
新規・カムバック企画
SENSE-UP LEE企画

LEE動画企画

新規クライアント企画本誌＆ＷＥＢ転載+選べるオプション企画
新規クライアント企画LEE創刊35周年全国ツアー企画

新規クライアント企画神保町ママリーズ企画

2018秋冬広告企画

全国8都市9会場にて計1000名ご招待のツアーを実施中！前半会場は大盛況のうちに終了！！

LEE創刊35周年
全国ツアー企画

7月 8月 9月 10月 11月 12月

協賛期間 月号（6/7発売）〜 月号（12/7発売）2018. 2019.7 1

ステージ
（セミナー）
協賛

1会場につき2社、1社あたり20分想定
ＬＥＥがイベントを実施する会場にて編集部ステージ（ワークショップ）の後にステージ（セミナー）をご実施いただけます。
※スキンケアクライアント様は年間ステージ協賛が1社様決定しておりますのでご協賛が難しくなっております。ご了承ください。

協賛期間内に4C4Pタイアップもしくは純広告（但し固定面は除く）ご出広協賛条件

ブース協賛
1会場につき１～２社。イベントの開始前後中心にブース回遊時間を設ける為、
参加者のタッチ＆トライやサンプリング等をご実施いただけます。

協賛期間内に4C2Pタイアップもしくは純広告（但し固定面は除く）ご出広＋実費Ｇ150万協賛条件

サンプリング
協賛

各会場にて、貴社の商品をお土産としてイベント参加者にお渡しいたします。
協賛条件 12/8大阪会場

4C2Pタイアップ or 純広告（固定面除く）、or LEEweb記事タイアップ（撮影型ＣＭＳ）ご出広＋Ｇ20万
9/29仙台、10/27広島、10/28神戸会場
4C2Pタイアップ or 純広告（固定面除く）、or LEEweb記事タイアップ（撮影型ＣＭＳ）ご出広＋Ｇ10万

※実績料金にてのご実施をお願いいたします。　※商材によってはお受けできない場合もございます。　※より詳細な企画書も別途ご用意しております。営業担当までお問い合わせください。

平井かずみさん
「フラワーアレンジ」
ワークショップ開催

TERRACE L
お申込み締切：6月27日（水）

9月29日（土）仙台
50名
招待

OURHOME Emiさんの
ワークショップ開催

アーククラブ迎賓館広島
お申込み締切：7月25日（水）

10月27日（土）広島
50名
招待

OURHOME Emiさんの
ワークショップ開催

THE PLACE KOBE
お申込み締切：7月25日（水）

10月28日（日）神戸
50名
招待

栗原はるみさんの
トークショー開催

グランフロント大阪ナレッジシアター
お申込み締切：9月5日（水）

12月8日（土）大阪
200名
招待

タイアップ記事内画像を選択していただきます。
（Ａプラン・・4カット、Ｂプラン・・2カットまで）。ブランド名、タイトル、
キャプション、クレジット等と共に転載、記事を作成します。

★月間PV数1,150万突破の「LEEweb」にて転載記事（※）を
掲載します。本誌読者に加え、LEEwebユーザーにもリーチが広がります!
⃝記事配信期間（2018年10/6頃〜1ヶ月予定）

東急SALUSラック配布&WEB転載。

本誌のタイアップを小冊子に転載し、オリジナルマガジンとして
「東急SALUS」ラックにて配布!　LEE本誌の連動編集テーマも掲載することで、
読み物としても大充実! 　今回も協賛期間が2ヶ月！　WEBサービスも引き続き強化!

SENSE-UP LEE企画
[SENSE-UP LEE小冊子概要]

A4正寸／4C20P~40P（予定）形態 ※構成・台割に関しては、全て編集部にお任せください。

予定配布部数 7万部
配布期間 （なくなり次第終了）2018年10月6日～10月19日
配布方法 SALUSラック40駅50台予定。二子玉川、自由が丘、中目黒など
LEEと親和性の高い東急沿線エリアに向けて、フリーペーパー形式で配布予定

※ 表紙イメージ

月号（9/7発売）※、 月号（10/6発売）10 11協賛期間

配布消化率
ほぼ100%

LEE本誌のタイアップ内容を
SENSE-UP LEE冊子内に
お好きな1ページ分転載＆WEB特典（★）
4C2Pタイアップ G350万円

※特別料金、制作費込み

B
プラン

協賛条件 企画料金

LEE本誌のタイアップ内容を
SENSE-UP LEE冊子内に
お好きな2ページ分転載＆WEB特典（★）
4C4Pタイアップ G700万円

※特別料金、制作費込み

A
プラン

協賛条件 企画料金

期間 放映時間 放映料
7日（日～月） 15秒 100万円

東横（みなとみらい線含）、田園都市線、大井町線、目黒線掲出路線

※詳しくは営業担当にご相談ください。※複数素材を放映する場合は別途費用が発生します。

WEB特典

オプション
東急電鉄でのタッチポイントをさらに増やすならば
TOQビジョン（社内液晶モニター）広告もご提案いただけます。

転載方法

放映期間
・放映料

※A・Bプランに関わらず、1協賛につき1記事掲載します。掲出日、
掲載スペースは編集部にお任せ下さい。
※転載カット、テキストはSENSE-UP LEEと同じものを使用いたします。

