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企画趣旨

⼈⽣100年時代と⾔われ、寿命の延伸に伴い、
認知症に掛かる⼈も年々増加しています。
10年後には65歳以上の5⼈に1⼈、20年後には4⼈に
1⼈と増えていき、2060年には3⼈に1⼈以上が認知
症になっている可能性があります（右図参照）。

40代から発症者が増える「若年性アルツハイマー
病」もあり、現役世代も他⼈ごとではありません。

家族も⾃分⾃⾝もいつ認知症になってもおかしく
ない。その時に慌てないために本企画では、認知
症の現状と、今後に向けた具体的な準備をご紹介
します。

あなたは⼤丈夫ですか？
あなたの配偶者、ご両親は⼤丈夫ですか？

富裕層のプライベートも⽀えるPRESIDENT
⽼親の介護、相続や、⾃⾝の健康も気になり始める40代〜50代が読者の中⼼。
多くの⾦融資産や不動産を持つ富裕層が多く、介護などにお⾦を掛けられる反⾯、
親から⾃分、そして⾃分から⼦どもへの相続に向けた事前の対策が必要になります。
そのような読者にむけ、プライベートも⽀える情報を発信しているのがPRESIDENT。
ビジネス教養誌だからこその良質な読者層にむけて、安⼼なライフスタイルを提案します。

⾦融資産 雑誌購読理由
相続対策が必要な富裕層

⾦融資産3,000万円以上が約4割
仕事とプライベートの
両⾯を⽀えるPRESIDENT
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▼ライフスタイルにも役⽴つ

▼⾼齢者における認知症の有病率の将来予測
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各年齢の認知症有病率が⼀定の場合
各年齢の認知症有病率が上昇する場合

出典︓総務省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の概要」より



誌⾯展開

認知症の現状と必要な対策についての紹介、識者への
インタビュー等を通じて、読者⾃⾝が⾃分ごと化しや
すくなり、認知症に対する関⼼を引き上げます。

編集ページで読者の興味を喚起し
タイアップページに繋げます

タイアップページでは、読者⽬線で取材を⾏い、
客観的に貴社の魅⼒を伝えます。
⽂章で具体的に紹介すると同時に、図版や写真
も活⽤し、分かりやすく表現します。

商品担当者へのインタビューや、実際にご利⽤
されている⽅へのユーザーインタビュー、教授
や医師との対談など、ご相談のうえ、ご要望に
合わせた展開をご提案いたします。

編集ページ

タイアップページ
＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

資料請求による⾒込み顧客のリストをご提供︕
編集ページとタイアップページで読者の興味関⼼、理解を
深めたうえで資料請求を受け付けます。広告主には
⾒込み顧客となる資料請求者情報を提供します︕
（週に1回、全8回納品）
WEBからも資料請求を受付するため、PRESIDENT Onlineへ
タイアップ転載（別料⾦）することで、資料請求件数UPも︕
（詳細は次ページ参照）

＊画像はイメージです。

【広告対象】
銀⾏、信託銀⾏、相続対策、⽣命保険、税理⼠事務所、法律事務所、
製薬会社、医薬品、健康機器、サプリメント、⾷品、介護グッズ、
⾒守りサービス、介護施設、⽼⼈ホーム、ケア施設、住宅メーカー、
リフォーム、⾃治体、⼤学 …など



PRESIDENT Online転載
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【転載】 雑誌掲載タイアップの転載
120万円実施価格

PRESIDENT Online のみでのタイアップ掲載もOK
実施価格︓ 250 万円

※制作費込み ※誌⾯の⾒開き程度の取材記事
※1万PV保証 ※詳細はPRESIDENT Online媒体資料をご参照ください。

ビジネスリーダーの悩み、関⼼事を深く掘り下げ、
毎⽇の仕事や⽣活に役⽴つ情報を発信している「PRESIDENT Online」。
「認知症特集」のタイアップ広告を、当サイトにも掲載することで（別料⾦）、
リーチの拡⼤、資料請求件数アップにつながります。

