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『ゆほびか』は、
ゆったり豊かなさまを表す日本の古語です。
『源氏物語』の若紫の巻に出てきます。

これからの成熟の時代を、ゆったり豊かに、
ゆほびかなる生き方をしようではありませんか。
—そんな提案を込めて、『ゆほびか』という誌名になりましたゆほびかGOLDキャラクター

ラッピーくん



サイト編集方針
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マキノ出版の情報誌『ゆほびか』とその姉妹誌『ゆほびかGOLD』編集部がお届けするウエブメディアです。

現代は、物質の時代から精神の時代へと移り変わったと言われます。

昨今の心身の健康やメンタリティに関する情報の多さ、神社ブームや精神世界への興味の高まりは、そうした状況を如実に
現しています。

また、多くの専門家の皆様が、令和は新時代の幕開けであり、今後、社会的、経済的、精神的に大きな変革がもたらされる
ことになると語っておられます。

『ゆほびかweb』では、心と体を癒やし整える手法から、運気を押し上げ幸せをつかむコツまで、令和時代にマッチした実
用情報をお届けして参ります。

月刊『ゆほびか』は、健康や暮らし、豊かさや幸福に関する情報をお届けしている月刊誌で、1995年創刊。2020年に25周年
を迎えました。

姉妹誌の『ゆほびかGOLD』は、2007年創刊。金運を柱のテーマとして、人生を豊かに幸せに過ごす秘訣についてお届けして
いる隔月刊誌です。

『ゆほびかweb』では、両誌の人気著者、第一線の専門家の皆様にご登場いただき、メールマガジン（購読者数19,889名：
2020年8月現在）とも連動して、人生に豊かさ、幸せ、潤いをもたらす情報を日々お届けして参ります。



の特長（１）

1995(平成7)年11月創刊
毎月16日発売 定価744円
発行部数 83,000部
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2007(平成19)年11月創刊
偶数月29日発売 定価990円
発行部数 50,000部

雑誌『ゆほびか』『ゆほびかＧＯＬＤ』について

“心も体も健康になる暮らし方”

“幸せなお金持ちになる本”

心と体に効く健康法から、美容・ダイエット法、
開運法まで多岐にわたるテーマで、健康で幸せに
なる暮らし方に関する情報をお届けしています。

当代きっての「幸せ富豪」「人生とお金の達人」
に徹底取材！
成功するための心の持ち方、考え方、働き方、
お金の向き合い方、運の高め方、人間関係の極意
など楽しい知恵が満載です。

2020年10月に創刊25周年を迎えました
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の特長（２）

『ゆほびか』・『ゆほびかGOLD』 で掲載した記事をベースに
いつでもどこからでも、日ごろの暮らしを豊かにする

『ゆほびかweb』はスマホやパソコンで、
どなたでも無料で気軽にご覧いただけるウェブサイトです

開運 占いヘルスケア メンタルヘルス 美容

などの気になる話題を提供！
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スマホからでも読みやすい！

誌面と連動した音声や動画コンテンツも続々公開

気になるコンテンツにいつでもアクセス

の特長（３）



の特長（４）
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「ゆほびかメルマガ」読者や、『ゆほびかＧＯＬＤ』の定期購読者向けの限定コンテン
ツも用意！

『ゆほびか』を支えてくださる熱心な読者をさらに増やし、“ゆほびかファン”を広げて
いきます

配信数 約２万通！（2020年8月20日現在・19,889通） 「ゆほびかメルマガ」 での広告配信も可能です！
配信パターンや価格など、詳しくは 「マキノｍｏｂｉｌｅのご案内」 資料をご参照ください



モバイル
82.9%

パソコン
13.8%

タブレット 3.3%

男性
35.3%女性

64.7%

18-24歳 7.8%

25-34歳
23.0%

35-44歳
31.3%

45-54歳
21.4%

55歳以上
16.5%

基本データ
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（2020年11月度の実績・Google Analitycs集計）