※11月号と同じく本誌タイ
アップ画像を転載いたしま
す。但し11月号協賛と
の兼ね合いでモデルカッ
ト転載が難しい場合があ
り、その際は物撮りペー
ジのみの転載となります。

本誌に加えてWEB施策をお探しのクライアント様に！

本誌＆WEB転載+選べるオプション企画

※運用方法やクリエイティブは弊社にお任せください。　※商材や実施時期によってクリック数やimp数に変動がある為、
想定数字とさせていただきます。　※各外部媒体の審査により、配信不可となる場合もございます。ご了承ください。

〈本誌タイアップorAD（イメージ）〉

〈外部オプション
（イメージ）〉

2PTUもしくは2P純広を実績料金にてご出広 Ｇ70万円協賛条件・料金

TUの場合  本誌TU記事を転載
純広の場合  クライアント様よりご支給素材（写真Max3カット＋テキスト）で構成

LEEwebにて１記事配信（ＣＭＳ使用・本誌2P相当）企画概要

〈 選べる外部オプションメニュー 〉

他企画とも組合わせ可能です

1 ⃝Facebook
1,500クリック想定

エンゲージメント率の高さがポイント！性別・年齢・趣味
関心などに合わせてターゲティング可能。届けたいユーザ
ーに的確に配信します。

2 ⃝Instagram 
200,000imp想定

リーチ重視のメニュー。セグメントされたユーザ
ーのタイムラインに表示。ターゲットを絞り、的
確に情報をお届けします。

特定のキーワードをツイートしているユーザーや、
特定のアカウントをフォローしているユーザーなど、
様々なターゲット設定で配信可能です。

4 ⃝Twitter 
1,700クリック想定

⃝ Yahoo!コンテンツディスカバリー　
7,000クリック想定

ＹＣＤ導入メディアの記事下レコメンド枠に当該記事コ
ンテンツを配信、ユーザーにパーソナライズしたリーチ
で、強力な誘導を図ることが可能です。

3

下記1、2、3、4のいずれか一つをお選びください。

※2018.1月末時点
※月間1,150万PV    ！　LEEwebと本誌のセットメニューが大人気！！

協賛期間 月号（7/6発売）〜 月号（12/7発売）2018.8 2019.1

定価G100万円のところ

ＷＥＢ拡散を
追加

〈WEB転載記事
（イメージ）〉



新規・カムバック企画
SENSE-UP LEE企画

LEE動画企画

新規クライアント企画本誌＆ＷＥＢ転載+選べるオプション企画
新規クライアント企画LEE創刊35周年全国ツアー企画

新規クライアント企画神保町ママリーズ企画

2018秋冬広告企画

全国8都市9会場にて計1000名ご招待のツアーを実施中！前半会場は大盛況のうちに終了！！

LEE創刊35周年
全国ツアー企画

7月 8月 9月 10月 11月 12月

協賛期間 月号（6/7発売）〜 月号（12/7発売）2018. 2019.7 1

ステージ
（セミナー）
協賛

1会場につき2社、1社あたり20分想定
ＬＥＥがイベントを実施する会場にて編集部ステージ（ワークショップ）の後にステージ（セミナー）をご実施いただけます。
※スキンケアクライアント様は年間ステージ協賛が1社様決定しておりますのでご協賛が難しくなっております。ご了承ください。

協賛期間内に4C4Pタイアップもしくは純広告（但し固定面は除く）ご出広協賛条件

ブース協賛
1会場につき１～２社。イベントの開始前後中心にブース回遊時間を設ける為、
参加者のタッチ＆トライやサンプリング等をご実施いただけます。

協賛期間内に4C2Pタイアップもしくは純広告（但し固定面は除く）ご出広＋実費Ｇ150万協賛条件

サンプリング
協賛

各会場にて、貴社の商品をお土産としてイベント参加者にお渡しいたします。
協賛条件 12/8大阪会場

4C2Pタイアップ or 純広告（固定面除く）、or LEEweb記事タイアップ（撮影型ＣＭＳ）ご出広＋Ｇ20万
9/29仙台、10/27広島、10/28神戸会場
4C2Pタイアップ or 純広告（固定面除く）、or LEEweb記事タイアップ（撮影型ＣＭＳ）ご出広＋Ｇ10万

※実績料金にてのご実施をお願いいたします。　※商材によってはお受けできない場合もございます。　※より詳細な企画書も別途ご用意しております。営業担当までお問い合わせください。

平井かずみさん
「フラワーアレンジ」
ワークショップ開催

TERRACE L
お申込み締切：6月27日（水）

9月29日（土）仙台
50名
招待

OURHOME Emiさんの
ワークショップ開催

アーククラブ迎賓館広島
お申込み締切：7月25日（水）

10月27日（土）広島
50名
招待

OURHOME Emiさんの
ワークショップ開催

THE PLACE KOBE
お申込み締切：7月25日（水）

10月28日（日）神戸
50名
招待

栗原はるみさんの
トークショー開催

グランフロント大阪ナレッジシアター
お申込み締切：9月5日（水）

12月8日（土）大阪
200名
招待

タイアップ記事内画像を選択していただきます。
（Ａプラン・・4カット、Ｂプラン・・2カットまで）。ブランド名、タイトル、
キャプション、クレジット等と共に転載、記事を作成します。

★月間PV数1,150万突破の「LEEweb」にて転載記事（※）を
掲載します。本誌読者に加え、LEEwebユーザーにもリーチが広がります!
⃝記事配信期間（2018年10/6頃〜1ヶ月予定）

東急SALUSラック配布&WEB転載。

本誌のタイアップを小冊子に転載し、オリジナルマガジンとして
「東急SALUS」ラックにて配布!　LEE本誌の連動編集テーマも掲載することで、
読み物としても大充実! 　今回も協賛期間が2ヶ月！　WEBサービスも引き続き強化!

