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日経ＲＥＶＩＶＥのコンセプト

新シニア世代のためのGOOD LIFEマガジン

selection

■ 発行 日本経済新聞社

エリアセールスユニット 販売企画部

■ 編集 日経ピーアール／日経ＢＰ社

■ 広告 日経ピーアール

◆ “従来のシニアイメージとは異なるシニア世代 ＝
新シニア世代”と定義し、心豊かにする暮らしやア
クティブな活動につながる多種多様なテーマを紙面
で取り上げます。

◆ 読者のボリュームゾーンは日本経済新聞の読者に
重なる世代（40代～60代）です。

◆ 日本経済新聞定期購読者に配布している、折込タ
ブロイド版情報紙です。

編集コンセプトを読者の興味関心に近づけるため
2022年6月号からリニューアルしました。

■タブロイド 8頁 オールカラー
■毎月最終日曜日 折込配布（日本経済新聞朝刊）
■発行部数 約７８万部（202１年12月現在）
■発行エリア 東京、神奈川、千葉、埼玉（一部除く）



小枠連合

【Present＆Info 】
日経主催催事（美術・音楽）
と読者に合ったプレゼントを
掲載。プレゼントの応募は、
Webでも受け付け。

【編集特集】
特集は、新シニア世代向けカル
チャー、グルメ、街情報などを
テーマに独自取材、編集を行っ
ています。２-３頁には広告を入
れず、より充実した編集内容と
なります。