【サイト規模】
2021年2⽉実績
98,719,861 PV
17,591,293 UU

※料⾦は、すべて税別です。

PRESIDENT Onlineにも同時掲載が可能。
より多くの読者にリーチすることができます。
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1,188万円 （定価︓2,265万円）

※ PRESIDENT とPRESIDENT Onlineは同⼀原稿となります。画像追加やタイトル調整をおこないます。
※ HTMLでの表⽰⽅法は、企画統⼀フォーマットとなっております。
※ PRESIDENT Onlineは雑誌発売⽇から30⽇間の掲載期間保証です。PV保証はございません。
※詳細は、PRESIDENT営業担当までお問い合わせください。

PRESIDENT OnlinePRESIDENT

Special Plan【3号連載企画】

本企画限定
特別料⾦

or
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〇〇
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〇〇
〇〇

図版

7⽉21⽇発売号 相続特集

リッチなデザインのHTMLにて、3本のタイ
アップ連載の統⼀感と、回遊性を⾼めます。
WEBからも資料請求を取ることができます。

8⽉12⽇発売号 認知症特集

8⽉27⽇発売号 セカンドライフ特集

雑誌とWEBのそれぞれの良さを活かし
貴社のサービスをより多くの⼈に届けます。

3号連続掲載することで、貴社をより強く印
象付けることができます。各号ごとに商材を
変えて、それぞれにあったターゲットの個⼈
情報を取得することも可能です。

【特別広告企画】
⾒開きタイアップ
＋資料請求ハガキ（連合）

【特別広告企画】
⾒開きタイアップ
＋資料請求ハガキ（連合）

【特別広告企画】
⾒開きタイアップ
＋資料請求ハガキ（連合）

PRESIDENT⾒開きタイアップ×3本 （定価︓440万円／本）
PRESIDENT Online HTML型タイアップ転載×3本 （定価︓300万円／本）

関連する広告企画3号に連続掲載でき、WEBサイトにも同時掲載する特別プラン。
本企画限定料⾦を設定しておりますので、ぜひご活⽤ください。



特別料⾦

タイアップ

タイアップ純広告

タイアップ

【誌⾯】 4⾊⾒開きタイアップ
265万円 【定価︓440万円】

【誌⾯】 4⾊1ページタイアップ＋
4⾊1ページ純広告
230万円 【定価︓410万円】

【誌⾯】 4⾊1ページタイアップ
150万円 【定価︓220万円】

純広告料⾦ 4⾊⾒開き… 369万円
4⾊1ページ… 190万円

※遠⽅取材、著名⼈出演など、その他の経費がかかる場合別途ご請求申し上げます。
※料⾦は、すべて税別です。
※タイアップ広告は、制作費を含みます。
※広告のお申し込みが1 社のみ、または、全体で4 ページ未満の場合、当特集は実施いたしません。
※本企画は、4⾊1ページ以上よりご出稿いただけます。
※ 1 ページタイアップの場合は、広告対向となる場合がございます。予めご了承ください。
※本企画は広告特集であり、掲載号表紙に記載される特集テーマとは異なります。

オプション企画

リプリント… 料⾦はお問い合わせください。
PRESIDENT同梱企画… 125万円〜
PRESIDENT Online

タイアップ転載… 120万円
オリジナルタイアップ… 250万円 ＊タイアップ制作費込み

タイアップ

【誌⾯】 4⾊⾒開きタイアップ ＋
【WEB】 PRESIDENT Onlineタイアップ
385万円 雑誌 265万円＋WEB 120万円

【定価︓560万円】

特別料⾦で効果的なPRをサポート



プレジデント社メディア事業本部
Mail: poad@president.co.jp
〒102-8641 東京都千代⽥区平河町 2-16-1
平河町森タワー13階
TEL.03-3237-3721／FAX. 03-3237-3748
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お問い合わせ先


