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９月１日
創刊

15 周年！

2022年秋冬広告企画

知的好奇心・おしゃれ・美容
手の届くラグジュアリー。
アラフィーは当代一のアクティブ世代！
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協賛対象号 2022年６～11月

協賛条件 éclat 本誌６P以上のご出稿

備考

★事前に商材・掲載日の確認必須

・商材確認
掲載可否は新聞社の判断になりますので、
商材によりお受けできない場合もございます。
提案前に必ず担当者にご確認ください。

・新聞掲載日
éclat 発売日後の最も近い日曜日の日経新聞朝刊を
予定していますが、
事前に掲載日枠確保の必要がありますので
早めにご相談ください。
申込多数の場合、掲載日を調整させていただきます。

・こちらの日本経済新聞15段広告は、
新聞社都合により一部エリアで
モノクロとなる場合がございますのでご了承ください。

・日経電子版リンク（ビューワーリンク）の遷移先は、
Web éclatの本誌タイアップ転載ページのみ設定可能
（本誌タイアップのWEB転載がない場合は設定不可）

・新聞掲載ビジュアル
éclat 本誌タイアップ素材をもとに制作します。
(素材追加不可）

・新聞社独自の原稿審査
éclat タイアップ誌面のテキストが新聞社審査NGに
なる場合がありますのでご了承ください。

éclat 本誌タイアップを、日経新聞全国版｢NIKKEI The STYLE」と

日経電子版に転載。さらに多くの読者・ユーザーへ幅広く訴求できます｡

一定以上のご出稿で実施いただける、éclatだけの特別企画です!

【éclat ６ｐ以上タイアップ限定】日本経済新聞カラー15段転載

【集英社2022秋冬広告企画】

【新聞15段（1面）広告掲載イメージ】

■約12段分
éclat タイアップページ素材流用
クリエイティブ

■約3段分
éclat 掲載号目次広告

画面タップすると
Web éclat

タイアップページへ遷移

【日経電子版】
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協賛対象号 2022年６～11月

協賛条件 éclat 本誌６P以上のご出稿

備考

★事前に商材・掲載日の確認必須

・商材確認
掲載可否は新聞社の判断になりますので、
商材によりお受けできない場合もございます。
提案前に必ず担当者にご確認ください。

・新聞掲載日
éclat 掲載号発売後数日間のうち1日で
朝刊掲載を予定していますが、
事前に掲載日枠確保の必要がありますので
早めにご相談ください。
申込多数の場合、掲載日を調整させていただきます。

・新聞掲載ビジュアル
éclat 本誌タイアップ素材をもとに制作します。
(素材追加不可）

・新聞社独自の原稿審査
éclat タイアップ誌面のテキストが新聞社審査NGに
なる場合がありますのでご了承ください。

éclat 本誌タイアップを、毎日新聞全国版に転載。

さらに多くの読者・ユーザーへ幅広く訴求できます｡

一定以上のご出稿で実施いただける、éclatだけの特別企画です!

【éclat ６ｐ以上タイアップ限定】毎日新聞カラー15段転載

【集英社2022秋冬広告企画】

【新聞15段（1面）広告掲載イメージ】

■約12段分
éclat タイアップページ素材流用
クリエイティブ

■約3段分
éclat 掲載号目次広告
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本誌タイアップ・WEB転載・外部ブースト、さらに、大変反響の高い

「Web éclat 公式LINE」記事配信まで まるごとインクルード！ お得な
スペシャルパッケージで、éclat の訴求力と拡散力をぜひお試しください｡

「本誌＋WEB＋外部誘導＋LINEダイジェスト記事配信」スペシャルパッケージ

【集英社2022秋冬広告企画】

対象号 2022年６～11月 ★月２社限定

料金

２pパッケージ G400万円 (制作費込み)

４pパッケージ G550万円 (制作費込み)

実施内容

①本誌２ｐまたは４ｐタイアップ撮影・制作

②Web éclat 転載ぺージ制作・掲載
CMS 想定 5000PV～

③外部誘導 ※以下のいずれかより１つ選択
（G50万円＋制作費N10万円相当）

1.Facebook＋Instagram PO配信（3,500クリック想定）
2.SmartNews（8,300クリック保証）

④「Web éclat 」LINE公式アカウント内記事制作・配信
想定10000～25000PV
タイアップ素材をもとに記事制作
誘導リンク２URLまで

⑤編集部公式アカウント投稿 →タイアップページへ誘導
Facebook・Twitter各２回

備考

・マージンは一律20%です(代理店様、レップ様含む)
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・外部誘導の運用方法やクリエイティブはお任せください。
・モデルにより、起用費、二次使用費が別途発生する場合が

