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広告料金表抜粋
掲載スペース

カラー

モノクロ

サイズ（天地×左右㎜）

第 1ブロック

490,000円

297×210㎜

記事対向 1 頁

490,000円

297×210㎜

1頁

450,000円

185,000円

297×210㎜

May.
2017

1/2 頁

250,000円

95,000円

132×185㎜

2017年4月28日発売号

記事中縦 1/3 頁（後付） 180,000円

272×56㎜

月号

SHOTENKENCHIKU

※広告料金には別途消費税8％がかかります。
※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。
（プロダクトファイルを除く）
※記事中縦1 / 3頁はプロダクトファイル、トピックス記事内（後付）に掲載いたします。
※その他のスペース、タイアップ広告については、お問い合わせ下さい。

媒体概要
創刊

………………………… 1956年8月
…………………… 60,000部

販売方法

……………

…………………

Advertising
Project
Proposal

読者層

発行部数

定価

広告企画書

建築･店舗設計事務所 …… 46.7％
店舗設計施工会社

全国書店販売

建設会社

1,944円
（税別）

………

26.5％

…………………………

8.5％

小売店･飲食店 ………………… 7.2％

製本･開き ………… あじろとじ･左開き

その他

……………………………

11.1％

取り扱い広告代理店

広告企画

Wall Design
展示会プロダクトレポート
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

プロダクトファイル
TEL:03-3363-5760
TEL:06-6251-6523

大阪支社／〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-9-28

http://www.shotenkenchiku.com

外構設備＆オーニング

2017年5月号

プロダクトファイルでは、号毎に決

広告企画書
【今号の進行スケジュール】

広告企画

Product File
とは？

広告企画
とは？

▲月刊商店建築 誌面掲載例

められたテーマに沿った最新の製
品情報を 1 ページあたり 6 点のス

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

ペースで紹介します。
掲載内容は、

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

製品写真（1 点）
、製品紹介文（200

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

字以内）
、会社情報、
資料請求番号を

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。

掲載します。

●発売日 2017年4月28日 ●広告申込締切日 3月15日 ●広告原稿締切日 3月21日

Wall Design

特別協賛広告企画 ： 誌上プレゼンテーション

空間を彩るさまざまな壁材を施工事例とともに紹介

展示会プロダクトレポート
上質な空間を演出するタイルや大型陶板、石材、カラーやグラフィックスを効
果的に空間に取り込みサイクルの早い店舗に素早く対応する壁紙や装飾シー

2017年3月7日〜10日に東京ビッグサイトで開催される「街づくり・店づくり総合展

ト、木の表情を表現する木質パネル、古味やメタリックなど独特な質感を表現

示会」（JAPAN SHOP、建築建材展、ライティング・フェアなど）に出展される企業を

する建材・塗装・造形、透過素材や光を上手に取り込んだ演出など、壁のデザ

対象にした誌上プレゼンテーションを実施します。展示会会期中にブースを取材させ

インには幅広い素材と製品の選択肢があります。本企画では、色柄、デザイ

ていただき、展示製品やサービス、ブースの様子などをレポート記事として掲載しま

ン、質感の再現性、施工性、機能性、コスト面などに配慮したさまざまな壁材

す。展示会後に誌面でアピールすることで、来場者に出展内容を再認識させ、出展効

を施工例とともに紹介します。

果を高めることができます。
つきましては、当該企画へのご協賛をご検討賜りますようお願いいたします。
詳細は別紙企画書をご参照ください。
※広告申込締切日：2月24日