SENSE-UP LEE企画
[SENSE-UP LEE小冊子概要]

A4正寸／4C20P~40P（予定）形態 ※構成・台割に関しては、全て編集部にお任せください。

予定配布部数 7万部
配布期間 （なくなり次第終了）2018年10月6日～10月19日
配布方法 SALUSラック40駅50台予定。二子玉川、自由が丘、中目黒など
LEEと親和性の高い東急沿線エリアに向けて、フリーペーパー形式で配布予定

※ 表紙イメージ

月号（9/7発売）※、 月号（10/6発売）10 11協賛期間

配布消化率
ほぼ100%

LEE本誌のタイアップ内容を
SENSE-UP LEE冊子内に
お好きな1ページ分転載＆WEB特典（★）
4C2Pタイアップ G350万円

※特別料金、制作費込み

B
プラン

協賛条件 企画料金

LEE本誌のタイアップ内容を
SENSE-UP LEE冊子内に
お好きな2ページ分転載＆WEB特典（★）
4C4Pタイアップ G700万円

※特別料金、制作費込み

A
プラン

協賛条件 企画料金

期間 放映時間 放映料
7日（日～月） 15秒 100万円

東横（みなとみらい線含）、田園都市線、大井町線、目黒線掲出路線

※詳しくは営業担当にご相談ください。※複数素材を放映する場合は別途費用が発生します。

WEB特典

オプション
東急電鉄でのタッチポイントをさらに増やすならば
TOQビジョン（社内液晶モニター）広告もご提案いただけます。

転載方法

放映期間
・放映料

※A・Bプランに関わらず、1協賛につき1記事掲載します。掲出日、
掲載スペースは編集部にお任せ下さい。
※転載カット、テキストはSENSE-UP LEEと同じものを使用いたします。

※11月号と同じく本誌タイ
アップ画像を転載いたしま
す。但し11月号協賛と
の兼ね合いでモデルカッ
ト転載が難しい場合があ
り、その際は物撮りペー
ジのみの転載となります。

本誌に加えてWEB施策をお探しのクライアント様に！

本誌＆WEB転載+選べるオプション企画

※運用方法やクリエイティブは弊社にお任せください。　※商材や実施時期によってクリック数やimp数に変動がある為、
想定数字とさせていただきます。　※各外部媒体の審査により、配信不可となる場合もございます。ご了承ください。

〈本誌タイアップorAD（イメージ）〉

〈外部オプション
（イメージ）〉

2PTUもしくは2P純広を実績料金にてご出広 Ｇ70万円協賛条件・料金

TUの場合  本誌TU記事を転載
純広の場合  クライアント様よりご支給素材（写真Max3カット＋テキスト）で構成

LEEwebにて１記事配信（ＣＭＳ使用・本誌2P相当）企画概要

〈 選べる外部オプションメニュー 〉

他企画とも組合わせ可能です

1 ⃝Facebook
1,500クリック想定

エンゲージメント率の高さがポイント！性別・年齢・趣味
関心などに合わせてターゲティング可能。届けたいユーザ
ーに的確に配信します。

2 ⃝Instagram 
200,000imp想定

リーチ重視のメニュー。セグメントされたユーザ
ーのタイムラインに表示。ターゲットを絞り、的
確に情報をお届けします。

特定のキーワードをツイートしているユーザーや、
特定のアカウントをフォローしているユーザーなど、
様々なターゲット設定で配信可能です。

4 ⃝Twitter 
1,700クリック想定

⃝ Yahoo!コンテンツディスカバリー　
7,000クリック想定

ＹＣＤ導入メディアの記事下レコメンド枠に当該記事コ
ンテンツを配信、ユーザーにパーソナライズしたリーチ
で、強力な誘導を図ることが可能です。

3

下記1、2、3、4のいずれか一つをお選びください。

※2018.1月末時点
※月間1,150万PV    ！　LEEwebと本誌のセットメニューが大人気！！

協賛期間 月号（7/6発売）〜 月号（12/7発売）2018.8 2019.1

定価G100万円のところ

ＷＥＢ拡散を
追加

〈WEB転載記事
（イメージ）〉



新規・カムバック企画
通年協賛期間

①LEE本誌にこれまで
　ご出広をされたことがないクライアント様
②過去1年以上LEE本誌に
　ご出広されていないクライアント様

4C4P
4C2P
4C1P

（制作費込み）タイアップ 純広

G550万円
G300万円
ー

ー
G250万円
G130万円

協賛金額協賛条件

LEEのレスポンス力を
是非ご実感ください！！

神保町ママリーズ企画
通年協賛期間

4Ｃ2Ｐタイアップ　Ｇ350万（制作費込）、
4Ｃ4Ｐタイアップ　Ｇ650万（制作費込）

「神保町ママリーズ記事拡大版2Ｐ」をサービス
タイアップの前隣接にて

協賛条件
料　金

協賛サービス

※１号あたり１社限定

ＬＥＥママエディターの本音トーク座談会が
人気の連載「神保町ママリーズ」にてクラ
イアント様ご希望テーマに沿った座談会を
実施。拡大版記事内にてクライアント様商
品もご紹介。 （商品カットについては編集部
にお任せください。）編集企画との横断的な
見せ方で商品訴求力が大きくアップします。

