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優木まおみさん確約＆二次使用企画
著名人起用＆二次使用をお探しのクライアント様に！
協賛期間 2020.2月号（1/7発売）〜7月号（6/6発売）

LEEではファッショ
ンからビューティ、
ライフスタイルのテ
ーマで幅広く活躍。　
インスタもフォロワ
ー23万超えと大人
気！2女の母。

4Ｃ2ＰＴＵ　Ｇ380万（二次使用は1カットまで）
4Ｃ4ＰＴＵ　Ｇ720万（二次使用は2カットまで）（ＴＵ制作費・二次使用料込）

協賛条件・料金

⃝店頭ポスター（Ｂ1、30枚）またはPOP（A4、30枚）　
⃝ご協賛社様公式オウンドメディア（EC除く）
⃝ご協賛社様公式ＳＮＳ1種＆投稿1回

①タイアップ起用確約 　
②タイアップ掲載カットを下記の用途で二次使用いただけます。

協賛サービス

　※契約状況により、お受けできない場合もございます。ご了承ください

新規クライアント企画編集長出張！ 仮想ファミリー企画
SENSE-UP LEE企画

優木まおみさん確約＆二次使用企画
本誌＆ＷＥＢ転載+選べる外部誘導オプション企画

新規クライアント企画神保町パパママリーズ企画
新規クライアント企画新規・カムバック企画

本誌 二次使用

LEE100人隊起用組み合わせプラン

adnavi.shueisha.co.jp/media/lee/

LEEweb基本タイアップ

LEEweb
お問合せ数
No.1! 

本誌＆WEB転載+選べる外部誘導オプション企画

本誌に加えてWEB施策をお探しのクライアント様に！ 他企画とも組み合わせ可能です
協賛期間 2020.2月号（1/7発売）〜7月号（6/6発売）

※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。

詳しくはＬＥＥweb媒体資料をご確認ください。

〈WEB転載記事
（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 Ｇ80万円協賛条件・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

〈 選べる外部誘導オプションメニュー 〉

1
⃝ Facebook×
　Instagram PO配信
 2,500クリック想定

3

下記1、2、3のいずれか一つをお選びください。

定価G110万円のところ

ＷＥＢ拡散を
追加

⃝Twitter 
2,600クリック想定2

本誌 WEB

〈本誌タイアップ
orAD（イメージ）〉

本誌素材入稿型

CMS

60万

記事タイアップ 撮影型 150万

記事タイアップ/
素材入稿型 40万

100人隊起用オプション

イベント、
座談会派遣

1人1回
N3万～

ブログ記事保証 1人1記事
G10万

拡散オプション

編集部公式
Instagram G20万

FB+Instagram
PO配信

2,500クリック
想定／G50万～

※全てＧ表記、制作費込

⃝Outbrain 
7,100クリック想定

〈記事イメージ〉

WEBオリジナル



神保町パパママリーズ企画

通年協賛期間 ※１号あたり
　１社限定

LEEパパママエディターの本音トーク座談会が人気の連載「神保町パパママリーズ」。ご協
賛いただくと、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。

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

4Ｃ2Ｐタイアップ Ｇ300万（制作費込）
4Ｃ4Ｐタイアップ Ｇ550万（制作費込）

4Ｃ1Ｐ純広 Ｇ130万
4Ｃ2Ｐ純広 Ｇ250万

「神保町パパ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

※拡大版の場合、通常7名のメンバーにゲストパパorママ１名を加え
た座談会となります。クライアント様もご希望の場合は、ゲスト参加
いただけます。

タイアップ掲載画像より選択いただきます。（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。

★「LEEweb」にて転載記事（※）を掲載します。
⃝記事配信期間（2020年4/7頃〜1ヶ月予定）

OOH施策をお探しのクライアント様に！　配布消化率100%の人気企画

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!　SENSE-UP LEE企画

[SENSE-UP LEE小冊子概要]
A4正寸／4C20P～36P（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 2020年4月7日～4月17日（なくなり次第終了）

配布方法 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
SALUSラック（40駅50台予定）にて、フリーペーパー形式で配布予定

※ 表紙
イメージ

2020.4 月号（3/6発売）※、 月号（4/7発売）5協賛期間

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

※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

※制作費込みA
プラン

協賛条件 企画料金

WEB特典

転載方法

※A・Bプランに関わらず、1協賛につき1記事掲載します。公開日、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。※レポートは提出いたしません。　

※４月号は原則物カットの転載となります。

本誌 WEB OOH

本誌 WEB編集記事

編集長出張！ 仮想ファミリー企画

〈記事イメージ〉

〈編集長ブログ記事
（イメージ）〉

4ＰＴＵを実績料金にてご出広協賛条件・料金

新規・ カムバック企画 LEEに過去１年間ご出広の
ないクライアント様

協賛金額通年協賛期間
協賛条件

タイアップの隣接にて2Ｐ記事を制作

（例）編集長（男性）とＬＥＥweb
「暮らしのヒント」ママライター
がオリエンや取材に伺い、男性、 
女性、ママの＂仮想ファミリー＂
視点を適える記事を制作します。

