
働く女性の心と心をつなぐ
共感型メディア

[東京] 事業推進部　TEL：03-4332-7784　　〒169-0074　東京都新宿区北新宿2-21-1　新宿フロントタワー31F
[大阪] 事業推進部　TEL：06-7639-3155　　〒541-0048　大阪府大阪市中央区瓦町2-6-6　ミラータワービル6F

● キャンセル規定に関しては、右記Webページをご参照ください　https://www.sankeiliving.co.jp/cancellation/

※上記部数は、2021年 1月（一社）日本ABC協会認証部数です。
※上記配布部数は、一部設置分を含みます。また配布オフィス数、配布部数は変動します
※東京版にご出稿いただいた場合、予告なく同号の横浜版に転載する場合があります。掲載は割付都合によるため、ご希望をお受けすることはできません。なお横浜版に転載不可の場合、事前にお申し出ください

エリア名 配布オフィス数 配布部数 1頁 3/4頁 1/2頁 1/4頁 1/8頁
東京 6,341 151,212 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 250,000
横浜 2,434 39,923 800,000 600,000 400,000 200,000 100,000

大阪・神戸 7,020 90,539 1,400,000 1,050,000 700,000 350,000 175,000
京都 3,668 38,806 700,000 600,000 400,000 200,000 100,000
名古屋 5,045 57,065 1,000,000 750,000 500,000 250,000 125,000

首都圏セット 東京/横浜 8,775 191,135 2,700,000 2,040,000 1,360,000 680,000 340,000
関西圏セット 大阪・神戸/京都 10,688 129,345 2,000,000 1,600,000 1,060,000 530,000 265,000
東京・大阪セット 東京/大阪・神戸 13,361 241,751 3,250,000 2,460,000 1,640,000 820,000 410,000
東京・大阪・名古屋セット 東京/名古屋/大阪・神戸 18,406 298,816 4,200,000 3,180,000 2,120,000 1,060,000 530,000
首都圏・関西・東海セット 5エリア 24,508 377,545 5,600,000 4,200,000 2,800,000 1,400,000 700,000

紙面掲載料金

紙 面 媒 体 概 要

https://ad.sankeiliving.co.jp/

展開サイト 配信区分 料金 想定PV

シティリビングWeb
　https://city.living.jp/　
掲載開始日：水曜日

全国 1,000,000円 6,000～10,000
東京 500,000円 4,000～6,000
大阪 300,000円 2,500～3,500

〈取材・撮影タイプ〉
オリジナルタイアップ記事。記事はアーカイブされます。PR表
記が入ります。ページ追加の場合は別途お見積もりいたします。

【お申込み締切】掲載開始の30営業日前
※ブロガー起用の有無、サンプリング実施の有無など、実施内容により制作にお時間をいただく場合があります。スケジュールについては事前に
お問い合わせください※外部誘導リンク想定CTR：3～5％（インセンティブ付：10％前後）

Web タイアップ広告

展開サイト 地域 料金　※HTML制作は別途 配信可能数 想定CTR 配信日

シティリビング
Web

全国 800,000円 161,200通

1.0 ～ 2.5%
月・火・木・金曜日

11時頃　
※祝日除く　1日1社限定

東京 500,000円 64,200通
大阪・神戸 250,000円 38,800通
その他地域 札幌、仙台、横浜、名古屋、京都など。詳細はお問い合わせください。

ダイレクトメール
シティリビング公式読者モデル「シティミューズ」のみなさん

2 0 2 2 . 0 4

1頁 3/４頁 （横のみ） 1/2頁 （縦・横） 1/4頁 （縦・横） 1/8頁 （横のみ） 終面 突き出し 写真撮影
200,000 180,000 120,000 60,000 40,000 30,000 1点20,000～

※1/8頁・1/4 頁はフォーマットペイド、1/2頁以上はデザインペイドになります

ペ イド パ ブ リシ ティの 制 作 料 金
　働く女性に今、何が響くのかを知り尽くした編集部員が、読者目線で広告主の商品・サービスを
お伝えします。読者に「買ってみよう」「行ってみよう」と思わせるレスポンスを第一に制作しています。

ペイドパブリシテ
ィとは？

発行エリア 主要都市5エリア　東京、横浜、名古屋、京都、大阪・神戸　※仙台、福岡についてはお問い合わせください
発行部数  377,545部（24,508オフィス）
体裁  タブロイド版オールカラー
配布方法  許可を得たオフィスへの配布　※一部設置あり
発行日 金曜日付　水・木曜日配布（大阪：水・木・金曜日配布）　※エリアによって異なる場合あり

Web 媒 体 概 要

エリア 全国8エリア　札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪・神戸、福岡
利用者数  月間PV300万/月間UU120万
会員数  54万人



　1984年の創刊以来、企業で働く女性に寄り添い、ともに歩んできたシティ
リビング。働く女性を取り巻く環境が激変する中で、常にアップデートし
てきた知見をいかしながら、紙面・Web・プロモーションなどのアプロー
チで、読者とともに読者のためになる情報をお届けします。

ブログ、SNS、モニター活動などを通してともに情報発信する、シティリビングの“コア読者”