性別

年齢層 デバイス

80,165 UU／月

222,085 PV／月

（2020/11/1～11/30の実績・Google Analitycs集計）



Ａー１．記事ページバナー（上段）

8

掲載スペース
（Ａ１）

ＰＣ記事ページ モバイル記事ページ

掲 載 費
（グロス）

200,000円（税別）

保証形態 期間保証（２週間）

掲載スペース
モバイル画面 記事ページトップレクタングル
PC画面 記事ページ右上レクタングル
（※ローテーション表示）

在 庫 数 最大２枠

申込期限 掲載開始の10営業日前

備 考
期間保証につき、imp数・送客数の保証は
致しかねます。

■レクタングルサイズは、PC：300×250ピクセル、
モバイル：320×50ピクセルもしくは320×100ピクセル。

■JPEG／GIF／PNG形式、100KB以下でお願いします。（Flash不可）



Ａ－２．記事ページバナー（記事直下）
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掲載
スペース
（Ａ２）

ＰＣ記事ページ モバイル記事ページ

掲 載 費
（グロス）

150,000円（税別）

保証形態 期間保証（２週間）

掲載スペース
モバイル画面 記事直下レクタングル
PC画面 記事直下レクタングル
（※ローテーション表示）

在 庫 数 最大２枠

申込期限 掲載開始の10営業日前

備 考
期間保証につき、imp数・送客数の保証は
致しかねます。

■レクタングルサイズは、PC：336×280ピクセル、
モバイル：300×250ピクセルもしくは336×280ピクセル。

■JPEG／GIF／PNG形式、100KB以下でお願いします。（Flash不可）



Ａー３．記事ページバナー（中段）
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掲載
スペース
（Ａ３）

ＰＣ記事ページ モバイル記事ページ

掲 載 費
（グロス）

120,000円（税別）

保証形態 期間保証（２週間）

掲載スペース

モバイル画面 記事直下レクタングル
※短い記事ページの場合に表示されないことがあります

PC画面 記事ページ右中レクタングル
（※ローテーション表示）

在 庫 数 最大２枠

申込期限 掲載開始の10営業日前

備 考
期間保証につき、imp数・送客数の保証は
致しかねます。

■レクタングルサイズは、PC：300×250ピクセル、
モバイル：300×250ピクセルもしくは336×280ピクセル。

■JPEG／GIF／PNG形式、100KB以下でお願いします。（Flash不可）

※モバイルは、短い記事
ページの場合に表示さ
れないことがあります



入稿・掲載規定（１）
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■広告掲載基準
・広告掲載にあたっては、原則として本誌の広告掲載基準に準拠いたします。
・広告掲載の可否の決定権は、マキノ出版にあります。掲載を承認もしくは拒
否した広告について、当社はその理由を説明する義務を負いません。

・申込み、掲載された広告の責任はすべて広告主が負うものとします。
・広告掲載前に原稿内容の審査をさせていただきます。以下の項目に関連する
広告掲載はお受けできません。
・国内関連法規、国際条約などの法令や、公序良俗に反する、または反す
るおそれのある広告

・広告主の実態があきらかでなく、責任の所在が不明、または販売経路が
不明確な広告

・虚偽、誇大または、誤認のおそれがある広告
・投機、射幸心を著しくあおる表現のある広告
・社会秩序を乱したり、犯罪を誘発したりするおそれのある広告
・暴力、賭博、麻薬、売春などの不法行為を肯定、美化する広告
・性に関する表現で、品位のない広告
・非科学的、迷信に類する広告
・人権を侵害するおそれのある広告
・他人の氏名、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用しているおそ
れのある広告

・商標権、著作権などの知的財産権を侵害するおそれのある広告
・名誉毀損、プライバシーの侵害、営業妨害、差別表現のある広告
・内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのある広告
・誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、いわゆる不当商法
とみなされる広告

・薬機法・医療法など国内法規に違反するおそれのある広告
・効果効能、性能、安全性について事実に反する認識を与えるおそれのあ
る広告

・読者の利益に反し、被害を与えるおそれのある広告
・品位・クオリティを落とすと判断される広告
・宗教信仰による布教活動を目的としている広告
・他社の製品を誹謗するような広告
・以上の他、マキノ出版が不適切だと判断した広告

