『商店建築』誌に挟み込
むブックインブック方式で制作します。
ショップやショー
ルームを開設されている企業様がご利用しやすいよう、

広告対象製品

特別な協賛広告料金を設定しています。
また、弊社が運営

壁材：シート／パネル／タイル／レンガ／漆喰／左官材／塗装／化粧板

」に、
する Web サイト「id+（インテリアデザインプラス）

床材：フローリング／タイル／シート／カーペット／畳
装飾材：オーナメント／モールディング／特殊塗装／ファブリック／装飾金物／組子
建築金物：ドアノブ／レバーハンドル／ヒンジ／スイッチプレート
透明素材：ガラス／アクリル／和紙／メッシュ／パンチングメタル
店舗設備：ディスプレイ／空調設備／防犯設備／建築照明／演出照明／サイン／厨房設備
環境演出：音響／映像／水景演出／グリーン／プランター
UPI 表参道（『商店建築』2021 年 7 月号掲載）
設計／ハプンスタンスコレクティブ [HaCo]
山﨑智貴＋ハビエール・ビヤール・ルイズ
撮影／田中克昌

「id＋SHOP & SHOWROOM GUIDE for Professional」を開
設。
誌面に掲載した情報に加え、Web ショールームへのリ
ンクや提供動画の掲載も可能。
掲載イメージや前回実績
など、
詳しくは別紙企画書をご覧ください。

感染症対策設備：検温設備／消毒設備／接触機会削減設備／入退店管理システム

1 ページ、1/2 ページ掲載例

ほか、
店舗や施設を構成しうる建材・設備が対象となります。

前回
（2021 年 1 月号）
記事掲載スポンサー
内装材：パネフリ工業、
大和工業、
コーワ、
野原ホールディングス、
竹松工業、
ノミック、
ノスタモ、
アドヴァン、
北三、
リフォジュール、
オムニツダ、
タニハタ、
ウッドワン
ファイバー＆テキスタイル：シンコー、
インビスタジャパン、
リソース・インターナショナル

●『 商店建築 』+「 id,job 」連動 広告企画

名古屋モザイク工業、
竹定商店、
池上産業、
セイキ販売、
日本玉石
内・外装材：プラン 21 コーポレーション、
外装材：ケイミュー、
みはし、
堺貿易
感染症対策：アイカ工業、
アルベロプロ、
菅原工芸、
棚橋工業、
ウシオライティング、
サンゲツ
オール、
カラーキネティクス・ジャパン、
アコードデザイン、
発研セイコー、
アリストジャパン
照明・サイン：EL JEWEL、
店舗設備：パナソニック、
日立グローバルライフソリューションズ、
プランツスケープ、
セラタ、
加藤秀金属、
グローバル、
ロイヤル、
ナニック ジャパン

id,job 連動 人材募集企画

（順不同・敬称略）

有能な人材 確保 のためのサポート企画

今後の広告企画予定
月号

2月号

発売日

1月28日

申込締切日

12月15日

原稿締切日

12月20日

広告企画

インテリアデザイン業界に特化した求人サイト「id,job（インテリ

商店建築 SELECT

アデザインジョブ）」と月刊『商店建築』が連動した求人広告特集

ライン照明＆間接照明＆小型スポットライト

です。各設計事務所の魅力を取材記事で紹介するとともに、例年ご

1/4 ページ広告企画

好評いただいている1/4ページ広告と「id,job」が連動するプランを

アフター / ウィズコロナの店舗・施設用設備

3月号

2月28日

「id＋」掲載例→

「id,job」
掲載例→

1月14日

1月20日

SK エキジビション 2022
パネル＆ボード

ご用意しました。取材記事は、誌面のみならず弊社が運営するWeb
サイト「id+（インテリアデザインプラス）」にも無料で掲載しま
す。詳しくは、別紙企画書をご覧ください。
誌面記事掲載例

※商店建築 SELECT ⇒ メーカー取材を元に、
製品のスペックだけでなく、
製品の開発意図や企業姿勢などを記事 ( 有料 ) として掲載します。
※企画内容は変更する場合がございます。
予めご了承ください。

1/4P サイズ求人広告掲載例

2021 年 12月27日発売号

SHOTENKENCHIKU

January 2022

1

月号

編集・予定企画

新年企画 「サスティナブルと空間デザイン」

〜店舗設計 も、SDGs 、エコロジー 、サーキュラ ーエコノミーを志向し 始めている

デザイナーとサーキュラーエコノミー研究家との対談を始め、建設会社のオフィスビル改修、IT 企業のオフィス移
転などのプロジェクトをレポートする。
また、デザインファームや産業廃棄物の処理業の代表、インテリアデザイナ
ーへのインタビューに加え、
古材や廃材などを家具に用いたプロジェクトなど、
サスティナブルと空間デザインをテ
ーマにさまざまなプロジェクトを紹介。

業種特集 「カフェ」
コーヒー豆の販売会社が手掛けるカフェ、佐賀のミルク出しコーヒー店、クリームソーダーとカレーを提供する喫茶
店、岡山の公園内にオープンしたピッツェリア、サードウェーブコーヒーの代表とされるアメリカ発祥のコーヒーシ
ョップの新店など、
個店から全国展開のチェーン店までさまざまな最新のカフェを紹介。

連続企画 「人が集まる拠点をつくる」
vol.６ 店づくりは、街づくり

半年に渡る連続企画の第六弾のテーマは、
「店づくりは、街づくり」
。
同じ事業者が同じ街の中に、ホテルやカフェなどを、

2 軒、
3 軒と出店していくことで、
点が線になり、
面になっていく。
そこに賑わいや雰囲気が生まれて、
客が集まり、
他の事
業者も出店してくる。
そんな街づくりの起点になっている店づくりを全国から集める。

連載・予定企画
新連載「インテリア法規

きほんの き 」

店舗インテリアを設計するにあたり、設計者が必ず知っておかなければいけない法規がある。建築基準法、消防法、食品衛生法、風営法、
旅館業法など、実務で必要なポイントだけをかいつまんで専門家が解説。若手デザイナー必見の連載。

「東京歳時記」
TOKYO2020 で変わりゆく街並みを写真と俳句で辿る

「 Lighting in the Space 」

国内外の照明器具が使われる様々なシーンを紹介する

「ポストショッピング空間を求めて」
これからの商業施設のつくり方を考える

「商業空間は公共性を持つか」

建築家・西倉美祝氏と共に、商業空間を公共性を探る

※企画内容は変更・延期する場合がございます。予めご了承ください。