誌面タイアップと合わせて商品訴求力が大きくアップ！！

連載記事にタイアップを隣接します！

タイアップ訴求商品のムービー（約３０秒〜6０秒）を制作。
ＬＥＥweb 「ＬＥＥチャンネル」にて公開、およびクライアント様サイト＆
SNS等にてもご使用いただけます（1ヶ月〜3ヶ月迄使用相談可）。

クライアント様
商品を写真＆
テキストで
ご紹介。

隣接で
クライアント様
タイアップ
記事を掲載。

LEE動画企画
通年協賛期間

（★）動画制作費、スタッフ二次使用費
（ＬＥＥキャラクター起用想定）
※起用する人選によって、別途二次使用料や追加ギャラが必要になる場合が
あります。※動画撮影は本誌タイアップ撮影と同一スタジオにて同日撮影に
限らせていただきます。〜追加ご相談の際は別途お見積もりいたします。〜

2ＰＴＵ出広（ご実績料金）＋Ｇ70万（★）
協賛条件・料金

https://lee.hpplus.jp/channel/

※拡大版の場合、通常6名のメンバーにゲストママ1名を加えた座談会となります。
「神保町ママリーズ」拡大版記事イメージ

ライオン
株式会社
様

株式会社
DHC様

ロート
製薬株式
会社様

編集
コンテンツ

https://www.youtube.com/

●オリジナル（LEE100人隊起用）

●オリジナル（モデル起用+メイク動画）

●オリジナル（イベント連動+料理動画）

●メイキング（HOW TO動画）

https://www.youtube.com/watch?v=btmAEx35130

https://www.youtube.com/watch?v=bbdsoqlWlVM https://www.youtube.com/watch?v=g-RMMdWiqB0

世帯年収年 齢
2017年9月〜2018年2月読者アンケートより

LEE基本データ 創刊：1983年5月　刊行形態：月刊（毎月７日発売）　体裁：通常版：無線綴じ・A4変型　コンパクト版：無線綴じ・B5変型　
定価：通常版 670円（本体620円）、コンパクト版 640円（本体593円）　平均発行部数：合計252,000部

