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リアル
ショップカタログ アプリ SNS

SHUEISHA  2019年秋冬企画

https://�agshop.jp
フラッグショップ 検索

集英社の公式ファッション通販サイト

会員110万人突破！
リアルでもWEBでも
FLAG SHOPパワーが
拡大中！

FLAG SHOPのマルチコンテンツで
お客様の“買いたい”気持ちをわしづかみ！

♥♥



FLAG SHOPで“売る”
FLAG SHOPのリアルショップが大好評！

誌面タイアップと連動し、
FLAG SHOPで商品が販売できます！
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2018年9月にそごう横浜店3F、2019年3月には東急プラザ銀座（期間限定）にリアル
ショップをオープン！ さらに2019年6月には京都伊勢丹にてポップアップショップを展開
予定。リアルでもFLAG SHOP拡大中です！

FLAG SHOPだけのスペシャルなイベントプランご提案します！
店舗・WEB・SNSを使ったマルチなプロモーションが可能です
・各リアルショップでのイベント開催&商品販売
・　 FLAG SHOPサイト・メルマガで顧客に拡散
  　  HAPPY PLUS各サイトでのWEB TU
  　  ブロガー招待での各SNS・ブログ拡散

雑誌にタイアップをご出稿いただいた際に、ページ
に掲載した商品を各雑誌の通販サイトにて連動販売
いただけます。ブランド公式サイト、FLAG SHOP
ともに販売することで、お客様の接触頻度を高めます！

デコルテがきれいに見える女らしいブラ
ウスに、上品なデニムを合わせてカジュ
アルダウン。抜け感のあるスタイリング
が、春らしいムードを盛り上げてくれま
す。バングル￥18,000（フィリップオー
ディベール）・イヤリング￥4,500（フ
ルール）・靴￥14,800（PARIGOT）／
パリゴ 丸の内店

撮影／水田 学（モデル・NOSTY）、
坂田幸一（商品）　モデル／高垣麗子
ヘア／寺岡慎太郎（SIGNO）
メイク／中野 賢　
スタイリング／玄長なおこ　デザイン／
大塚將生　構成・文／衛藤理絵
撮影協力／パリゴ 丸の内店、 
ALLAMANDA GARDEN
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世界的デニムの産地で作った
アニバーサリー
アイテムに注目！

デニムラインナップに定評のあるPARIGOTが、25周年
を記念しワイドパンツを制作！　ブランド発祥の地「広島」
の高品質デニム生地を使用したそのアイテムは、クオリティ
の高さと抜群のスタイルアップ効果で、こだわり派の女性
の間で話題になっています。
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大人の女性に大人気の
「PARIGOT」は広島・尾道発
のセレクトショップ
デニムラインナップに定評のある
PARIGOTが、25周年を記念しワイ
ドパンツを制作！　ブランド発祥の
地「広島」の高品質デニム生地を使
用し、クオリティの高さと抜群のス
タイルアップ効果で、こだわり派の
女性の間で話題になっています。

Information

ふんわりブラウスを、
脚長見えデニムで格上げ

バッグ　￥13,500　PARIGOT

これも買えます！

PARIGOT
エスニックテープバッグ

A4書類も楽々入る、使いやすいキャンバス地のバッグ。エス
ニック柄の持ち手には、トレンドのフリンジがたっぷり！　底
布が濃い色なので汚れにくく、内ポケット付きで機能性も◎。

PARIGOT
2wayデニムブレスレット

濃デニムとシルバーバックルで、シャープな印象のブレス。裏
返せばグレージュレザーになり、落ち着いた雰囲気に。２way
仕様でどんなコーデにも合わせやすく、通年使えます。

PARIGOT×NOMADIS
別注デニム＆パールかごバッグ

デニムにパールをちりばめ、ツヤ感のあるかご素材とMIX。巾
着ひもは牛革を使用し、ディテールまで凝った作り。ころんと
した可愛げのある形は、コーデを華やかにします。

