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2021年あんふぁん3月号(2/5配布）・ぎゅってSpring首都圏版特別号（2/9配布）では、「学びの準備（塾・なら
いごと）特集」を予定しています。

編集記事では「子どもの可能性を見つけ、伸ばしていこう」として、専門家のアドバイスをもとに紹介予定です。

また扉ページにおいて、5社５ページ以上の成立ではがき+Web応募、2社2ページ以上の成立でWeb応募で、資料請
求受付を紹介し、応募者の個人情報を提供させていただきます。

【あんふぁん】

編集扉ページ予定内容

子どもが将来必要とされている力が変わってきている今、塾や通信教育、習い事などの選択肢も多様化しています。人気や定番もお
さえておきたいけれど、うちの子が興味を持って取り組み、楽しく可能性を伸ばしていけることってなんだろう？ 子どもとの関わ
りの中で個性を見つけ、伸ばしていく方法を専門家がアドバイスします。

掲載号 2021年Spring首都圏版特別号（2021年2月9日発行）

掲載エリア 首都圏版205,678部

編集記事 1ページ ※ぎゅっては巻頭特集でも習い事について掲載

広告スペース ディスプレイ広告 または ペイドパブリシティ

申込締切 2020年12月11日（金）

【ぎゅって】

特集扉ページ
（左面１ページ）広告ページ

ページ数はお申し込み社数によって

異なります

子どもの可能性を見つけ、
伸ばしていこう

あんふぁん・ぎゅって 学びの準備（塾・ならいごと）特集について

※特集内容・展開、企画割付等は変更になることがあります。

※あんふぁんは４版以上2社各1ページ以上で成立とさせていただきます。

ぎゅっては、2社各1ページ以上で成立とさせていただきます。

掲載号 2021年３号（2021年2月5日発行）

掲載エリア 首都圏４版（東京版・神奈川版・千葉版・埼玉版）318,381部
関西版 128,533部 東海版 65,552部 全国10版 691,666部

資料請求
ハガキ

※5社５ページ以上で資料請求ハガキがつきま
す。
※２社2ページ以上でWebでの資料請求受付を行
います
※企画扉ページは左ページからとなります。
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●【あんふぁん】 広告料金（税別、ディスプレイ広告制作費別）

●【ぎゅって】 広告料金（税別、ディスプレイ広告制作費別）

エリア
ペイドパブリシティ ディスプレイ広告

１ページ １ページ

首都圏版 ￥1,400,000 ￥1,200,000 

エリア
ペイドパブリシティ ディスプレイ広告

1ページ 1ページ

首都圏４版セット ￥2,000,000 ￥1,600,000

首都圏+関西版5版セット ￥2,500,000 ￥2,000,000

首都圏・関西・東海6版セット ￥2,900,000 ￥2,400,000

全国10版セット ￥4,100,000 ￥3,450,000
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掲載事例 学びの準備特集 2020年３月号

企画扉ページ
Web資料請求

早稲田アカデミー 学研教室

※いずれも首都圏4版掲載

花まる学習会

※東京版のみ掲載
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掲載事例 学びの準備特集 2019年３月号

企画扉ページ
Web資料請求

右：ココ塾ジュニア

左：早稲田アカデミー

いずれも首都圏4版掲載

右：シェーン英会話（首都圏4版掲載）

左：花まる学習会（東京版のみ掲載）
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掲載事例 学びの準備特集 2019年３月号

企画扉ページ
Web資料請求

右：ココ塾ジュニア

左：早稲田アカデミー

いずれも首都圏4版掲載

右：シェーン英会話（首都圏4版掲載）

左：花まる学習会（東京版のみ掲載）
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掲載事例 学びの準備特集 2018年3月号

企画扉ページ
資料請求はがき

栄光ゼミナール学研エデュケーショナル

サイエンス倶楽部 早稲田アカデミー花まる学習会
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掲載事例 学びの準備特集 2017年3月号

企画扉ページ
資料請求はがき

栄光ゼミナール

COCO塾

東進こども英語塾

コペル早稲田アカデミー
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掲載事例 ならいごと特集 2019年2月号

●広告主 ヤマハ音楽教室
●掲載号 あんふぁん2019年2月号
●掲載エリア 全国9版
●体裁 ペイドパブリシティ 2ページ

〈編集記事〉
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掲載事例 ならいごと特集 2018年2月号

〈編集記事〉●広告主 日本珠算連盟
●掲載号 あんふぁん2018年2月号
●掲載エリア 全国９版
●体裁 ディスプレイ広告

1/2ページ

●広告主 ヤマハ音楽教室
●掲載号 あんふぁん2018年2月号
●掲載エリア 全国9版
●体裁 ペイドパブリシティ 2ページ
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掲載事例 ならいごと特集 2017年2月号

〈編集記事〉●広告主 エイベックス
●掲載号 あんふぁん201７年2月号
●掲載エリア 首都圏4版
●体裁 ペイドパブリシティ 1ページ

●広告主 ヤマハ音楽教室
●掲載号 あんふぁん2017年2月号
●掲載エリア 全国9版
●体裁 ペイドパブリシティ 2ページ



*** CORPORATION

11

掲載事例 ならいごと特集 2016年2月号

〈編集記事〉

●広告主 イトマンスイミング
●掲載号 あんふぁん2015年2月号
●掲載エリア 東京版・神奈川版
●体裁 ペイドパブリシティ

1ページ

●広告主 ヤマハ音楽教室
●掲載号 あんふぁん2015年2月号
●掲載エリア 全国9版
●体裁 ペイドパブリシティ 2ページ
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参考データ

●（お子さんが習い事をしている人）
お子さんがしている習い事は何ですか？

（複数回答） N=1649

調査方法 ：Webアンケート
調査対象 ：全国のあんふぁん読者、ぎゅって読者、
あんふぁんWebユーザー、ぎゅってWEBユーザー
調査実施時期 ：2019年6月5日～7月2日
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体操

スイミング

園児ママが、家計で削れないのは「教育費」！
特に、春から小学生になる年長園児に向けた3月号の「塾・ならいごと特集」で園児ママも小学校を控えた

お勉強や習い事を意識し始めます。
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●家計の中で「これだけは削れない」ものはどれですか？
（複数回答） N=1484

調査方法 ：Webアンケート
調査対象 ：全国のあんふぁん読者、ぎゅって読
者、あんふぁんWebユーザー、ぎゅってWEBユー
ザー
調査実施時期 ：2019年5月8日～6月4日