※タイアップの場合、制作費として別途１ページあたりグロスで375,000円をいただ
きます。

●  L E E 今 後 の 特 集 予 定
ファッション ビューティ ライフ その他（付録等）

8月号
（7/6発売）

街の好感度カジュアル派
「女らしさの達人」SNAP！／
￥5000でできるおしゃれ全部／
夏のファッション悩みQ&A

運命のお助けベストコスメ／
長井かおりさんの＂崩れてもサマになる＂
完全無欠の夏メイク

夏の麺40日間／
ベッド＆布団の安眠リネン／水回り掃除／
糖化とスクワットでアンチエイジング／
子供のマネー育／社会貢献先リスト

五明祐子の
 「永遠にカジュアル好き！」
2018夏BOOK

9月号
（8/7発売）

週５パンツ派だからこそ選ぶ、
あえての「スカート」！／
秋の最旬バッグを私的セレクト！

落とす＆隠すケアで脱・オバ毛穴！／
体感−5度を極める、真夏のヘアアレンジ

トマトのすごい食べ方10／
ハウスメーカーで建てたおしゃれな家／
私たちの「ワンオペ」対策／

「視力」の話

レスポのBIGポーチ

10月号
（9/7発売）

デニムで始める秋一番おしゃれ！／
ネイビーとカーキのキレイ見えコーデ

うるつやファンデーションが美肌の味方／
秋リップで家族モテ

ハピうまクッキング大賞2018／
白髪・夏枯れ髪対策／
私の人生デザイン／肉で夏バテ解消

物付録（未定）

11月号
（10/6発売）

フラット靴こそ、女らしく！／
今年顔ニットで着やせを極める

ストレス揺らぎ肌から、今こそ脱却！／
あなたの眉、お悩み全部解決します

新米を美味しく食べる／
家族でハロウィン／
老後の備えはこれだけあればBOOK／
女性の病気は予防が肝心

インテリアルポ別冊

12月号
（11/7発売）

トレンチマニアのトレンチ着こなしテク
／１０万以下で選ぶ、
ごほうびジュエリー

３０代のアイメイクを極める！／
コスパクリームvs.極上クリーム

ノーストレスの整理・収納／
年末年始が怖くないダイエット／
豚こまさえあれば

料理別冊

2019年
1月号

（12/7発売）

「女らしさ」と「あったかさ」と
「高見えと」／
新年に時計を更新！

なりたい肌を叶えるベストコスメ
2018総決算／
洗練前髪で新しい私になる！

年末年始人が集まる日の料理／
急げ花粉症対策／
共働きの家計／気になる家電

カレンダー・物付録（未
定）

●  進 行 スケジュー ル

●  L E E 広 告 料 金

[タイアップ]5月末
[純広]6月15日

オーダー締切

7月13日
校了

[タイアップ]6月末
[純広]7月17日

オーダー締切

8月10日
校了

[タイアップ]7月末
[純広]8月17日

オーダー締切

9月13日
校了

[タイアップ]8月末
[純広]9月18日

オーダー締切

10月12日
校了

[タイアップ]9月末
[純広]10月16日

オーダー締切

11月13日
校了

[タイアップ]10月末
[純広]11月15日

オーダー締切

12月13日
校了

[タイアップ]11月末
[純広]12月17日

オーダー締切

1月11日
校了

2018年
9月号（8/7発売） 10月号（9/7発売） 11月号（10/6発売） 12月号（11/7発売） 2019年

1月号（12/7発売） 2月号（1/7発売） 3月号（2/7発売）

※特集内容は変更になる場合があります。

その他多数実績あり。是非営業担当までご相談ください。

スペース 定価（グロス表記） 原稿サイズ
（天地×左右mm）

表４ ¥2,600,000 284×218
表2見開 ￥4,400,000 297×464
表3見開 ￥4,200,000 297×464
4C1P ￥2,100,000 297×232

スペース 定価（グロス表記） 原稿サイズ
（天地×左右mm）

4Cタテ1/3P ￥900,000 260×63
1C1P ￥1,300,000 297×232
1Cタテ1/3P ￥600,000 260×63

※発売日は変更になる場合があります。

数字から見えるＬＥＥ読者

400～
600万未満

25.3%

600～
800万未満

26.9%

400万未満
19.9%

1000万以上
15.2%

800～1000万
未満

12.7%

46歳以上 
8.2%

25歳以下 1.9%

36～40歳 
38.7%

31～35歳 
23.4%

41～45歳
18.3%

26～30歳 
9.5%

既婚率

既婚
70.8%

未婚
29.2%

子供はいますか？

はい
65.0%

いいえ
35.0%

仕事をしていますか？

いいえ
33.0%

はい
67.0%

本誌同様幅広いジャンルに対応可能です

本誌にて大好評連載中「神保町リーマン日記」メンバー“リーメンズ”も座談会ゲストに起用可能です。男性目線のコメントをご希望の際に是非ご活用ください。New!



新規・カムバック企画
通年協賛期間

①LEE本誌にこれまで
　ご出広をされたことがないクライアント様
②過去1年以上LEE本誌に
　ご出広されていないクライアント様

4C4P
4C2P
4C1P

（制作費込み）タイアップ 純広

G550万円
G300万円
ー

ー
G250万円
G130万円

協賛金額協賛条件

LEEのレスポンス力を
是非ご実感ください！！

神保町ママリーズ企画
通年協賛期間

4Ｃ2Ｐタイアップ　Ｇ350万（制作費込）、
4Ｃ4Ｐタイアップ　Ｇ650万（制作費込）

「神保町ママリーズ記事拡大版2Ｐ」をサービス
タイアップの前隣接にて

協賛条件
料　金

協賛サービス

※１号あたり１社限定

ＬＥＥママエディターの本音トーク座談会が
人気の連載「神保町ママリーズ」にてクラ
イアント様ご希望テーマに沿った座談会を
実施。拡大版記事内にてクライアント様商
品もご紹介。 （商品カットについては編集部
にお任せください。）編集企画との横断的な
見せ方で商品訴求力が大きくアップします。

誌面タイアップと合わせて商品訴求力が大きくアップ！！

連載記事にタイアップを隣接します！

タイアップ訴求商品のムービー（約３０秒〜6０秒）を制作。
ＬＥＥweb 「ＬＥＥチャンネル」にて公開、およびクライアント様サイト＆
SNS等にてもご使用いただけます（1ヶ月〜3ヶ月迄使用相談可）。

クライアント様
商品を写真＆
テキストで
ご紹介。

隣接で
クライアント様
タイアップ
記事を掲載。

LEE動画企画
通年協賛期間

（★）動画制作費、スタッフ二次使用費
（ＬＥＥキャラクター起用想定）
※起用する人選によって、別途二次使用料や追加ギャラが必要になる場合が
あります。※動画撮影は本誌タイアップ撮影と同一スタジオにて同日撮影に
限らせていただきます。〜追加ご相談の際は別途お見積もりいたします。〜

2ＰＴＵ出広（ご実績料金）＋Ｇ70万（★）
協賛条件・料金

https://lee.hpplus.jp/channel/

※拡大版の場合、通常6名のメンバーにゲストママ1名を加えた座談会となります。
「神保町ママリーズ」拡大版記事イメージ

ライオン
株式会社
様

株式会社
DHC様

ロート
製薬株式
会社様

編集
コンテンツ

https://www.youtube.com/

●オリジナル（LEE100人隊起用）

●オリジナル（モデル起用+メイク動画）

●オリジナル（イベント連動+料理動画）

●メイキング（HOW TO動画）

https://www.youtube.com/watch?v=btmAEx35130

https://www.youtube.com/watch?v=bbdsoqlWlVM https://www.youtube.com/watch?v=g-RMMdWiqB0

