
女性だけの３０分フィットネス

「カーブス」
MEDIA GUIDE



チェーン概要

日本において店舗数・会員数No.1のフィットネスチェーン

店舗数 2,020店舗
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女性専用、30分間のサーキットトレーニングという独

自のコンセプトで展開。全国出店2,000店舗に到達し、

今後100万会員を目指し拡大を続けています。

会員数・店舗数ともに日本最多となっており、シニア

層を中心に多くの支持を集めています。

店舗数・会員数

・ 北海道 69店舗

・ 東北 130店舗

・ 北関東 112店舗

・ 首都圏 547店舗

・ 甲信越 96店舗

・ 東海 276店舗

・ 北陸 53店舗

・ 関西 349店舗

・ 四国 59店舗

・ 中国 127店舗

・ 九州沖縄 199店舗

※2020年８月末時点

会員数 7０万人

エリア別店舗数
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会員の中心は、50代～70代の主婦。子育ても落ち着

き、自分の人生を楽しみたい、いつまでも若々しく健

康でいたいというアクティブな方が集まっています。

アクティブシニア×主婦という、最も注目される消費

者層のコミュニティです。

会員年齢属性（グラフ）

会員の多くが、先に通われ

ていた方からの紹介でご入

会。友人同士だからこそ、

楽しく、そして長く通い続

けることが可能です。また、

会員同士だけでなく、ス

タッフと会員の仲が良いこ

ともカーブスの特徴のひと

つ。店舗がひとつのコミュ

ニティとして形成されてい

ます。

ご入会ルート(グラフ)

会員属性・事業特徴

健康・美容意識の高いアクティブシニア コミュニティとしてのカーブス

40代以上の会員

97％
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発行形態 ： 季刊 （年４回／発行月の1日に発行）

発 行 ： 3月・6月・9月・12月

配布方法 ： 全国カーブス店舗内にて無料配布

媒体概要

判 型 ： A4変型（285×210mm）

頁 数 ： 84頁 ※発行号により変動があります。

発行部数 ： 75万部

『カーブスマガジン』のご案内
健康を気遣う女性のためのコミュニケーション情報誌

MAGAZINE



カーブスマガジンは、カーブスの世界観や理念、女性にとって必要な健

康情報をわかりやすく伝える会員向け雑誌です。会員の満足度向上・退

会抑制、新規顧客獲得のための販促ツールで、会員に無料で配布してい

ます。

毎号専門家の方や医師の方にご登場いただき、

最新の健康情報をお伝えしています。
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会員より多くの反響がある人気特集カーブスレシピ。

管理栄養士の方にご登場いただき、筋肉を効果的に

作っていくための会員向けレシピを掲載。

健康情報特集

カーブスマガジン概要

レシピ集

カーブスマガジンとは
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媒体特徴

明確な属性セグメント

カーブスは「アクティブシニア」という明確

な属性があるため、効率良くターゲット年齢層に

対してのアプローチが可能です。また、75万部発

行・全国規模にアプローチできる雑誌媒体は他に無

く、唯一無二の媒体として各社様にご活用いただい

ております。

リピート掲載多数！高い広告掲載効果

掲載商品 掲載商品価格 申込件数 掲載概要

基礎化粧品 950円 401件

旅行 60,000円 42件

食品 1,000円 1,500件

基礎化粧品 980円 585件 見開き掲載＋ハガキ付き

簡易白髪染め 6,460円 199件

レスポンス実績 ※一部抜

粋

カーブスマガジンは高いレスポンスもご評価いただい

ております。「健康・美容志向」「シニア層」と親和

性の高い商品は多くのお申込みに繋がっています。

リピートでのご出稿依頼も増えており、30号ご出

稿・20号以上連続掲載の企業様もいらっしゃいま

す。

～40代

50代

60代

70代

80代～

19.6%

年齢属性

9.7%

36.2%

28.9%

5.6%

29万人

16万人

23万人

8万人



読者からの信頼性が高まり、媒体お

すすめの商品として掲載が可能です。

会員に事前に商品をご使用いただき、

誌面上でご登場いただくことも可能

です。商品特徴やカーブス会員に

とってのおすすめポイントをコメン

ト・写真で掲載することにより、同

属性・同年齢層の読者に対し効果的

なアプローチが可能です。
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タイアップ広告

タイアップ誌面内容

座談会実施 ⇒ 誌面展開

「運動シーン」としてスタッフ・会員起用



広告料金表

※以下は社内審査の上、お断りさせて頂く場合がございます。
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3月発行号 ⇒ 入稿締切：1月下旬

