
総PV

月間UU数 会員数

公式
SNS

月間トータル
リーチ数

美容は人生そのもの。美容が持つパワーと楽しさを追究します！

◎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。＊広告料金は税抜き価格です。

スペース 料金（円） 原稿寸法
（天地×左右mm） 純広申込締切 校了

表4 2,200,000 284×218

発売日の
40日前

発売日の
25日前

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

https://maquia.hpplus.jp

美容の多様化時代に応え、すべての人の「願望実践ビューティ」に応えるサイ
トへ進化。美容エントリー層から美容マニアまでそれぞれに向けたコンテン
ツ設計や、マキア公式ブロガーの圧倒的なリーチ数が特徴。Webサイトにと
どまらず、公式LINEやインスタグラムなどもロイヤリティが高いファンが多
く、インスタライブや動画などの立体的なコンテンツも好評を得ています。

202１年も引き続き「読み応え」至上主義。読者のリアルなニーズに
敏感に、人生を豊かに明るくする美容のパワーを圧倒的な情報量
と時流をキャッチしたマキア独自の斬り口で届けます。

媒体
特性

［マキア］

月刊 A 4 変型判 毎月22日発売 定価690円（本体627円）

付録なし版 A 4 変型判 毎月22日発売

配本比

1 か月の化粧品代は？：平均32,354円
職業・雇用形態：会社員39.0％　主婦24.0％　学生10.0％　アルバイト8.0%　その他19.0％

近畿
16.4%

その他
2.5％

関東
40.8%

沖縄
1.1%

四国
2.9%

北海道
4.1%
中国
4.4%

東北
5.9%

北陸
5.4%

九州
7.5%

東海
9.0%

年 齢

20歳以下............................................................ 2.0％
21～24歳........................................................10.0％
25～27歳........................................................11.6％
28～30歳........................................................22.0％
31～34歳........................................................28.2％
35歳以上..........................................................26.2％

Instagram

292,699人フォロワー

Twitter

144,495人フォロワー

Facebook

107,019人フォロワー

LINE

1,503,899人友だち

LINE NEWS　ダイジェスト

1,214,493人友だち

YouTube

11,200人フォロワー

＊総PVは月間トータル
リーチ数に含みません

＊月間トータルリーチ数とは １カ月の販売部数（印刷物・デジタル版）、
WEBサイトのユーザー数、SNSフォロワー、メルマガ会員の合計人
数で媒体の拡散力を示す一つの指標

平均発行部数 94,000部

1,375,220UU

479.4万人

154,436人

18744,399 自社PV：11,602,539
外部PV：7,141,860

チュートリアル重視の従来の美容誌とは一線を画した美容の新しい価値観を提示する企
画で、新しい読者層を広げています。美容の楽しさ・可能性を日々模索中。マキアオン
ラインとともに、見て、知って、感じられる美容メディアとしてさらに進化します。

創刊：2004.9 編集長：伊藤かおり編集長より
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MAQUIAのモデル・インフルエンサー 美容好きの読者のあこがれ。MAQUIAを代表する人気モデルたちをご紹介

鈴木えみ（マキアミューズ） 小嶋陽菜（マキアモデル） 与田祐希（マキアレギュラーモデル） 加治ひとみ

山本舞香 宇垣美里 宮田聡子 宮本茉由

松本愛 道重さゆみ 辻元舞 伊原葵

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

＠emisuzuki_official @nyanchan22 @kaji_26

@mayu_miyamoto_official

@aoi186

@miyatasatoko

@mai_tsujimoto

@ugakimisato.mg

@sayumimichishige0713

@yamamotomaika_official

@aimatsumoto_45

@yodayuuki
_oimo

SHUEISHA MEDIAGUIDE 2021

01
女
性
誌



MAQUIAの美容家·美容賢者 美容に関する圧倒的な知見から、読者に深くささる情報を提供する美容家が多数

神崎恵 石井美保 千葉由佳（マキアインフルエンサー） 小林ひろ美 安倍佐和子

小田ユイコ 野毛まゆり マミ様 松本千登世 弓気田みずほ

倉田真由美 貴子先生 水井真理子 平輝乃 岡本静香

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

@megumi_kanzaki @miho_ishii @chibayuka @hiromi_kobayashi__

@yuiko.beauty.journal

@mayumayu.kurata @takako173 @mariko_mizui @veronicark0428 @shizucat

@mamiset

@abesawakobeauty

@yugeta_mizuho
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MAQUIAのヘア＆メイクアップアーティスト 感度の高いMAQUIA読者が共感するスタイルを発信

中野明海 河北裕介 長井かおり イガリシノブ paku☆chan

小田切ヒロ 林由香里 千吉良恵子 北原果 黒田啓蔵

AYA KUBOKI George 松井里加 岡野瑞恵

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

@akeminakano__official @kawakitayusuke @kaorimake @igari_shinobu @paku_chan

@kurodakeizo@conomii@chigirakeiko@yukarihayashi@hiro.odagiri

@kuboki_hairmakeup @george828 @rikamatsui26 @tamalin727
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(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 

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



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 

【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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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）