［紙面構成案］ 編集特集１～３頁、広告企画4～５頁、インフォメーションページ７頁

【広告枠は、終面とP6の全面広告、
P7の1/3ページの3枠】

店舗情報
店舗情報

表 紙

シリーズ企画：編集特
集に則した周辺情報、
歴史などの深掘情報。

シリーズ・
コラム欄

AD

【Present＆Info】

日経
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日経
（音楽）

プレゼ
ント

プレゼ
ント

プレ
ゼン
ト

【お店の紹介】
編集と連動したテーマ、
街や独自テーマでの店舗
やレストランなどをを紹
介します。【計36枠】



［台割］

表紙

編集

編集編集

全面広告

記事下広告

全面広告
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日経REVIVE 配布エリア

※一部、地域により配布できない販売店があります。



selection

2018年5月号/浦和

●バックナンバー【抜粋】／特集エリア、テーマ

REVIVE2020
8月号/信濃町・千駄ヶ谷・北参
道

2016年10月号/グルメ特集 2019年2月号/渋谷2015年10月号/上野・御徒町

6月号/北千住 ７月号/都心のアンテナショップ ９月号/ラグビー特集
2020年６月号/川崎 ８月号/東京近郊お取り寄せ

９月号/アート
REVIVE
１月号/大人のおしゃれ10月号/インテリア 12月号/銀座5～8丁目 5月号/新宿



selection

●過去のREVIVE特集エリア・ナビゲーター

2017年 6月号 五反田・戸越・武蔵小山 ゴルゴ松本

7月号 代々木上原・下北沢・三軒茶屋 小島　慶子

REVIVE2020 8月号 千駄ヶ谷・信濃町・北参道 為末　大

9月号 勝どき・月島・豊洲 福田　彩乃

10月号 荻窪・西荻窪・吉祥寺 益若つばさ

11月号 グルメ特集 益子　直美

12月号 大手町・丸の内・有楽町 松田　丈志

2018年 1月号 横浜・関内 畠山　愛理

2月号 麻布・六本木 柚希　玲音

3月号 四谷・麹町・市ヶ谷 萩原　智子

4月号 上野・根津・日暮里 村治　佳織

5月号 浦和 福田　正博

6月号 八重洲・京橋・八丁堀 長瀬　智也

7月号 恵比寿・広尾・代官山 浅尾　美和

8月号 笹塚・幡ヶ谷・初台 寺川　綾

9月号 赤坂・溜池 押切　もえ

10月号 立川・国立・国分寺 秋川　雅史

11月号 銀座１～4丁目 矢田亜希子

12月号 銀座5～8丁目 平野早矢香

2015年 10月号 上野・御徒町 林家　正蔵

11月号 日本橋・人形町・浜町 松木安太郎

12月号 学芸大学・都立大学・自由が丘 佐藤　隆太

2016年 1月号 門前仲町・清澄白河 安田美沙子

2月号 神田・湯島・秋葉原 川島　海荷

3月号 池袋・大塚・巣鴨 南沢　奈央

4月号 目黒・中目黒・恵比寿 松本　伊代

5月号 浅草・押上・向島 東　貴博

6月号 板橋・十条・大山・赤羽 彦摩呂

7月号 大森・羽田・蒲田・大井町 片桐はいり

8月号 中野・高円寺・阿佐ヶ谷 みうらじゅん

9月号 用賀・二子玉川 黒田知永子

10月号 グルメ特集① 米倉　涼子

11月号
飯田橋・神楽坂・早稲田 寺門ジモン

12月号 グルメ特集② 中村江里子

2017年 1月号 築地市場と築地魚河岸 石塚　英彦

2月号 原宿・表参道・青山 草刈　民代

3月号 品川・田町・浜松町・白金高輪 板谷　由夏

4月号 新宿・新宿御苑前・千駄ヶ谷 堀田　茜

5月号 錦糸町・両国・浅草橋 把瑠都



selection
●過去のREVIVE特集エリア・ナビゲーター

2019年 1月号 芝・大門 関根　勤

2月号 渋谷 澤　穂希

3月号 池袋 大江麻理子

4月号 千鳥ヶ淵・九段・神保町 三宅　裕司

5月号
＜行楽シーズンに1日遊べる街なかレジャース
ポット＞後楽園・本郷・湯島・秋葉原 東出　昌大

6月号 北千住 林家　三平

7月号 東京で出合った、ふるさとの名品＆グルメ 壇　蜜

8月号 新宿イーストサイド 栗山　千明

9月号 ラグビー特集 高橋　克典

10月号 新橋・虎ノ門 デーブ大久保

11月号 銀座1～4丁目 天野ひろゆき

12月号 銀座5～8丁目 釈　由美子

2020年 1月号 東京駅・丸の内 荻原　健司

2月号 東京駅・八重洲 六角　精児

3月号 横浜 三浦　大輔

4月号 吉祥寺・三鷹 眞鍋かをり

5月号 大宮 向井　亜紀

6月号 川崎 村上　弘明

7月号 おいしいお取り寄せ（東京版） ______

8月号
おいしいお取り寄せ
（神奈川・埼玉・千葉版）

______

9月号 アート特集 大塚　寧々

10月号 インテリア特集 ______

11月号 銀座1～4丁目 橋本マナミ

12月号 銀座5～8丁目 宮本亞門

2021年↓ 1月号 大人のおしゃれ 干場　雅義

2月号 インテリア特集 倉本　康子

3月号 川口・赤羽・王子 永山　絢斗

4月号 渋谷 神田　愛花

5月号 新宿 山本　耕史　

6月号 池袋 横山めぐみ

7月号 蒲田・大森・大井町 渡辺満里奈

8月号 高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪 角野　卓造

9月号 インテリア特集 ______

10月号 アート特集 石丸　幹二

11月号 銀座１～4丁目 寺島しのぶ

12月号 銀座5～8丁目 テリー伊藤

2022年↓ 1月号 横浜 高島　礼子

2月号 インテリア特集 ______

3月号 鎌倉 鶴田　真由

4月号 アート特集 片岡鶴太郎

5月号 小田原・箱根・湯河原 勝又　登

6月号 湘南 つるの剛士

日経
REVIVE



日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

［広告進行スケジュール］

※発行日・スケジュールは多少変更することがありますのでお問合せください。

■入稿マニュアル

①対応アプリケーション ※下記以外の場合は、事前にご連絡下さい。

●Adobe Illustrator CC2014～2022 ●Adobe Photoshop CC2014～ 2022

②フォントは全てアウトライン化

③色校正 原則１回。

④広告原稿には囲み罫をまき、囲み罫の線の外側が原稿ｻｲｽﾞになるようにお願いします。囲み罫は太さ1.5ｐｔ（0.53mm）の罫で囲って下さい。

①広告申込み・・・・締め切り：発行日３週間前 ※お申込み前に完売の場合もございます。

②色校正（１回）・・・・入稿から3営業日後

③校了日・・・発行日８営業日前

④発行・・・・毎月最終日曜日（変更になる場合もございます。）

発行

投げ込み入稿〆

データ入稿
（色校１回あり）



［料金表］

［広告のお問い合わせ・お申込み ］
株式会社日経ピーアール 電話03-6812-8654

■広告掲載料金 ※消費税別途

◎中面１頁 （天地３７６ｍｍ × 左右２４５ｍｍ）・・・2,300,000円

◎中面記事下 （天地１２５ｍｍ × 左右２４５ｍｍ） ・・・ 900,000円

◎終面１頁 （天地３７６ｍｍ × 左右２４５ｍｍ）・・・2,800,000円

■注意事項

□代理店募集、人材募集、病院、エステ、美容整形、金融先物、商品先物取引、

消費者金融等の広告は掲載しておりません。

□広告内容や体裁が不適切と思われるものに関しては掲載をお断りすることがあります。

□広告掲載内容に起因する著作権の侵害、商品・サービスの不具合、その他を理由とする

損害賠請求やその他の請求に関しては日本経済新聞社、日経ＰＲは一切その責任を

負いません。