6月発行号 ⇒ 入稿締切：4月下旬

9月発行号 ⇒ 入稿締切：７月下旬

12月発行号 ⇒ 入稿締切：10月下旬

※枠が埋まり次第終了となります。

➀自社商品やサービスと競合する商品
例：プロテイン、スポーツウェア、サプリメント、グルコサミン

➁「健康食品または健康食品に類する食品」と判断される商品
例：健康食品、酵素、青汁

③媒体に掲載するものとして相応しくないと判断した商品
例：投資、ギャンブル、消費者金融、死亡保険、不動産購入

※上記項目に該当しない商品であっても、
掲載できかねる場合がございますので、予めご了承ください。

表２
285×210ｍｍ

２,５００,０００円

表３ ２,２００,０００円

表４ 280×200ｍｍ ３,０００,０００円

掲載面 原稿サイズ 料 金

「広告掲載」実施概要

お問合せ・お申込み

中面１頁 285×210ｍｍ

285×420ｍｍ

２,０００,０００円

中面２頁 ４,０００,０００円

ハガキ(切り取り) 148×100ｍｍ 2,０００,０００円

掲載面 原稿サイズ 料 金

掲載基準

タイアップ広告 ： 上記掲載費＋誌面制作費 ５００,０００円/１頁

入稿締切に関して

株式会社カーブスジャパン FCサポート部 担当：齋藤

TEL：080-3254-8773 Mail：hi-saito@curves.co.jp

毎日新聞出版株式会社 企画管理本部 戦略営業グループ

TEL：03-6265-6492



「カーブス」サンプリング企画のご案内
50代~70代主婦のリアルコミュニティ

SAMPLING

９
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① 購買の意思決定を握る50代~70代を中心とした主婦にセグメント

② 会員が信頼するカーブスからのプレゼントとして配布

③ 使用の感想や購買経験が話題となり、配布後のクチコミ効果が抜群

④ 流通周辺の立地のため、配布～使用後の店頭誘導に効果的

サンプリング概要

カーブスサンプリングの特徴
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配布時掲出ツール

ツール使用による充実の商品PR

A2・A3ポスター 切り抜きPOP

ポスター・POPなどのツールと一緒に展示スペースを店内に設置。

約２週間の配布期間中、イベント的に盛り上がる企画です。

(商品画像をお送りいただき弊社にて制作。別途費用は発生いたしません。)
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配布完了後のご報告

シニアの声をフィードバック

終了後には、実施時写真と会員コメント(スタッフが配布時に挙がった声

を集約)を完了報告として提出いたします。シニア層のリアルな意見を聞

けるとご好評いただいております。(別途費用は発生いたしません。)

完了報告書 会員コメント
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全国2,020店舗中、流通の施設内にあるカーブスは

989店舗（約49％）。カーブス後はお買い物とい

う生活動線があるから、プロモーション後の店頭購入に
直結します。

店頭売場誘導・営業支援策としてプロモーション活用に
・ 流通各社様よりカーブスへの高評価多数
・ 営業支援策としての活用
・ 流通商談会への活用（既存先拡充・新規先獲得）
・ カーブスから流通店舗への誘導策導入