世帯年収年 齢
2017年9月〜2018年2月読者アンケートより

LEE基本データ 創刊：1983年5月　刊行形態：月刊（毎月７日発売）　体裁：通常版：無線綴じ・A4変型　コンパクト版：無線綴じ・B5変型　
定価：通常版 670円（本体620円）、コンパクト版 640円（本体593円）　平均発行部数：合計252,000部

※タイアップの場合、制作費として別途１ページあたりグロスで375,000円をいただ
きます。

●  L E E 今 後 の 特 集 予 定
ファッション ビューティ ライフ その他（付録等）

8月号
（7/6発売）

街の好感度カジュアル派
「女らしさの達人」SNAP！／
￥5000でできるおしゃれ全部／
夏のファッション悩みQ&A

運命のお助けベストコスメ／
長井かおりさんの＂崩れてもサマになる＂
完全無欠の夏メイク

夏の麺40日間／
ベッド＆布団の安眠リネン／水回り掃除／
糖化とスクワットでアンチエイジング／
子供のマネー育／社会貢献先リスト

五明祐子の
 「永遠にカジュアル好き！」
2018夏BOOK

9月号
（8/7発売）

週５パンツ派だからこそ選ぶ、
あえての「スカート」！／
秋の最旬バッグを私的セレクト！

落とす＆隠すケアで脱・オバ毛穴！／
体感−5度を極める、真夏のヘアアレンジ

トマトのすごい食べ方10／
ハウスメーカーで建てたおしゃれな家／
私たちの「ワンオペ」対策／

「視力」の話

レスポのBIGポーチ

10月号
（9/7発売）

デニムで始める秋一番おしゃれ！／
ネイビーとカーキのキレイ見えコーデ

うるつやファンデーションが美肌の味方／
秋リップで家族モテ

ハピうまクッキング大賞2018／
白髪・夏枯れ髪対策／
私の人生デザイン／肉で夏バテ解消

物付録（未定）

11月号
（10/6発売）

フラット靴こそ、女らしく！／
今年顔ニットで着やせを極める

ストレス揺らぎ肌から、今こそ脱却！／
あなたの眉、お悩み全部解決します

新米を美味しく食べる／
家族でハロウィン／
老後の備えはこれだけあればBOOK／
女性の病気は予防が肝心

インテリアルポ別冊

12月号
（11/7発売）

トレンチマニアのトレンチ着こなしテク
／１０万以下で選ぶ、
ごほうびジュエリー

３０代のアイメイクを極める！／
コスパクリームvs.極上クリーム

ノーストレスの整理・収納／
年末年始が怖くないダイエット／
豚こまさえあれば

料理別冊

2019年
1月号

（12/7発売）

「女らしさ」と「あったかさ」と
「高見えと」／
新年に時計を更新！

なりたい肌を叶えるベストコスメ
2018総決算／
洗練前髪で新しい私になる！

年末年始人が集まる日の料理／
急げ花粉症対策／
共働きの家計／気になる家電

カレンダー・物付録（未
定）

●  進 行 スケジュー ル

●  L E E 広 告 料 金

[タイアップ]5月末
[純広]6月15日

オーダー締切

7月13日
校了

[タイアップ]6月末
[純広]7月17日

オーダー締切

8月10日
校了

[タイアップ]7月末
[純広]8月17日

オーダー締切

9月13日
校了

[タイアップ]8月末
[純広]9月18日

オーダー締切

10月12日
校了

[タイアップ]9月末
[純広]10月16日

オーダー締切

11月13日
校了

[タイアップ]10月末
[純広]11月15日

オーダー締切

12月13日
校了

[タイアップ]11月末
[純広]12月17日

オーダー締切

1月11日
校了

2018年
9月号（8/7発売） 10月号（9/7発売） 11月号（10/6発売） 12月号（11/7発売） 2019年

1月号（12/7発売） 2月号（1/7発売） 3月号（2/7発売）

※特集内容は変更になる場合があります。

その他多数実績あり。是非営業担当までご相談ください。

スペース 定価（グロス表記） 原稿サイズ
（天地×左右mm）

表４ ¥2,600,000 284×218
表2見開 ￥4,400,000 297×464
表3見開 ￥4,200,000 297×464
4C1P ￥2,100,000 297×232

スペース 定価（グロス表記） 原稿サイズ
（天地×左右mm）

4Cタテ1/3P ￥900,000 260×63
1C1P ￥1,300,000 297×232
1Cタテ1/3P ￥600,000 260×63

※発売日は変更になる場合があります。

数字から見えるＬＥＥ読者

400～
600万未満

25.3%

600～
800万未満

26.9%

400万未満
19.9%

1000万以上
15.2%

800～1000万
未満

12.7%

46歳以上 
8.2%

25歳以下 1.9%

36～40歳 
38.7%

31～35歳 
23.4%

41～45歳
18.3%

26～30歳 
9.5%

既婚率

既婚
70.8%

未婚
29.2%

子供はいますか？

はい
65.0%

いいえ
35.0%

仕事をしていますか？

いいえ
33.0%

はい
67.0%

本誌同様幅広いジャンルに対応可能です

本誌にて大好評連載中「神保町リーマン日記」メンバー“リーメンズ”も座談会ゲストに起用可能です。男性目線のコメントをご希望の際に是非ご活用ください。New!