PARIGOT
ハイウエスト
ワイドデニムパンツ

今季らしいハイウエストタイプ
のワイドデニム。すっきりした
腰回りで女性らしく着こなせま
す。さらにフロントのプリーツ
が縦のラインを強調し、すらっ
と脚長に見せる効果も。

デニムブルーの
小物で、こなれ感のある
スタイルに

デニム生地を使った、
今年らしい
バッグも登場

ふんわりブラウスを、
デニムの小物で引き締める
スイートなアイテムをデイリー使いするなら、辛口なスパイス
を加えて。デニムを使ったPARIGOTの小物なら、カジュアル
ながら高級感がありワンランク上のしゃれ感が出せます。

トップス　￥17,000　PARIGOT
パンツ　￥18,800　PARIGOT

これも買えます！
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PARIGOT
タイプライター
ケープブラウス

フェミニンな印象のブラウス
は、袖部分がケープのようにつ
ながっていて、腕や背中をお
しゃれにカバー。ハリのある
コットン素材を使用し、肉感を
拾いすぎず着やせ力も抜群。

［サイズ］F
［カラー］ホワイト、ベージュ

［商品コード］316019

［サイズ］34、36、38、40
［カラー］インディゴ、バイオウォッシュ

［商品コード］316011

PARIGOT
デニムキャスケット

丸みのあるキャスケットを、デニム生地でクールに。シルバー
ボタンはパリで見つけたアンティーク。付属のロープパーツは
取りはずし可能です。春夏のマリンスタイルにぴったり。
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［サイズ］F
［カラー］インディゴ

［商品コード］316834〜316836

［サイズ］F
［カラー］インディゴ×グレージュ

［商品コード］316832

［サイズ］F
［カラー］ブラック、レッド

［商品コード］316831

［サイズ］縦27.5×横18cm
［カラー］インディゴ

［商品コード］316833

¥ 13,800

¥ 18,800

¥ 7,900

¥ 5,900

¥ 7,900

¥ 13,500

step1
step2 

step3

連動販売ご希望の場合

広告部にお問い合わせください
FLAG SHOP担当バイヤーと 
条件等を取り決めいたします
弊社倉庫に商品を入庫ください

そごう横浜店   
SHOP INFORMATION
■住所: 
そごう横浜店 3F シーガルコート  
集英社 FLAG SHOP 
神奈川県横浜市西区高島 
2の18の1

東急プラザ銀座
SHOP INFORMATION
■住所: 
〒104-0061  東京都中央区銀座5の2の1 
東急プラザ銀座3-5F　 
集英社 FLAG SHOP　HINKA RINKA銀座店　 
HINKA RINKA 2nd（4F）



集英社 LEE公式通販サイト

このカタログの商品は 4月 5日（金）10：00より
LEEマルシェにてお求めいただけます。

リーマルシェ 検索

♥お電話で 集英社FLAG SHOP

0120-789626
(通話料無料 9：00〜20：00）

※詳しくはWEBでご確認ください。 リーマルシェ 検索

人気モデル五明祐子さんの
お買い物もマネできます！

お役に立ちます！
 LEEマルシェ
春の買い物リスト

♦ 期間／4/9（火）〜4/22（月）
♦ 場所／そごう横浜店 3 F シーガルコート　
    集英社 FLAG SHOP内
    神奈川県横浜市西区高島 2の18の 1

12closetや気になるセレクトアイテムを試着するチャンス。
五明さん、福田さんのイベントも予定。詳細はこちらへ
https://flagshop.jp/lee/

LEEマルシェのリアルショップが
そごう横浜店で開催！

五明祐子さん、
福田麻琴さんも来店！

配送イメージ

FLAG SHOPで“届ける”