流通施設内出店多数

流通施設内のカーブス約5割 効果的な店頭誘導 同敷地内流通一覧(一部抜粋) ※2020年7月時点

流通名 CV店舗数 流通名 CV店舗数

イオン 164 ドラッグセイムス 6

マックスバリュ 48 ベイシア 5

ゆめタウン 34 プラッセだいわ 5

コープ 31 フードマーケットマム 5

アピタ 23 スギ薬局 5

ヤオコー 22 スギドラッグ 5

ドン・キホーテ 22 コノミヤ 5

マツモトキヨシ 18 エブリイ 5

ザ・ビッグ 18 天満屋ハピータウン 4

イトーヨーカドー 18 阪急オアシス 4

アルプラザ 18 マルヨシセンター 4

サンリブ 17 マルナカ 4

ダイエー 16 バロー 4

カスミ 15 とりせん 4

ヨークベニマル 14 ドラッグイレブン 4

マルエツ 13 ドミー 4

ピアゴ 11 ツルハドラッグ 4

ココカラファイン 10 サンエー 4

イズミヤ 10 サミットストア 4

Aコープ 10 カワチ薬品 4

平和堂 9 いなげや 4

西友 9 東武ストア 3

業務スーパー 9 生鮮館 3

ライフ 8 山陽マルナカ 3

フジグラン 8 ユニバース 3

オークワ 8 マルショク 3

ヨシヅヤ 7 マミーマート 3

スーパー三和 7 フレスポ 3

スーパーサンシ 7 ビッグエー 3

サンドラッグ 7 パレマルシェ 3

キョーエイ 7 ドラッグセガミ 3

東光ストア 6 ドラッグエース 3

フレンドマート 6 ドラッグアカカベ 3

ハローズ 6 ダイコクドラッグ 3

ドラッグユタカ 6 コモディイイダ 3

■事例
カーブス イオン大宮店

＜2階＞
婦人・紳士服と美容・健康のフロア

婦人紳士服フロア

テナントフロア
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同施設内流通だけではなく、カーブス店舗周
辺流通も多数の好立地。全国2,000店舗とい
う圧倒的な出店数により、多くの流通への誘
導を実現します。