LEEの大人気ブレーン

お問い合わせ先 集英社広告部

女優。着回しなど等身
大のおしゃれが評判。
インスタも人気。

ともさかりえさん
今秋冬からはファッシ
ョンTUにも意欲的に！　
おしゃれママミューズ。

辺見えみりさん
モデル＆ファッションデ
ザイナー。センス抜群
な暮らしが読者の憧れ。

雅姫さん
フリーアナ。夫、前川
泰之氏との３児の子育
て＆家事シェアに共感。

政井マヤさん

LEE専属モデル。母と
して、ますます読者人
気がうなぎのぼり！

浜島直子さん
巻頭ファッションを飾
るLEEの顔となるモデ
ル。 2児の母。

理衣さん
ママモデルとして女ら
しさと清潔感を兼ね備
える。家族出演可！

AYUMIさん
抜群のスタイルと素敵
な雰囲気で着こなすコ
ーデが大人気。

同世代に圧倒的な人気
を誇る。スタイル抜群＆
おしゃれ上手。１女の母。

五明祐子さん 竹下玲奈さん

夫（元サッカー選手・
鈴木隆行氏）と娘、息
子の家族出演も好評。

ママタレントとして活
躍。 LEEでも幅広い分
野に出演！2女の母。

橋本優子さん

優木まおみさん

抜群のスタイルとキュ
ートな笑顔が好感度大。
1児の母で、ママ役も可。

2児の母としてあらゆる
特集に登場。地に足の
ついたコスパ眼も評判。

ナオさん

鈴木サチさん

夫でモデルのshogo
さんとの共演も大人気。
1男の母！

服が高見えする着こな
し力に定評あり。ますま
す輝いてます！

花楓さん＆shogoさん

小濱なつきさん

美しい白肌に美容業界
からもひっぱりだこ。
1女の母。

優しい顔立ちで人気沸
騰。結婚を機に、LEE
らしい暮らしぶりに期待。

誰もが憧れるツヤ肌と
華やかな顔立ち、確か
な美容知識に定評が。

モデルを続けつつ看護
師免許も取得した努力
家。講演なども起用可。

今井りかさん

藤澤恵麻さん

田中マヤさん

徳澤直子さん

フリーアナウンサーで
２男の母。スラリとし
た長身、美肌の持ち主。

青木裕子さん

横越温子さん高木綾子さん 鈴木薫さん 津田有香さん 若松麻世さん

副島晴夏さん キベッツ和代さん 瀧川聡子さん 續池恵理さん武藤乃子さん

宮部美沙さん 渡辺麻里子さん 北風安奈さん 山本愛さん 岩永聡子さん

大人気ママスタイリス
ト。コラボ商品の完売
記録更新中！

福田麻琴さん
連載コラムでの的確か
つ愛のあるコメントが
大好評。イベントも可。

家族が喜ぶレシピや、
見ばえするお弁当も得
意。イベントも好評。

小田ユイコさん ワタナベマキさん

フラワースタイリスト。
リース教室も開催して
おり、イベントも好評。

平井かずみさん ライター
川口ゆかりさん

スタイリスト
上村若菜さん

美容家
小林ひろ美さん

美容コーディネーター
弓気田みずほさん

トータルビューティ
アドバイザー
水井真理子さん

料理研究家
野口真紀さん

料理家
コウケンテツさん

料理研究家
近藤幸子さん

イラストレーター
平澤まりこさん

整理収納コンサルタント
本多さおりさん

フラワースタイリスト
ウヴル 田口夫妻

コラムニスト
河崎環さん

整理収納アドバイザー
OURHOME Emiさん

住宅アドバイザー・
コラムニスト
藤原千秋さん

カージャーナリスト
スーザン史子さん

消費経済ジャーナリスト
松崎のり子さん

TEL:03-3230-6202

ファッ
ション

ビュー
ティ

料理

料理

料理 料理

ライフ
スタイル

ファッ
ション

ライフ
スタイル

ファッ
ション

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ビュー
ティ

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ビュー
ティ

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ビュー
ティ

の3メディアを基点として
デジタル拡散、イベント、コラボ等、LEEワールドがますます拡がっています！

こんなことできます！ 2018SS事例

LEE本誌 LEE web 公式通販LEE マルシェ

デジタル
拡散

デジタル拡
散

「良質なコミュニティ」と「雑誌クオリティの記事」に
多くの支持。月間1,150万PV！

共感＆読み応えで30〜40代の幅広い読者層か
ら熱い支持！

LEE本誌 LEE web 公式通販 LEE マルシェ

LEE チャンネル
（動画）

LEE web
月間ＰＶ　1,150万ＰＶ
月間ＵＵ　175万ＵＵ
会員数　　13.4万人
※1月月間

いいね！ 
110,000人

フォロワー
13,000人

SMART NEWS
LEEチャンネル
登録者6万人超え！

フォロワー
42,000人

562,000人

LINE DIGEST 
Spot for 
アカウントメディア

編集スタッフの選択眼が光る品揃えで驚きの
リピーター数！オリジナルブランド「12 
closet」も好調！人気スタイリスト福田麻琴
さんとのコラボのベイカーパンツシリーズは
累計5,378本販売！（2018年4月現在）