⃝編集長ブログ１記事サービス
（ＬＥＥweb「今日の編集部」）

協賛サービス

※１号につき
　1業種１社限定協賛期間 通年 本誌 WEB編集記事

※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。

●  進 行 スケジュー ル

●  L E E 広 告 料 金

2020年
2月号（1/7発売） 3月号（2/7発売） 4月号（3/6発売） 5月号（4/7発売） 6月号（5/7発売） 7月号（6/6発売）

ファッション
LEEモデルズの名品10／
３大都市「ストレスフリー靴

SNAP」／卒入園の服
春旬バッグ／

働くママのお仕事服
ベーシック派の春靴選び／

好感度ネイビー
初夏の洗練アウター／

通勤ナイロントート
悩み別トップス克服法／

肌映えジュエリー
夏のシーン別時計／

家族のレジャーコスパ服

ビューティ
新メソッドで理想の眉に／角
層に効く「浸透スキンケア」
／プチプラベストコスメ大賞

内外ケアで「春ゆらぎ肌」対策
／「美白＆ＵＶ」早耳ニュース！
／春服に備えて大人の「脱毛」

新「ファンデーション」で清潔感ア
ップ／「春リップ」で気分を上げ
て／本気「美白ケア」始めます！

読者がガチで「美白マラソン」
１ヵ月レポート／ベスト「ＵＶケ
ア」／新年度はヘアケアが大事

大人の好感度「アイメイク」／
湿気に負けない「髪＆肌ケア」／
コスメで家電で最新おうち美容

落ちない！1日長持ちメイク／
「老け毛穴」克服ケア／大人
のための「におい＆香り」講座

ライフ
車選び／マンションリノベ／
バレンタインのお菓子／掃除
洗濯でアレルギー＆花粉対策

ひなまつり／
得するキャッシュレス／

子どもの習いごと

主婦の再就職／
冬服のお手入れ／

時短家電

フライパンレシピ別冊／
自律神経／

親と子の留学

家計に優しいおかず／
家づくり別冊／

ハピ家事大賞2020

ダニカビ予防の掃除／
熱中症対策／

部屋干し・洗濯の悩み

タイアップ 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

純広 11月15日 12月17日 1月17日 2月14日 3月17日 4月17日

校了 12月13日 1月14日 2月13日 3月13日 4月13日 5月13日

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

※発売日、特集予定は変更になる場合があります。

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 710円（本体645円）、コンパクト版 690円（本体627円）　
平均発行部数：合計240,000部 ※コンパクト版も定期刊行物として発行

クライアント様
商品を写真＆
テキストでご紹介。

主
な
特
集
予
定

オ
ー
ダ
ー

締
切

お問い合わせ先 集英社広告部 03-3230-6202

ロート製薬様事例

本誌



「 暮らしを楽しむ 」女 性を応 援 するライフスタイルマガジン

デジタル拡散

LEEweb 2大コンテンツ

リアル体験
イベントフリーペーパー

LEEチャンネル（動画）
いいね！ 
109,000人 LEEならではの多彩な

ジャンルのイベントが好評！
人気のSENSE-UP 
LEE企画。
本 誌 のテイストを
そのままに、東 急
SALUSで表現。
SALUSラックで消
化率100％

公式ビューティアカウント（＠magazinelee_beauty）
も開設！

フォロワー
14,000人

フォロワー
71,000人

705,000人 ＬＥＥチャンネル
登録者数約6万人

LINE DIGEST Spot for 
アカウントメディア

Smart 
News

※2018年7月実施アンケートより

ⓒSHUEISHA Inc.All riight reserved.

●LEE100人隊＆トップブロガー ●暮らしのヒント

LEE×
ヤマハ発動機
販売様

イベントの様子はWEB・SNSでも拡散！

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！

LEE本誌 LEEweb 公式通販LEEマルシェ

オリジナルブランド
「12closet」ほか、コラボ
商品・別注商品が大人気！

LEE 本誌
240,000部

LEEweb
月間ＵＵ　139万ＵＵ
月間ＰＶ　1,484万ＰＶ
会員数　  74,712人

※9月末時点

LEEweb会員数
7万人突破！

公式通販

LEEマルシェ

広
が
る

L
E
E
ワ
ー
ル
ド

ＬＥＥのリアル読者で、 半歩先行くインフルエン
サーコミュニティ。ブログ記事が40,000ＰＶを
超えることもあり、反響の高さがたびたび話題に！　
タイアップも座談会、サンプリング、コラボ等多
方面で活躍中！