協賛スペースおよび料金
対象製品

カラー1P：200,000円
（写真3点使用） カラー1/2P：100,000円
（写真2点使用）

タイル／モザイクタイル／陶板／装飾シート・フィルム・クロス／突き板シート／メタリックシート・

※掲載イメージ
（カラー1P）

フィルム／ガラス装飾フィルム／グラフィック用各種シート・フィルム／装飾パネル／エンボス加

＊写真撮影、取材、原稿作成含む

工／壁画／エージング塗装／メタリック塗装／塗材／左官材／透過素材／光壁／パーティ

＊写真やテキストの版権は商店建築社に帰属します

ション／ディスプレイウォール ほか
※掲載イメージ

【 Product File 】
外構設備＆オーニング
【今後の予定企画】
月号

６月号

7月号

発売日

５月27日

6月28日

申込締切日

４月14日

5月15日

原稿締切日

4月20日

5月19日

広告企画

Floor Design／最新照明器具特集 (※)

木製建材／プレゼンテーション＆
シミュレーションツール (※)

(※) 誌上プレゼンテーション：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

デザイン性と機能性を両立させた外構設備やオーニングを紹介
Product File

アウトドアファニチャー

和風素材

オープンエアスペースを有効に活用する店舗・商業

ます。また、強い日差しを遮り、快適性を高めるオ

施設が増えてきています。これらの場所は、戸外な

ーニングも根強い人気を保っています。本特集で

らではの開放的な雰囲気を演出するとともに、厳し

は、屋外用設備やオーニングの最新製品情報を紹介

い環境でも使用できる堅牢性のある設備が求められ

します。

対象製品
フェンス／門扉／シャッター／ロートアイアン製品／ダストボックス／滝／せせらぎ／水演出／パラソル／オーニング／日除け ほか

▲月刊商店建築 誌面掲載例

2017 年 4月28日発売号

SHOTENKENCHIKU

May. 2017

5
連載・予定企画

編集・予定企画

新作

月号

「ひぐらしベーカリー」

東京・日暮里の住宅街にあるカフェ＆書店。住宅のような親しみやすいスケール
の建物が中庭を囲む。中庭、テラス、屋外カウンター、縁側のような席など、気持

商環境グラフィックス
主に海外のグラフィカルな商空
間のデザインをビジュアルから
読み解く連載企画。

ち良さを演出するデザイン手法が満載です。

業種特集 1

「カフェ」

中東に進出した日本のコーヒーショップ、ロサンゼルス初のパイ業態のカフェ、大
手コーヒーショップの新型店舗など、話題のカフェデザインを集めました。ポイン
トは「クラフト感」です。店内のデザインはシンプルだけれど、床、壁、天井、家
具の素材が、深みのある表情を持つ。そうした店内で丁寧に焙煎され抽出された
コーヒーを、ゆっくり楽しめるカフェを多数掲載します。

特集

「チョコレートショップ」

ここ2、3年、こだわりの手づくりチョコレートの店が目立ちます。カカオ豆からチ
ョコレートを製造するまでのプロセスを見せる、チョコレートショップ＆カフェな
ど、今後全国で増えそうなチョコレート店を集めました。チョコレート店独特の温
度管理や必要設備など、設計時のポイントも整理してお届けします。

業種特集 2

PICK UP
MATERIAL ！
新しい建材や、これまで空間デ
ザインに活用されてこなかった
マテリアルの新しい使い方な
ど、ストアデザインに使える注
目素材を紹介する連載企画。素
材の大きな写真で、その魅力を
お見せします。

NEW Definition
of Design
デザインの新定義

インテリアデザイン、建築、プ
ロダクト、アートなど領域にと
らわれずに制作を手掛ける国内
外のデザイナーに、ものづくり
の思想を聞きます。

「クリニック＆デンタルクリニック」

デンタルクリニックを中心に、耳鼻科、整骨院、産婦人科など、クリニックの空間

商空間オピニオン

デザインを一挙に掲載します。特に歯科医院では、患者の争奪戦が繰り広げられ

店舗オーナーや設計者、施工に
携わるプロフェッショナルな
ど、店づくりにたずさわるさま
ざまな方に商空間デザインに対
するリアルな声を聞きます。

ており、他院との差別化をするため、空間デザインによる個性の創出を狙っていま
す。どんな待合スペースや診療空間が患者の心をつかむのか。今のトレンドを感じ
取って、クリニックづくりに役立ててください。

