
イメージ

スペース    料金（円）※ 原稿寸法（天地×左右㎜） 原稿締切
表4 2,400,000 284×218
表2見開 3,400,000 297×464
特表2見開 3,200,000 297×464 発売日の22日前
表3見開 3,200,000 297×464
4C1P 1,600,000 297×232
はがき 1,500,000 146×94

※全てグロス表記

http://adnavi.shueisha.co.jp/

創　　刊 2007年9月
刊行形態 月刊（毎月1日発売）
体　　裁 無線綴じA4変形判
定　　価 940円（本体870円）
お問い合わせ
集英社広告部 TEL.03（3230）6202

45歳からの日本の素敵な女性Jマダム®を輝かせる

タブロイド広告特集 朝日・日経新聞 計15万部 折込企画

大人気美容ジャーナリスト「倉田真由美さん」巻頭連載連動企画

選べる新聞15段広告連動企画

エクラお試しプライス企画

［約12段分］タイアップページで写真と文章を使って商品を訴求する内容に。
※掲載商品の価格は記載できませんのでご了承ください。

［約3段分］エクラの目次広告を入れさせていただきます。

【協賛対象号】 2018年7月号（6/1発売）～2018年12月号（11/1発売）
【協賛条件】 初出稿のクライアント様、もしくは過去1年間にエクラにご出稿のなかったクライアント様

【協賛内容】 4C1P 純広告 ………… G100万
 4C2P 純広告 ………… G180万
 4C2P タイアップ …… G220万（制作費含む）
 4C4P タイアップ …… G400万（制作費含む）

ご新規のクライアント様や、ご出稿から1年以上過ぎたクライアント様限定に、とてもお得なプランをご用意いたしました。

【協賛対象号】 2018年7月号（6/1発売）～2018年12月号（11/1発売）
【協賛条件】

【協賛特典】 協賛いただくと倉田真由美さん連載2Pにて商品ご紹介。
 巻頭記事、中面タイアップ、両方でクライアント様の商品を訴求可能です。
 ※同号で複数社協賛の場合、タイアップ実施号と記事取り上げ号が異なることもございます。
 ※倉田真由美さん連載とタイアップの隣接はできません。
 ※一度実施いただいたクライアント様は半年間掲載期間をあけさせていただきます。

巻頭美容連載として大人気の編集企画「美容ジャーナリスト 倉田真由美の数字が語る美の力」で貴社商品を紹介します。

【協賛対象号】 2018年7月号（6/1発売）～2018年12月号（11/1発売）
【協賛条件】 期間内に6P以上のご出稿
 （4P+2P、3P+3Pなど組み合わせ自由ですが、必ず新聞実施月にタイアップを1回実施してください）
 ※純広は、固定面・レギュラー出稿を除きます。
 ※新聞掲載は発売日とその前後2日間、計3日間の中の1日で実施いたします。
 ※申し込み多数の場合、掲載日を調整させていただく場合があります。
 ※各新聞社とも広告主の事前審査がございます。提案前に必ず担当者にご確認ください。

【協賛対象号】 2018年10月号（9/1発売）、2018年11月号（10/1発売）
【実 施 内 容】 本企画の協賛条件に応じて、エクラ読者と親和性の高い「朝日新聞」「日経新聞」に
 本誌タイアップを転載いたします。また、タブロイド記事をWeb éclatにも転載いたします。
 今回のタブロイドは、本誌で昨年から好評連載中の「エグゼクティブサロン」を大増量転載！
 さらに、今まで折込をしていた朝日新聞に加えて、エグゼクティブに向けて日経新聞への折込も実施致します！
 そして、そんな「エグゼクティブサロン」に限定したご協賛プランもご用意致しましたので是非ご検討ください。

ABCDE協賛とともにタブロイド記事をWeb éclatにも転載いたします。 ※誘導枠はお任せいただきます。
　レポートはいたしません。

タブロイド詳細

15段広告イメージ

※台割はイメージです。協賛クライアント数によって、ページ数や構成は変わります。　※競合排除はいたしません。タイアップページ部分は、隣接になりますのでご了承ください。
※業種はファッション・ビューティに限りません。　※モデルによっては二次使用が不可、物撮りページのみとなる可能性がございます。