・ネット上で申込みが可能な、通信販売や通信教育については、広告主のサイ
トを拝見したうえで、判断させていただきます。

・美容整形については、現状ではお受けしておりません。
・マキノ出版および当社グループの商品やサービスとの競合にあたるものは、
商品、内容ごとに判断させていただきますので、恐れ入りますがその都度お問
い合わせのうえ、ご確認ください。

■入稿について
・広告原稿は掲載開始日を含まない5営業日前の16時までに、メールで入稿をお願い
いたします。なお、掲載前に原稿審査を挟みます。

・掲載サイズは、各メニューのページをご覧ください。容量はいずれも100KB以下、
形式はJPEG／GIF／PNGで、Flashは不可となります。

・原稿の差し替えについては、期間中原則1枠1回までとさせていただきます。
・原則として掲載初日（任意の平日）の11～13時を掲載開始時間とし、同日15時まで
を掲載確認時間としております。掲載確認時間内の掲載不良については、補填措置
の対象外となります。

・掲載終了時間は、掲載終了翌日の11時とします。
・土曜日・日曜日・祝日を掲載開始日とする期日設定はお受けできません。
・なお、年末年始、大型連休などの期間は、事前に告知したうえで、入稿締切日を繰
り上げさせていただく場合があります。

・リンク先のランディングページ等も審査対象となります。必ず申込み時に実施内容
詳細をお知らせいただき、動作確認の関係上入稿期限前日までにご用意ください。

・入稿が申込み締め切りを過ぎてしまった場合は、申込みの掲載日に開始できないこ
とがあります。

■キャンセルについて
・正式申込み後のキャンセルは、掲載開始日を含まない5営業日前まで広告料金の

50％、1営業日前まで80％、掲載当日および掲載開始後100％のキャンセル料を申し
受けます。

■競合調整
・掲載期間中の競合排除の調整は原則行っておりません。

■本媒体資料の掲載内容について
・サイトデザインやレイアウトは変更になる場合があります。画像はイメージです。
・この資料は最新版の資料がリリースされるまで有効です。
・各商品の有効期間はセールスシート表紙に記載の期間の通りです。
但し、止むを得ない理由により有効期間内でも商品内容の改訂、商品の廃止などを
行う場合があります。

■配信レポート
・掲載終了後に、日別imp数およびクリック数をレポートいたします。



入稿・掲載規定（２）

《お問い合わせ》 マキノ出版 広告部 03-3233-7813

掲載可否、空枠確認、お申込、ご入稿など、
詳しくは下記もしくは各担当者までお問い合わせ下さい！
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■注意事項
・本メディアガイドに記載されている各メニューの掲載料金は、すべて税別・
グロス金額です。

・掲載申込みの際は、事前に広告主の掲載可否・空枠状況を確認のうえ、お申
込みください。

・各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性があります。
最新の状況を必ず当社担当までご確認ください。

・当社の原因によらない停電・天災などの不可抗力、各通信会社・各プロパイ
ダ会社・各データセンター側の都合、システムメンテナンス・保守点検を行
う場合、広告を掲載および配信されない時間があります。これが原因で本広
告が掲載されずに広告主に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わ
ないものとします。

・広告の配信期間中にリンク先のサイトに不具合が生じた場合、当社の判断に
より当該広告の配信を停止することができることとし、当社は一切の責任を
負わないものとします。

・当社は広告主が利用者または第三者に対して損害を与えた場合、いかなる理
由であっても一切の責任は負わないものとします。

・広告およびリンク先の内容に起因する異議・苦情等はすべて広告主の責任と
負担で解決するものとします。また、当社は広告主が広告、リンク先におい
てユーザーに対して販売した商品または提供されたサービスについて一切責
任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレーム、請求等
が発生した場合は、広告主の責任と負担で解決するものとします。

・ユーザーのアクセス環境や機種などにより配信されない場合やうまく表示が
されない場合があります。これが原因で広告主に損害が生じた場合、当社は
一切責任を負わないものとします。
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