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集英社 2021秋冬広告企画

1.本誌＆オンライン
スペシャルパッケージ企画

2.新規＋カムバッククライアント様限定 特別企画

3.オリジナル動画 タイアップパッケージ

モデル他リスト、MAQUIAアワード一覧

協賛期間 9月号（７月発売）～2022年２月号（12月発売）



【集英社2021秋冬広告企画】

1.本誌＆オンライン スペシャルパッケージ企画

Ｂ協賛Ａ協賛

本誌タイアップ

転載タイアップ
（ＣＭＳ）

タイアップ
使用素材
で制作

協賛プラン Ａ協賛 Ｂ協賛

協賛期間 9月号（７月発売）～2022年２月号（12月発売）

企画料金 Ｇ６００万（制作費込） Ｇ３００万（制作費込）

協賛条件 本誌4ＰＴＵ実施 本誌２ＰＴＵ実施

協賛特典

★MAQUIA ONLINE
本誌素材入稿タイアップ（ＣＭＳ）

※転載記事は４Ｐ相当、レポート有

★ TU素材使用！
編集部公式インスタ投稿1回

（フィードのみ/物カットのみ）

※ＰＲ表記有り、リンクは仕組みとして不可
※投稿日は任意（本誌発売期間中）
※レポート無し

★TU素材使用！
編集部公式インスタ投稿1回
（フィードのみ/物カットのみ）
※ＰＲ表記有り、リンクは仕組みとして不可
※投稿日は任意（本誌発売期間中）
※レポート無し

編集部公式
インスタ投稿

※フィード

インスタ投稿
・画像・テキストに関しては弊社にてタイアップで使用している素材のみで作成いたします。
・インスタグラム投稿内での各種競合排除はいたしません。
・投稿内容を事前にご確認いただけますが、商品名や商品内容に関して間違いがあった場合のみ

修正対応いたします。
・＃（ハッシュタグ）は5つまでご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・編集部とスポンサーの便益関係を明示するため、「Supported by 企業名 or ブランド名」

または「Sponsored by 企業名 or ブランド名」、もしくは#PRと#企業名 or ブランド名
などを入れさせていただきます。なお、ＷＯＭマーケティング協議会（ＷＯＭＪ）の規定に
基づいた明示をさせていただきますので、そのほかの表現方法もご相談ください。

・#媒体名 を入れさせていただきます。

編集部公式インスタ投稿（フィード）について

編集部公式
インスタ投稿

※フィード
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【集英社2021秋冬広告企画】

お得な料金で、実売・入広ともに絶好調のMAQUIAを是非お試しください！

純広告に加え、
タイアップにも
適用可能です。

2.新規＋カムバッククライアント様限定 特別企画

広告掲載料金表

https://adnavi.shueisha.co.jp/media/maquia/

最新の特集予定、進行予定表等は

こちら↓↓をご確認ください。

スペース 料金（円） 原稿サイズ（天地mm×左右mm）

表４ 2,200,000 284×218

表２見開 3,200,000 297×464

特表２見開 3,100,000 297×464

表３見開 3,000,000 297×464

４Ｃ１Ｐ 1,500,000 297×232

４Ｃ見開 2,900,000 297×464

はがき 1,200,000 147×94

※タイアップは2Pより承ります。（制作費Ｇ37.5万円/P）

協賛期間

　タイアップ ４Ｃ見開き Ｇ255万(制作費込）32%OFF!

協賛条件

純広告
協賛料金

４Ｃ見開き Ｇ290万⇒Ｇ180万 38%OFF!

４C１Ｐ     Ｇ150万⇒Ｇ100万 34%OFF!

　新規でご出稿いただくクライアント様、

　もしくは過去１年間でご出稿のなかったクライアント様

9月号（7月発売）～2022年2月号（12月発売）

※料金はグロス表記です。
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【ピックアップメニュー ④】オリジナル動画 タイアップパッケージ（３社限定/月)

パッケージ
料金

（1ヶ月）

スタンダード
プラン

G ¥5,000,000
（撮影・制作費込み)

YouTube広告付き
プラン

G ¥5,000,000＋G¥1,000,000
（撮影・制作費込み)

パッケージ
内容

①オリジナル動画 撮影・制作
(40～60秒程度／15秒ダイジェストの2本）
②記事タイアップ１P（CMS ／ 動画＋画像最大2点まで）
③モデル起用費
④Facebook ＋ Instagram動画アド（PO配信）
⑤Twitter 動画アド
⑥ネイティブビデオアド（4万再生想定）※15秒程度
⑦動画共有サイト内「MAQUIA CHANNEL」掲載
⑧クライアント様SNSでの二次使用（タイアップ掲載期間)
※LPはマキアオンライン内の記事とさせていただきます。
⑨YouTube広告付きプランにはYouTubeの「TrueView インストリーム広
告（83,000再生想定）」が付きます