家事、子育て、お出かけ、マネー、車、、、暮
らしにまつわる9ジャンルの記事を専門ライタ
ー、ママライターがデイリーに配信。検索キー
ワード上位記事も多数。「掃除」、「口元たる
み」、「汗をかくメリット」、「子供 かわいい」
等。連動タイアップメニューもご案内中です。

〈記事イメージ〉

…持ち家率 63.4%

会員数
7万人超え

1000人アンケートからみえた

読者のリアル

web会員（ メンバー）

16%

25%

13%11%

9%

15%

6%

5%

ラクにするため

暮らしを
快適にするため

家事の
時短化

よりデザインの
良いものが
ほしくて

家事や料理の
上達のため

その他

光熱費の節約・
省エネのため

使うことで
楽しみが
増えるから

購入動機
家電

運転頻度

57%33%

10%

日常的に
運転する

日常的に
運転しない

たまにする 自動車

…76.0%有職率

…70.8%既婚率

購入したい家電
洗濯機位2
炊飯器位3掃除機位136～40歳読者年齢

ボリュームゾーン …

…子供がいる 65.0%



前田有紀さん

夫でモデルのshogo
さんとの共演も大人気。
1男の母！

花楓さん＆shogoさん

フラワーアーティスト。
元テレビ朝日アナウン
サー。１男児の母。

LEEwebのブログが大
人気のライター。暮ら
しのヒントTU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。

優木まおみさん

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。

藤澤恵麻さん
インスタのフォロワー
数35万超え！ のヘル
シーな男の子ママ。

宮城舞さん

3児の母。地に足のつい
たコスパ眼も評判。ピラ
ティスインストラクター。

鈴木サチさん
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！

小濱なつきさん

フラワースタイリスト。
花カレンダーの美しい
アレンジでおなじみ。

幸せ感漂う男の子２人
のママ。夫はサッカー
選手の松井大輔。

加藤ローサさん

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
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。

五明祐子さん
マルチな活躍ぶりで読
者から人気絶大。コメ
ント力も抜群。１児の母。

浜島直子さん
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
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。

竹下玲奈さん

透明感あふれる美肌が
話題。博学でテレビ番
組でもマルチに活躍。

市川紗椰さん
数々の女性誌の顔を務
め、満を持して登場！　
暮らし周りも素敵。

小泉里子さん

LEE世代を代表する、
絶対的スター。読者も
大注目。１児の母。

蛯原友里さん

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。

田中マヤさん
美しい白肌に美容業界
からもひっぱりだこ。
1女の母。

今井りかさん
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。

橋本優子さん
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。

ナオさん

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、 L E Eを代表
する人気モデル

LEE世代にカリスマ的
人気を誇る。２男の母。
インスタも話題沸騰。

今宿麻美さん
美肌と上品さで、美容
企画で引っ張りだこ。イ
ンスタ育児日記も評判。

辻元舞さん
１児の母となり、おし
ゃれな雰囲気と親近感
を併せ持つ。

浅見れいなさん
ヘルシーでポジティブ
な笑顔が好感度大！３
児のママ。

牧野紗弥さん
フレッシュな清潔感と
抜群の着こなし力で今、
大注目のモデル。

竹内友梨さん

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
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

美容家
小林ひろ美さん

トータルビューティアドバイザー
水井真理子さん

美容コーディネーター
弓気田みずほさん

料理研究家
野口真紀さん

スタイリスト
上村若菜さん

ファッ
ション

ビュー
ティ

ビュー
ティ

ビュー
ティ 料理

イラストレーター
平澤まりこさん

料理研究家
近藤幸子さん

料理家
コウケンテツさん

料理 料理 ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

川口ゆかりさん

ファッ
ション

ウヴル 田口夫妻

ライフ
スタイル

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
春夏につづきファッシ
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

LEEの
大人気
スター

読者に大人気！
本誌L E Eにて活
躍中のスターたち
をご紹介

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
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。

ワタナベマキさん
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。

小田ユイコさん
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

LEEの
大人気
ブレーン

多分野からの豊富
なラインナップは
LEEならでは！

ファッ
ション

ビュー
ティ 料理 ライフ

スタイル

整理収納コンサルタント
本多さおりさん

整理収納アドバイザー
OURHOME Emiさん

カージャーナリスト
スーザン史子さん

住宅アドバイザー・コラムニスト
藤原千秋さん

消費経済ジャーナリスト
松崎のり子さん

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

ライフ
スタイル

宮部美沙さん 武藤乃子さん 副島晴夏さん 續池恵里さん 瀧川聡子さん清家佳奈さん 福井由貴さん 高木綾子さん 山本愛さん 岩永聡子さん 渡辺麻里子さん

お問い合わせ先 集英社広告部 03-3230-6202

LEE
キャラクター

内藤恵美さん 星野佑奈さん 小山亜佑未さん山口友香さん 齋藤英日子さん

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
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