ありますので事前にお問合せください。
・商材や内容により、外部誘導媒体、LINE社の審査でNGとなり

配信できない場合もありますのでご了承ください。
・LINEダイジェストの配信枠数には制限があるため、

配信日は編集部で調整させていただきます。
事前に空き枠状況をご確認ください。

展開イメージ

①本誌タイアップ（２ｐまたは４ｐ）

②Web éclat 
転載

③外部誘導（1種）

｢LINE NEWS AWARDS(※)2020」
éclat が女性部門1位を受賞!
※345媒体・13部門でユーザー満足度を
LINE独自の指標でランキング､特に高い
支持を得たメディアを表彰するアワード

④Web éclat公式LINE記事配信

友だち数76万
LINE満足度※

常に上位！
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本誌タイアップ２ｐ以上を実績料金でご出稿のクライアント様限定で、
「Web éclatへの転載記事作成＋外部誘導（１種）」を

通常よりお得なプライスで実施いただけるオプションセットプラン。

【本誌タイアップオプション】「WEB転載＋選べる外部誘導」お得セットプラン

【集英社2022秋冬広告企画】

対象号 2022年６～11月

協賛条件
・２P以上の本誌タイアップを実績料金でご出稿
・本誌タイアップと同時申込

料金 本誌実績料金＋通常120万円のところ G90万円

実施内容

①Web éclat 本誌転載ぺージ制作・掲載
※本誌転載２P（G60万円相当）
CMS 想定 5000PV～

②外部誘導 ※以下のいずれかより１つ選択
（G50万円＋制作費N10万円相当）

1.Facebook＋Instagram PO配信（3,500クリック想定）
2.SmartNews（8,300クリック保証）

③編集部公式アカウント投稿 →タイアップページへ誘導
Facebook・Twitter各２回

備考

・マージンは一律20%です(代理店様、レップ様含む)
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・本誌４P以上タイアップで４P相当以上の転載を

希望される場合はご相談ください。
・外部誘導の運用方法やクリエイティブはお任せください。
・モデルにより二次使用料が別途発生する場合がありますので

事前にお問合せください。
・商材や実施時期によってクリック数やimp数に

変動があるため、想定数字とさせていただきます。
・商材によって、外部誘導媒体の審査結果により、

配信不可となる場合もありますのでご了承ください。

本誌タイアップ
（実績料金）

Web éclat 転載＋
外部誘導（PO配信またはSmartNews）

展開イメージ

G90万円
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鋭い切り口と深い美容知識で説得力を持って語りかける、大反響の

巻頭連載『美容ジャーナリスト倉田真由美の 数字が語る「美の力」』で
貴社商品をご紹介。美容クライアント様限定の企画が待望の復活です。

【美容クライアント様限定】「倉田真由美さん巻頭連載」お取り上げ確約

【集英社2022秋冬広告企画】

協賛対象号 2022年６～11月

協賛条件 ４ｐ以上タイアップを実績料金にてご出稿

協賛特典
倉田真由美さん巻頭連載２ｐ にて貴社商品ご紹介。
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。

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・１号につき１社限定。

同号で複数社協賛希望の場合は、
タイアップ実施号と異なる号でのお取り上げと
させていただくことがありますのでご了承ください。

・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。

展開イメージ
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WEBオリジナルの大人気コンテンツ｢éclat特選」にてクライアント様の
商品やサービスを、最大５つの切り口でご紹介する人気メニュー。

撮影型／素材入稿型、どちらにも対応いたします。

【WEBオリジナル】「éclat特選」連動型タイアップ

【集英社2022秋冬広告企画】

展開イメージ

対象号 2022年６～11月

原稿タイプ
撮影型 素材入稿型

CMS CMS

期間 1ヵ月
※基本アーカイブ有（モデルによりNGあり）

料金 G180万円
（制作費含む）

G100万円
（制作費含む）

掲載内容 画像5点まで＋テキスト

想定PV 15,000～18,000PV 7,000～10,000PV

誘導リンク 5種まで

申込期限 42営業日前 32営業日前

オリエン期
限

35営業日前 25営業日前
※素材入稿は18営業日前

レポート ○

備考

・マージンは一律20%です(代理店様、レップ様含む)
・写真点数は5点まで
・動画掲載はYouTubeのみ可。事前に掲載可否確認。
（動画は１つまで。画像点数に含む）