誘導リンク 2URLまで

想定PV 5,000～10,000PV

レポート
あり（タイアップページPV数・クリック数、ネイティブビデオアド動画再
生数、SNS動画アド再生数、YouTube動画再生数）

申込期限 43営業日前 ※内容により異なる

備考

・YouTube広告はマージン20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・デザイン・企画等は、編集部任意となります。
・記事内の画像は提供画像または動画からの切り出しとなります。

（別途スチール撮影はなしとなります）
・企画内容により、想定PV数・動画再生数に変動がございます。
・動画はマキアオンライン×ブランドクレジットが上記秒数以外に別途5秒

程度入ります。
・撮影は１日想定（撮影移動箇所は近郊最大２箇所まで）を予定。
・ロゴ・テキストが入った画像は不可となります。
・起用するモデルによっては、二次使用不可の場合や、二次使用費別途お見

積もりの場合がございますので、事前にご相談ください。
・SNS二次利用OKなのはダイジェスト版のみとなります。
・記事は基本的にアーカイブ化されます。（モデルによります）
・WEBページと動画の進行は別進行になる場合もあります。

スケジュールはご要望に応じてオーダー後に調整いたします。

・以下別途お見積もりとなります。
・早朝および深夜の撮影、及び撮影場所のご指定により
・字幕や通訳（翻訳）が必要な場合
・高度なレタッチが必要な場合
・画像加工や素材の編集

・他、撮影内容やモデルの指定などのご要望により（詳細は担当まで)

期間限定価格

※イメージです

動画拡散
※イメージ

マキアオンライン
記事タイアップ マキアアカウント

動画アド

YouTube広告付きプランは

約283,000
再生想定

動画撮影・制作

クライアント様
SNSアカウントでの

二次利用

掲
載

ネイティブ
ビデオアド

※15秒ダイジェスト版

※15秒ダイジェスト版

※詳細はＡＤＮＡＶＩ/マキアオンライン媒体資料をご確認ください。

動画共有サイト

4万再生想定

※YouTube広告
付きプランあり

オリジナル動画の撮影・制作から、タイアップ記事制作・掲載、
SNSでの動画アド拡散、クライアント様SNSでの二次使用まで

セットになった月間3社限定のスペシャルメニューです。

※スタンダードプランは
約200,000再生想定
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マキアオンラインのビューティ発信力
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マキアオンラインのビューティ発信力
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マキアオンラインのビューティ発信力



MAQUIA アワード一覧

ＭＡＱＵＩＡでは“ベストコスメ上半期・下半期”を筆頭に年間６種類のアワードを実施しています。
対象商品、時期、選者などをアワードごとにきめ細やかに設定、多種多様な“真に価値のある美容”を
提案しています。

★全てのアワードにてロゴ使用をご案内、マキアオンラインでは受賞クライアント限定メニューもご用意しております。
詳しくは営業担当者にお問合せください。

ブライトニング・ＵＶグランプリ 3月発売５月号

美白=白でない、ブライトニング時代到来！2021年に「美白・ＵＶグランプリ」からアワー

ド名を変えリスタート！その年に発売されるブライトニングを目指す商品が対象。

約５３名の美容賢者（美容家、美容ジャーナリスト、美容ライター、マキア編集部）の投票

により決定！

プチプラコスメグランプリ 5月発売７月号
ALL3000円以下！価格超えのバリューを誇るプチプラコスメの最新ランキング

美のプロ約49名の投票により決定！

ベストコスメ上半期 6月発売８月号

ベストコスメ下半期 11月発売1月号

みんなのベスコス上半期 7月発売9月号

みんなのベスコス下半期 12月発売２月号

美容業界から常に注目を集める本家ビューティアワード!

上半期、下半期の年2回実施。

【ポイント①】10点満点で真剣採点

  コスメに精通する美のプロ（※）たちが、今期発売された数多くのアイテムの中から

  約39部門、100アイテム以上のベストを選出、投票。各部門1品10点満点で真剣に採点。

【ポイント②】ベスコス買いを牽引

  マキアのベストコスメ企画を見て実際に買ったという声も続々。本気の投票だからこそ、

  説得力抜群！ 2020下半期はマキアオンライン特設ページから販売ページにリンク、

  気になった商品をすぐにポチれるよう進化！

【ポイント③」トレンド象徴

　選出対象を直近半年に区切り、部門設定もトレンドに合わせて毎回見直している。

　ベストコスメで選ばれたコスメ=この半期のトレンドの象徴

　※美のプロ（美容家、医師、美容ジャーナリスト、美容ライター、ヘア＆メイクアップアーティスト、

　　マキア編集部）約64名

上半期、下半期の年2回実施。

マキアのオンライン会員とLINE、インスタグラム閲覧者、マキアブロガー約10万人の

皆さんにアンケートを実施、回答を集計した結果によって決定！

”みんなのベスコス”で名誉ある1位を３回獲得したコスメは「殿堂入りコスメ」として

認定される。

名称 　発表時期（変更になる場合がございます） 概要（変更になる場合がございます）