ともに盛り上げる発信力のある読者群

働く女性の“オン”に役立つ、編集部発の連載コラム。一部のコラムは広告コラボレーション展開も可能です。
紙面/
Web

年齢や個人の趣味嗜好だけでな
く、オフィス環境のデータなど約
30項目のプロフィールを登録した

モニター組織。オフィスをステージに、全国10万
人を超える働く女性にアプローチが可能です。

オンラインで行うことで全国の働
く女性にリーチします。ウェビナー

City's各種冊子や制作物、調査などを
ニーズに合わせて請け負います。

コンテンツ
制作

働く女性の“オフ”を支える情報を日々発信。
SmartNews（スマートニュース）には「シティリビングWeb」のチャンネルも登場。

Web

“共感”が集まり、つながる
　　働く女性にとことん特化したメディア
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Contents Promotion

 冊 子 制 作  
ユーザー向けの冊子やリーフレット
など、商品・サービスに合わせた発
行物を制作します。

〈 事例 〉
三菱 UFJ 信託銀行様

「はじめる。投資信託 BOOK」
「資産形成プラットフォーム」（チラシ）

 調 査  
読者組織を活用して、商品・サービスについての
モニター調査・アンケートを行います。

〈 事例 〉
日本海水様

「スーパー大麦ふりかけ」を読者 100 人が試食。
アンケート結果を流通商談用資料や Web に活用

 二 次 使 用  
シティリビング紙面やWebで掲載した記事を、

広告主の発行物などに二次使用することができます。
〈 事例 〉

コレド室町様「秘書の手土産座談会」
館内設置冊子とオウンドメディア

「コレド日和」に活用

 働く女性のカラダ相談室
働く女性が悩みがちな
体の症状・疾患にフォー
カス。医師や専門機関に
取材を行い、原因や対
策などを啓発します。

 知っ得 Tips 
働く女性が気にな
るテーマを深掘り。
「知って得する」
データや情報を編集
部目線で発信。
※記事直下での広告展開
が可能です

 耐え子の日常 
そろそろ谷川さんによ
るSNSで話題の人気
漫画。

 15 時ブレイク 
生産性をあげるための、仕事の合間
の適度な休憩を応援する「15時ブレ
イク」。派生企画として、アフター6
をアクティブに動く女性の“夕方補
食”を提案する「18時ブレイク」も。

「15時ブレイク」キャラクター・にゃすみん（左）
「18時ブレイク」キャラクター・にゃすねぇ（右）

 進藤やす子の
 お仕事着Update 
人気イラストレーター・進藤や
す子さんによるファッションイ
ラストコラム。

企業で働き、“自分の意志”で時間とお金を自由に使う女性

読者はこんな女性

モニター会員

メール会員
シティリビングからの情報を受け取り行動

商品を試して企業の　
マーケティング活動に協力

編集部とともに情報発信

読者モデル
ブロガー

・シティミューズ
・キラリガール
・シティメイト
・Beauty 部 他

計530人

・City’s

計12,659人

・シティリビングWeb会員

計161,200人

※ 2022 年 3 月現在

シティリビング
読者組織

※ 2020 年「シティリビング NW 読者調査（全国）」から抜粋（n=1,957）

シティリビング読者の働き方・暮らし方　 ※平均数値

⃝退社時間……

⃝通勤時間……

⃝休日 …………

⃝勤続年数 ……

18 :03
44.0 分

「土日休み」88.6％

10.0 年

⃝年収 …………………

⃝貯蓄額 ………………

⃝  1 カ月に自由に
使えるお金 ………

395.9 万円

702.4 万円

6.5 万円

 検定 
記事に関連する、ゲーム性をもたせ
た検定（クイズ）を実施し、楽しみな
がら理解を深めることができます。

 ブログ 
発信力のある読者ブロガー・シティメイトがリアル
ライフをつづる「シティメイトブログ」や、編集部員
が趣味を全開にした「編集部ブログ」など、旬の情
報をいち早くキャッチできます。

 「テレワーク・おうち時間」 
昨今の働き方の変化について、リアルな情
報や、心を軽くしてくれる情報を発信して
います。

オンラインセミナーの企画進行から参加者募集までワ
ンストップで請け負います。リアルセミナーとの併用も
可能

10人の同僚に手渡しサンプリング
「×10サンプリング」

ケースごとオフィスにお届け
「オフィスまるごとサンプリング」

男性向け商材やアルコールなども届けられます
「パーミッションサンプリング」

オフィスの中にテスター設置
「オフィス設置プロモーション」

商品モニター募集
「商品・サービスのモニター商品開発参加」

「働く女子推奨」ロゴを提供
「サンプリングモニター＆推奨商品認定企画」

多彩な
バックグラウンドを持った
読者が協力しています

正社員
（一般職） 

43.3%
正社員

（総合職）

34.1%

派遣社員 7 .9%

その他
0.8%

嘱託・契約社員
6.0%

正社員が
7割超

パート・アルバイト
7.9%

独身が
半数以上

既婚
43.4%

独身
56.6%

20代・30代が
半数以上

20代 17.7%

30代

39.2%

40代

43.1% 独身が
半数以上

既婚
44.7%

独身
55.3%

20代・30代が
約8割

20代 14.9%

30代 65.5%

40代

19.6%