※ QVC 様事例

※撮影型の制作費には
モデル及びブロガー起用費＋撮影費＋原稿制作費が含まれます。

※ご希望のモデルやタレント起用、撮影内容によっては
別途お見積りいたします。

PV23万超えの大反響
CTR4％！
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おしゃれや美容・健康についてはもちろん、ワインやリフォーム、

投資などのマネー講座･･･あらゆるジャンルに対して知的好奇心旺盛な

éclat 世代に向けて、ウェビナーを開催。アンケート実施も可能です。

【オールジャンルOK】 éclat ウェビナーメニュー

【集英社2022秋冬広告企画】

料金 G 350万円（撮影・制作費込み）

期間 2022年６～11月 ★月１社

内容

①Zoomウェビナーの開催・運営
※エクラ公式ブロガー（エクラ華組・チームJマダム）
最大100名が参加可能

②Zoomウェビナー台本制作
③登壇者：専門家(またはクライアント様)

モデルまたはエクラ華組１名
MC ：éclat ブランド統括・長内

④公式Instagram(フィード)投稿→参加者事前サンプリング
⑤公式ブロガー（エクラ華組・チームJマダム）による
ブログ、SNS投稿（任意）

オプション

Web éclat ウェビナーまとめ記事 ＋G80万円～
上記ウェビナーの内容を事後レポートとしてまとめ、
記事としてWeb éclat に掲載。ウェビナーの反響をより多く
の人に伝えます。

・WEB記事内の画像は、クライアント様支給画像または
ウェビナー動画からの切り出し

・ご希望により別途スチール撮影をご希望の場合はお見積もり
・ページ構成など内容によって別途お見積もり

レポート
あり（10営業日後にご提出）
・総視聴人数
・アンケート実施の場合は、アンケート結果

申込期限 配信希望の45営業日前

備考

・マージンは一律20%（代理店様、レップ様含む）
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・サンプリングの郵送費は別途

サンプリング製品と同梱物は、ウェビナー実施日の
１ヶ月前までにご納品ください。

・編集部公式Instagram投稿の素材は、編集部の自撮り投稿
※撮影用に商品を１セットご用意ください。
（商品のご用意が難しい場合は支給画像対応）

・タレント、著名人起用の場合は別途お見積もり
・デザイン・企画等は編集部プロデュース
・PR表記あり
・公式ブロガー・応募者向けのクローズドのウェビナーです。
(ウェビナーはアーカイブなし)

展開イメージ

事前サンプリング

ウェビナー開催
(登壇者：専門家1名・モデルまたは華組1名

MC：éclat 長内)

公式ブロガーによる
ブログ､SNS投稿（任意）

【オプション】
ウェビナーレポート記事制作・Web éclat 掲載
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協賛内容

1P 純広告・・・G 100万円
2P 純広告・・・G 180万円
2P タイアップ・G 220万円（製作費含む）
4P タイアップ・G 400万円（製作費含む）

備考
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・モデルにより別途起用費、二次使用費がかかりますので

事前にお問合せください。

オプション
ご出稿いただいた場合＋N20万にて
エクラファインズ（本誌1ｐ商品紹介コラム）実施

新規もしくは前回ご出稿から１年以上ぶりにご出稿いただく

クラアイント様に、とてもお得なプランをご用意しました。

この機会にぜひ éclat をご活用ください。

新規お試し＆カムバック料金

【集英社2022秋冬広告企画】

協賛期間 通期

協賛条件
Éclat に初出稿のクライアント様、
もしくは過去1年間にご出稿の無かったクライアント様

スペース 通常料金(円)

※すべてグロス表記
原稿寸法 (天地×左右㎜) 原稿締切

表4 2,400,000 284×218

発売日の22日前

表2見開 3,400,000 297×464

特表2見開 3,200,000 297×464

表3見開 3,200,000 297×464

4C1P 1,600,000 297×232

はがき 1,500,000 146×94

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／980円

【お問合せ】集英社 広告部
MAIL : adinfo@shueisha.co.jp

TEL : 03-3230-6202

・タイアップの場合は上記＋制作費として１ｐあたり35万円

éclat 料金表


