●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

2023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 』2023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

2022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％

取り扱い広告代理店

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21日

発売日
12月28日

1月号広告企画

店舗建材＆設備 総特集
SHOP & SHOWROOM
GUIDEBOOK
id,job連動 人材募集企画
for Professional 2023

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。

2023年 1月号

●発売日

………………………………………………

2022年12月28日

広告企画書

●広告申込締切日 …………………………… 11月15日

Ad ver tising Project Proposal

●広告原稿締切日 …………………………… 11月21日
●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
「id＋」
にも転載
す。
また、製品紹介記事は、後日 Web サイト
されるため、
両方のメディアからの反響が期待できます。

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。

※申込締切日：11 月 4日

●広告企画

●『 商店建築 』挟み込み付録

店舗建材＆設備総特集 2023

SHOP ＆ SHOWROOM
GUIDEBOOK

前回
（2022 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

for Professional 2023

「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

広告対象製品
環境配慮型製品：各種建材設備
壁材：シート／パネル／タイル／レンガ／漆喰／左官材／塗装／化粧板

店舗や各種施設に向けた建材や設備のショップ＆ショー

床材：フローリング／タイル／シート／カーペット／畳

ルームの情報を集めて特別編集。
『商店建築』誌に挟み込

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

ルームを開設されている企業様がご利用しやすいよう、

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

特別な協賛広告料金を設定しています。
また、弊社が運営

環境演出：音響／映像／水景演出／グリーン／プランター
換気空調・消毒設備：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
設計サポート：CAD システム／各種シミュレーション／パース・模型作成
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。
2022 年 1 月号掲載ページ

日々の過ごし方や働き方が大きく変動し、それに伴

内装材：イビケン、関ヶ原石材、
ケイ・オーベックス、
アドヴァングループ、
ウッドワン、
みはし、
フリ

い店舗や商業施設の在り方も変わってきています。

ースタイルクリエーションズ、
アルベロプロ、
タニハタ、
竹松工業、
パネフリ工業、
コーワ、
日の出工芸
内・外装材：丸鹿セラミックス、竹定商店、昭和フロント、プラン 21コーポレーション、光栄プロテ

空間には多様性や柔軟性が求められるため、施設に

ック、
池上産業、
菊川工業、
マイサ

用いられる建材や設備は、より高い機能性や取り回

HSS Japan、
メルクマール、
タカショー、
はとバスエージェンシー、
店舗・施設用設備：ケイエスシー、

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。

」に、
する Web サイト「id+（インテリアデザインプラス）
「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

前回
（2022 年 1 月号）
記事掲載スポンサー

しの良さ、また安全性が求められ、メーカー各社は

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

など、
詳しくは別紙企画書をご覧ください。

1 ページ、1/2、1/4 ページ掲載例

●『 商店建築 』+「 id,job 」連動 広告企画

SANEI、
棚橋工業、
SFA Japan、
パナソニック、
タニコー
オカムラ、
ヘルシーロースター、
換気空調・消毒：スタンレー電気、
クボタ、
トルネックス
照明・サイン：セイビ堂、オール、カラーキネティクス・ジャパン、セラタ、アリストジャパン、

COMMANDViS、
稲葉電機、
シンエイ、
EL JEWEL、
発研セイコー

id,job 連動 人材募集企画

設計サポート：エニスル、
グラフィソフトジャパン
（順不同・敬称略）

有能な人材確保 のためのサポート企画

「id＋」掲載例→

「id,job」
掲載例→

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
アデザインジョブ）」と月刊『商店建築』が連動した人材募集企

今後の広告企画予定

画です。各設計事務所や家具メーカーの魅力を取材記事で紹介す
月号

2月号

発売日

1月28日

申込締切日

原稿締切日

12月15日

12月20日

広告企画

照明大全
大型映像装置

るとともに、例年ご好評いただいている 1/4 ページ求人広告と
「id,job」が連動するプランをご用意しました。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

3月号

2月28日

1月16日

1月20日

パネル＆ボード
ビンテージ素材
SK エキジビション 2023

覧ください。
誌面記事掲載例

1/4P サイズ求人広告掲載例

※当号で予定しておりました編集連動広告企画
「公園・屋外施設向け建材＆設備」
は、
編集特集の掲載月号変更により、
4 月号に実施することになりました。
お詫びして訂正いたします。
※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。

2022 年 12月28日発売号

SHOTENKENCHIKU

January 2023

1

月号

編集・予定企画

大特集

人と街を幸せにする「小さな複合施設」
〜これからの商空間デザインは、日常の先にある「食」と集いの場所

コーヒースタンドやライブラリー、コワーキングルームなどを併設した信用金庫、アイスクリームショップを併
設したコインランドリー、
ドーナツショップやコーヒースタンド、惣菜店などテイクアウト専門の複合施設、アウ
トドアショップやカフェ・レストラン、本屋、ボタニカルショップなどが集まった複合施設など、
「日常のその先
にある集い」
、
「ランドリー＋アルファ」
、
「毎日通いたい
『食』
の複合体」
、
「街を活性化させる複合型ショップ」
の５
つのテーマで、
さまざまな小規模複合施設の事例を紹介。

業種特集

「カフェ＆コーヒースタンド」

名古屋・金山に誕生した高架下のカフェ、古材と古道具を販売するショップに併設したカフェ、栃木・那須に誕
生した食をテーマにした複合施設、スペシャルティコーヒーを楽しめる東京・自由が丘のカフェ、アメリカ発の
サードウェーブコーヒーショップの新店など、多種多様なカフェ＆コーヒースタンドを紹介するほか、国内のカ
フェブームを振り返るレポート記事も掲載予定。

連載・予定企画
「倉俣史朗 再入門」
デザインジャーナリスト鈴木紀慶氏が
倉俣史朗を再解釈する

「東京歳時記」
TOKYO2020 で変わりゆく街並みを写真と俳句で辿る

「ブックレビュー」
建築・デザイン等に関する書籍を紹介する

「実務のお悩み解決！ インテリアデザイナーのための法規講座」
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する

※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。