配布日：2018年10月1日（月）　ページ数：4C8P（予定）　配布エリア・部数：東京／23区10万部　大阪／5万部

A協賛　期間中に6P以上のタイアップご出稿 タイアップページを再編集し、タブロイドに2P掲載

B協賛　期間中に4Pのタイアップご出稿 タイアップページを再編集し、タブロイドに1P掲載

C協賛　期間中に2Pのタイアップご出稿 タイアップページを再編集し、タブロイドに1/2P掲載

D協賛

E協賛

期間中にスーツ、もしくはジャケット、ビジネス小物など、
ビジネスシーンでのアイテムの本誌物撮り1PＴＵ

期間中にスーツ、もしくはジャケット、ビジネス小物など、
ビジネスシーンでのアイテムの本誌純広1P

タブロイド内、エグゼクティブサロンコーナーに
本誌ＴＵの物カットを転載（タブロイド内1/4P程度）

タブロイド内、エグゼクティブサロンコーナーに
提供素材でパブを掲載（タブロイド内、1/8P程度）

【協賛条件】

タブロイド台割りイメージ

［オプション］
左記ご出稿いただいた場合N20万にてエクラファインズ
（1P商品紹介コラム）を実施させていただきます。

イメージ

［毎日新聞（全国版朝刊）］［朝日新聞（東京版夕刊）］［読売新聞（東京版夕刊）］の3紙の中からご希望の1紙にて貴社の商品を訴求できる、
他に類を見ない特別企画。新聞購読率の高いアラフィー世代に大きく商品を訴求する、またとないチャンスです！

▶

期間内で4Pタイアップを実績料金にてご出稿

エ
ク
ラ
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表

【原稿タイプ】 素材入稿型（CMS）
【料金（1ヵ月）】 特別価格：G70万（制作費込み）
【原稿サイズ】 ニュース記事5P（画像5点まで＋テキスト）
【 想 定 PV 】 5,000PV～
【誘導リンク】 5種まで
【申込期限】 25営業日前

Web Special Menu「eclat五選」連動型タイアップ
編集部が大人に役立つ情報をピックアップしてお届けする人気コンテンツ「eclat五選」にて、

クライアント様の商品やサービスを5つの切り口でご紹介する、特別メニューです。

【誘導枠】 ①メインアリーナ（1週間） ②PICK UP（1カ月）
 ③TOPミドル（1カ月） ④feature（1カ月）
 Web eclat メルマガ2回／HAPPY PLUS メルマガ1回
【 備 考 】 ※記事中・誘導枠にはPR表記が入ります。
 ※デザイン・企画等は、編集部任意となります。
 ※企画内容により、想定PV数に変動がございます。
 ※画像加工や素材の編集は別途お見積もりとなります
 ※動画掲載はYouTubeのみ可能。掲載可否有（画像１点に含む。最大1動画まで）
 ※記事のアーカイブ化をご希望の場合は、ご相談ください。
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※写真の色は実データ忠実にお願いします。

A4／4C　データ名：eclat_2018秋冬企画(両面).ai
出力アプリケーション：Adobe Illustrator CS6
貼り込みアプリケーション：Adobe Photoshop CC
文字アウトライン済み／写真データ、実データリンク済み
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※写真の色は実データ忠実にお願いします。

A4／4C　データ名：eclat_2018秋冬企画(両面).ai
出力アプリケーション：Adobe Illustrator CS6
貼り込みアプリケーション：Adobe Photoshop CC
文字アウトライン済み／写真データ、実データリンク済み



SHUEISHA

今、ただ堅いだけじゃない、“働くアラフィー”のためのおしゃれ服・小物が増えています！ きちんと感があってスタイリッシュ、
しかも実用的！ そんな才色兼備なアイテムをご紹介する、エクラの「エグゼクティブサロン」絶賛連載中です！

アラウンド50歳からのエグゼクティブを応援します！

2017
８月号

一目置かれる「品格ジャケット」

働く女性の「春スーツ」2018

特集終わりのコラムページも完売商品が出る程、レスポンスございます！

2017
9月号

2018
4月号

2018
5月号

エグゼクティブ
サロン

2泊3日 働くJマダム®の出張着回し 好評につき12P大特集！

“知的〞と〝おしゃれ〞を叶える「夏のスーツ」

※写真の色は実データ忠実にお願いします。
A4／4C　データ名：エクラ エグゼクティブ表面.ai
出力アプリケーション：Adobe Illustrator CC
貼り込みアプリケーション：Adobe Photoshop CC
文字アウトライン済み
写真データ、実データ(PDF)リンク済み



シーン別「ビジネスワンピース」

2018年ＡＷのタブロイド広告企画では、
エグゼクティブサロンへもご協賛頂けます！

2017
10月号

ビジネス向き「会食ブラウス」

2017
11月号

お仕事バッグは実力至上主義

2017
12月号

働くJマダム®のための上質お仕事コート

2018
1月号

美しく働く、「黒パンプス」

2018
2月号

ワンランク上のビジネス時計

2018
3月号

エクラでも絶賛連載中の「エグゼクティブサロン」がこのたび2018ＡＷのタブロイド広告企画にも
出張掲載することになりました。本誌の当連載とも連動したこちらの企画では、お手軽な価格感での
ご協賛が可能になりましたのでぜひご検討ください。
お問い合わせは集英社広告部の箕輪までお願いします！　TEL:03（3230）6200

エグゼクティブ
サロン

集英社 広告部

※写真の色は実データ忠実にお願いします。
A4／4C　データ名：エクラ エグゼクティブ裏面.ai
出力アプリケーション：Adobe Illustrator CC
貼り込みアプリケーション：Adobe Photoshop CC
文字アウトライン済み
写真データ、実データ(PDF)リンク済み