カーブス店舗～周辺流通

カーブス店舗周辺流通名(一部抜粋) ※2020年7月時点

※カーブス店舗近隣(約200m)の流通を対象

全国2,000店舗の周辺に流通多数

流通名 流通数 流通名 流通数 流通名 流通数 流通名 流通数

マツモトキヨシ 157 キリン堂 27 オーケー 12 ドラッグストアセキ 8

ウエルシア 110 クスリのアオキ 27 くすりのレディ 12 ヤオコー 8

ツルハドラッグ 82 カワチ薬品 25 ダイコクドラッグ 12 アイン薬局 7

ココカラファイン 79 ヨークベニマル 22 関西スーパー 11 サミットストア 7

サンドラッグ 79 ライフ 22 成城石井 11 そうてつローゼン 7

イオン 56 ドラッグストアモリ 21 Aコープ 10 ハローズ 7

まいばすけっと 55 ハックドラッグ 20 サンディ 10 山陽マルナカ 7

スギ薬局 54 ビッグエー 20 ドラッグストアスマイル 10 薬王堂 7

ドラッグセイムス 46 くすりの福太郎 19 アコレ 9 アピタ 6

クリエイトSD 45 ウォンツ 17 アルカドラッグ 9 イズミヤ 6

ディスカウントドラッグコスモス 41 ドラッグイレブン 16 いなげや 9 ウェルパーク 6

マックスバリュ 40 トモズ 15 カスミ 9 オーエスドラッグ 6

業務スーパー 40 バロー 15 くすりセイジョー 9 コクミンドラッグ 6

スギドラッグ 36 スーパードラッグひまわり 14 ゲンキー 9 ダックス 6

西友 35 ザグザグ 13 ザ・ビッグ 9 ドラッグセガミ 6

イオン薬局 34 ダイエー 13 フレスコ 9 ドラッグトップス 6

コープ 30 ドラッグユタカ 13 オオゼキ 8 にしてつストア 6

マルエツ 29 東急ストア 13 ココカラファイン薬局 8 ハッピードラッグ 6

イトーヨーカドー 28 Vドラッグ 12 コノミヤ 8 阪急オアシス 6

■実例①愛知県名古屋市 ■実例②兵庫県神戸市

●スーパー ●ドラッグストア ●コンビニ ●カーブス



数量によらず

1点あたり

１０円

設置場所 マシン付近・テーブル・カウンター ※店舗により多少異なります

実施ツール 実施ポスター・展示POP ※弊社にて制作、店舗にてPDFを出力・掲出

配布期間 約２週間 ※なくなり次第終了

平均配布数 約３５０個 ※会員数に応じて各店舗の配布数を設定します

その他

・ １店舗で同時期に２社様以上実施することはございません。

・ ポスター掲出のみ、商品設置のみのメニューはございません。

・ 店舗内配布セグメントは不可（５０代の方のみ配布等）

【 完了報告書 】

・ 全店配布終了後に完了報告書をご提出させて頂きます。

・ 一部店舗の実施写真とスタッフコメントの集約をいたします。

３万個～５万個 未満 ５０円

配布数量 単価 印刷物

配布に不適切な商品

・ 対象者が極端に制限される商品

例： ウィッグ、コンタクトレンズ 等

・ 会員の負担になる商品

例： 容量が極端に多い 等

・ 会員の満足度が得られない商品

例： パウチ1個、湿布1枚 等

※商品本体と印刷物が同梱された状態でご納品頂ける際は、

商品本体料金のみで実施可能です。

広告掲載基準を前提とし、以下の内容は実施不可となります。

「サンプリング」実施概要

お問合せ・お申込み

５万個～１０万個 未満 ４５円

１０万個以上 ４０円

企画概要・実施料金

実施条件 ： 「カーブスマガジン」への出稿

配布可能数量 ： 3万個~40万個

配布エリア ： 全国 (都道府県単位のご指定可能)

納品方法 ： 各実施店舗へご納品いただきます

実施不可内容について

印刷物のみの配布
商品現物が無く、チラシ等の販促物のみ
の配布 ※販促物にノベルティがついたもの
も不可

その他概要
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株式会社カーブスジャパン FCサポート部 担当：齋藤

TEL：080-3254-8773 Mail：hi-saito@curves.co.jp

毎日新聞出版株式会社 企画管理本部 戦略営業グループ

TEL：03-6265-6942
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全国70万人のアクティブシニアへアプローチ可能な媒体として

様々な企業様にご活用頂いています

カテゴリ 企業名 カテゴリ 企業名 カテゴリ 企業名

化粧品 味の素 食品 味の素 飲料 サントリー酒類

コーセープロビジョ
ン

いなば食品 雪印メグミルク

トウ・キユーピー エスビー食品 ミツカン
花王 カンロ 森永乳業
ロート製薬 キユーピー 明治

大塚製薬
みすずコーポレー
ション

ハウス食品

ウテナ ヤマキ フジッコ

コーセー ローソン
ポッカサッポロフード&ビバ
レッジ

ドクターシーラボ 森永乳業 アサヒビール
ファンケル 日本製粉 エーザイ
マンダム 明治 カゴメ
資生堂 日用品 花王 カルピス

持田ヘルスケア 日本製紙クレシア
サントリー食品インターナ
ショナル

第一三共ヘルス
ケア

ヤマサキ ネスレ日本

日本ロレアル ライオン メルシャン
富士フイルム アートネイチャー 花王

食品 ダノン サンスター 日本コカ・コーラ
MLA豪州食肉 参天製薬 富士フイルム
フジッコ P&G 味の素

江崎グリコ エステー
ツヴィリング J.A. ヘンケル
ス ジャパン

エバラ食品工業 シャボン玉石けん 象印マホービン

大塚食品 ネイチャーラボ 家電 BOSE
森永製菓 牛乳石鹸 パナソニック
大塚製薬 持田ヘルスケア 象印マホービン
日本ケロッグ レジャー エイチ・アイ・エス ヤーマン

アサヒグループ食
品

沖縄観光CVB

サントリーウエルネ
ス

旅行読売出版社

亀田製菓 自動車 トヨタ自動車

■サントリー食品インターナショナル ■トヨタ自動車

＜サンプリング＞

＜広告掲載＞

■サーキット内：商品展示 ■掲出ツール ■実施風景

■ロート製薬

お取組み実績

お取引企業様(一部)