■ FLAG SHOPの配送に出荷同梱する
お客様の注文ダンボールに同梱配送します。

■ FLAG SHOPのカタログに同梱する
エクラプレミアム、LEEマルシェカタログなど
FLAG SHOPからお送りするカタログと一緒に同梱配送します。

step1
step2

同梱ご希望の場合

FLAG SHOPのお客様にサンプリングが可能です

〒101-8050　東京都千代田区神田神保町3-29　神保町3丁目共同ビル4階 担当：糸川、千葉

集英社ブランド事業部ダイレクトマーケティング室 TEL: 03-3230-5089お問い合わせ先

セグメント料金（1セグメントあたり）

セグメント料金（1セグメントあたり）

基本料金＋G12.5円／1部

基本料金＋G12.5円／1部

広告部またはブランド事業部にお問い合わせください
指定住所に配送希望品を入庫ください

基本料金

基本料金

G87.5円／1部　お申し込み部数 500部～2万部

G125円／1部　お申し込み部数 1万部～

同梱可能なもの

同梱可能なもの

カタログ、チラシ、化粧品サンプルなど ※事前審査がございます

カタログ、チラシ、化粧品サンプル（パウチ）など ※事前審査がございます

設定できるセグメント

設定できるセグメント

購入SHOP（エクラプレミアム、LEEマルシェなど）、居住エリア、年齢など

購入SHOP（エクラプレミアム、LEEマルシェなど）、居住エリア、年齢など
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お客様の注文出荷、またカタログ配送時の同梱サービスをご用意しております。
化粧品サンプル、カタログなどを直接FLAG SHOP顧客に配布が可能です。
反応率の高さでリピートされるクライアント様が続 ！々
500部〜可能なので、ぜひお問い合わせください。 



Marisolオリジナルブランド
M7days

ILLUSTRATION:DAICHI MIURA

各ショップの最新データをご紹介

mirabella homme顧客データ人気ブランド
Acne Studios、agnes b.、
PAUL SMITHほか

顧客平均購入単価……… 18,733円
顧客年齢……………………… 35～45歳

JCS顧客データ人気作品
ONE PIECE、銀魂、僕のヒーローアカ
デミア、ハイキュー!!ほか

顧客平均購入単価…………5,286円
顧客年齢……………………… 30～35歳

mirabella顧客データ人気ブランド
Acne Studios、STELLA McCARTNEY、
MAISON MARGIELA、MUVEILほか

顧客平均購入単価……… 24,519円
顧客年齢……………………… 35～45歳

HAPPY plus BEAUTY顧客データ人気ブランド
Celvoke、GUERLAIN、
NAILS INCほか

顧客平均購入単価……… 10,008円
顧客年齢……………………… 31～39歳

SHOP Marisol顧客データ人気ブランド
BEIGE,、martinique、SINME、
AK＋1ほか

顧客平均購入単価……… 19,571円
顧客年齢……………………… 40～45歳

LEEマルシェ顧客データ人気ブランド
SANYO、ORCIVAL、
Traditional Weatherwearほか

顧客平均購入単価……… 13,954円
顧客年齢……………………… 38～43歳

エクラプレミアム顧客データ人気ブランド
MADISON BLUE、RED CARD、
HERNO、mizuiro indほか

顧客平均購入単価……… 19,836円
顧客年齢……………………… 48～55歳

FLAG SHOP顧客データ人気ブランド
UNITED ARROWS、23区、
NOLLEYʼS、DRESSTERIORほか

顧客平均購入単価……… 14,109円
顧客年齢……………………… 31～39歳

LEEオリジナルブランド
12closet

FLAG SHOPオリジナルブランド
suadeo

éclatオリジナルブランド
E by éclat

バイヤー陣が更新する
“Buyer’s Voice”が
人気コンテンツに

スタイリスト石上美津江さん
コラボパーカ700枚売上

（2019年2月期）

オリジナルブランド
E by éclatは
着心地の良さが大好評！

オリジナルブランド
M7days×人気ブランド
コラボが話題