LEE100人隊＆トップブロガー

※3月末時点

2018年度 2018年度2018年度 2018年度 2018年度

店頭POP

ホーム
ページ

ワイヨット様

（ウィナーズ様、コレールブランズジャパン様、ワイヨット様、
212 KITCHEN STORE様ご協賛）

全国84店舗キャンペーン棚展開

編集記事、タイアップ記事
を12Pの小冊子に再構成

⃝ 店頭キャンペーン棚でコラボ 
ディスプレイ

⃝ 増し刷り小冊子を配布
⃝ 各協賛クライアント様商品を増売

ウィナーズ様

LEE本誌

LEE本誌

LEE web

LEE web

 増し刷り小冊子
 増し刷り小冊子

212 KITCHEN STORE様店頭

プラステ様

動画配信

1case リンク・セオリー（プラステ）様 2case クッキングLEE企画

LEE×
プラステ様

クッキング
LEE企画

ウィナーズ様HPにて配信

動画配信

LINE DIGEST 
Spot for 

アカウントメディア

編集記事

TU記事

コレールブランズジャパン様店頭ポスター

212 KITCHEN STORE様
店頭にて配信

LEEのトップモデル達 ファッションも暮らしも読者のあこがれ、　
LEEを代表する人気モデル

LEEの大人気スター 読者に大人気！本誌LEEにて
活躍中のスターたちをご紹介

LEEキャラクター
ファッション、ビューティ、
体験取材でリアルな声を届ける読者モデル



LEEの大人気ブレーン

お問い合わせ先 集英社広告部

女優。着回しなど等身
大のおしゃれが評判。
インスタも人気。

ともさかりえさん
今秋冬からはファッシ
ョンTUにも意欲的に！　
おしゃれママミューズ。

辺見えみりさん
モデル＆ファッションデ
ザイナー。センス抜群
な暮らしが読者の憧れ。

雅姫さん
フリーアナ。夫、前川
泰之氏との３児の子育
て＆家事シェアに共感。

政井マヤさん

LEE専属モデル。母と
して、ますます読者人
気がうなぎのぼり！

浜島直子さん
巻頭ファッションを飾
るLEEの顔となるモデ
ル。 2児の母。

理衣さん
ママモデルとして女ら
しさと清潔感を兼ね備
える。家族出演可！

AYUMIさん
抜群のスタイルと素敵
な雰囲気で着こなすコ
ーデが大人気。

同世代に圧倒的な人気
を誇る。スタイル抜群＆
おしゃれ上手。１女の母。

五明祐子さん 竹下玲奈さん

夫（元サッカー選手・
鈴木隆行氏）と娘、息
子の家族出演も好評。

ママタレントとして活
躍。 LEEでも幅広い分
野に出演！2女の母。

橋本優子さん

優木まおみさん

抜群のスタイルとキュ
ートな笑顔が好感度大。
1児の母で、ママ役も可。

2児の母としてあらゆる
特集に登場。地に足の
ついたコスパ眼も評判。

ナオさん

鈴木サチさん

夫でモデルのshogo
さんとの共演も大人気。
1男の母！

服が高見えする着こな
し力に定評あり。ますま
す輝いてます！

花楓さん＆shogoさん

小濱なつきさん

美しい白肌に美容業界
からもひっぱりだこ。
1女の母。

優しい顔立ちで人気沸
騰。結婚を機に、LEE
らしい暮らしぶりに期待。

誰もが憧れるツヤ肌と
華やかな顔立ち、確か
な美容知識に定評が。

モデルを続けつつ看護
師免許も取得した努力
家。講演なども起用可。

今井りかさん

藤澤恵麻さん

田中マヤさん

徳澤直子さん

フリーアナウンサーで
２男の母。スラリとし
た長身、美肌の持ち主。

青木裕子さん

横越温子さん高木綾子さん 鈴木薫さん 津田有香さん 若松麻世さん

副島晴夏さん キベッツ和代さん 瀧川聡子さん 續池恵理さん武藤乃子さん

宮部美沙さん 渡辺麻里子さん 北風安奈さん 山本愛さん 岩永聡子さん

大人気ママスタイリス
ト。コラボ商品の完売
記録更新中！

福田麻琴さん
連載コラムでの的確か
つ愛のあるコメントが
大好評。イベントも可。

家族が喜ぶレシピや、
見ばえするお弁当も得
意。イベントも好評。

小田ユイコさん ワタナベマキさん

フラワースタイリスト。
リース教室も開催して
おり、イベントも好評。

平井かずみさん ライター
川口ゆかりさん

スタイリスト
上村若菜さん

美容家
小林ひろ美さん

美容コーディネーター
弓気田みずほさん

トータルビューティ
アドバイザー
水井真理子さん

料理研究家
野口真紀さん

料理家
コウケンテツさん

料理研究家
近藤幸子さん

イラストレーター
平澤まりこさん

整理収納コンサルタント
本多さおりさん

フラワースタイリスト
ウヴル 田口夫妻

コラムニスト
河崎環さん

整理収納アドバイザー
OURHOME Emiさん

住宅アドバイザー・
コラムニスト
藤原千秋さん

カージャーナリスト
スーザン史子さん

消費経済ジャーナリスト
松崎のり子さん

TEL:03-3230-6202
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