
［モア］

20代の夢と可能性は無限大！そんな「のぼり坂OL」の背中を押せるのはMORE
です。読者の平均年齢は25.6歳。ファッション、美容だけでなく結婚、マネー、
健康、料理……読み込めるライフ系の記事も充実しており、毎号大きな反響
をいただいています。2019年 5月に実施した調査（※）では、「買い物（ファッ
ション）の参考になる」「買い物（美容）の参考になる」「ファッションページが役
立つ」など様々な項目で 5誌中 1位に！本田翼、内田理央、飯豊まりえ、佐藤
栞里など人気も知名度も抜群の最強モデル陣と全国区のMOREブランドで、
クライアント様の情報を確実に、深く、伝えます。WEB「デイリーモア」での
拡散もお任せください。働く20代を動かしたい。そんな時は、ぜひMOREを
ご指名ください。

創刊 1977.5

月刊 A 4 変型判 毎月28日発売 定価860円（本体782円） 公式Webサイト

公式SNS

配本比

平均発行部数 194,000部

https://more.hpplus.jp

自社UU数、拡大中！特に美容コンテンツUU
数は前年比326％（2019年と2018年の12月比較）
と、美容好きユーザーが多く訪れてくれてい
ます。また、検索ユーザーが多いのも特徴。
「台湾女子旅」「20代後半ファッション」「オフ
ィスメイク」「韓国コスメ」など幅広いニーズ
に対してGoogle検索 1位に！（2020年 1 月現
在）

1,875,935
自社UU

185,003
会員数

◎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。

※全国24歳～29歳のMORE購読者と競合 4誌購読者にマクロミルで実施

スペース 料金（円） 原稿寸法
（天地×左右mm） 申込締切 校了

表4 3,100,000 284×218
発売日の
50日前

発売日の
25日前

表2見開 5,100,000 297×464
表3見開 5,000,000 297×464
4C1P 2,500,000 297×232

近畿
17.5%

その他
2.7％

関東
32.6%

沖縄
0.7%

四国
3.3%

北海道
4.0%

中国
5.9%

北陸
6.7%

東北
6.3%

九州
10.0%

東海
10.3%

MORE読者は、おしゃれに投資したい！：
長く使えるものにはお金を出したい：93.8％
気に入ったものは高価格でも手に入れる：72.1％
MORE読者は、本気の美容に興味津々！：
美容には今までよりもお金をかけたい：68.3％
本気でスキンケアに力を入れたい：79.8％
MORE読者は、余暇もお金も自由です！：
自分のために使える時間が多いほうだ：76.0％
自分のために使えるお金が多いほうだ：56.7％

Instagram

78,860人フォロワー

Facebook

106,659人フォロワー

Twitter

108,279人フォロワー

LINE MOOK

520,426人友だち

LINE

1,062,053人友だち

“買い物したくなる雑誌№１”
働く20代はMOREにお任せください

総PV

27,276,041
自社PV	：
外部PV	：

21,925,679
5,350,362

年 齢
22〜24歳..................................26.0％
25〜27歳..................................34.2％
28〜30歳..................................16.3％
31〜35歳..................................11.0％
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佐藤栞里・内田理央・飯豊まりえ 起用確約企画

井桁弘恵・松本 愛 起用確約企画

MORE読者、クライアント様からも圧倒的な支持をいただいている3人。本誌11月号（9/28売）・
12月号（10/28売）・1月号（11/28売）で起用を確約した特別プランをご案内いたします。

現在MOREで人気急上昇中の2人。本誌11月号（9/28売）・12月号（10/28売）・1月号（11/27売）で起用で
きるお得なプランです。

期間 11月号（9/28売）・12月号（10/28売）・
1月号（11/27売）

期間 11月号（9/28売）・12月号（10/28売）・1月号（11/27売）

企画料金
（二次使用料金込み）

●4C2PTU…G350万円（二次使用は1カットまで）
●4C4PTU…G600万円（二次使用は最大2カットまで）

企画料金
（二次使用料金込み）

●4C2PTU…G350万円（二次使用は1カットまで）
●4C4PTU…G600万円（二次使用は最大2カットまで）

サービス内容 ①タイアップ起用確約
②掲載カット二次使用（使用期間：本誌発売より1ケ月間）
使用可能カット数はTUページ数に準拠します。
以下のいずれか1つをお選びいただけます。
●POP（A4脚付、30枚） ●ポスター（B1、30枚
●オウンドメディア（ECサイト含まず）　●クライアント様の
SNS公式アカウントでの利用（SNS1種&投稿1回）

ＤＡＩＬＹ MOREオリジナルメニューでも「ＭＯＲＥモデル起用 
タイアップ二次利用パッケージメニュー」ご案内中！

※契約状況やスケジュールの都合によってはお受けできない可能性がありま
す。あらかじめご了承ください。競合排除はいたしません。

※契約状況やスケジュールの都合によってはお受けできない可能性があります。あら
かじめご了承ください。競合排除はいたしません。

2020 A/W企画
働く20代女子の購買意欲を刺激するならMOREです！！

昨年実施したアンケート（※）では、モア＆デイリーモアは競合誌（4誌＋2サイト）よりも、
「ショッピングの参考になる、 掲載されている物がほしくなる」媒体であるという結果が出ました。

自慢は、 媒体力＋モデル力。
本田翼、 佐藤栞里、 内田理央、 飯豊まりえなど、 強力なモデル陣が揃っています。

ご好評いただいている3人の起用確約メニューに加えて、
今期は人気急上昇の井桁弘恵＆松本愛のメニューも加わりました。

読者組織も一新！「MOREインフルエンサーズ」と名称も新たに
SNSのフォロワーを多数抱えるメンバーで100名以上の組織となります。

こちらもぜひご注目ください。

日本全国の働く20代に、 笑顔とＨＡＰＰＹとクライアント様の思いを
本誌とWEBで広く深く伝えていきます。

ぜひご活用ください！

編集長・俵　理佳子

【井桁弘恵プロフィール】
女優としても知名度と
人気急上昇！
ファッション＆美容で
大活躍。

【松本 愛プロフィール】
美容特集に欠かせない
愛されフェイス。
インフルエンサーとして
も大人気。

【佐藤栞里プロフィール】
「シンプル」が
「おしゃれシンプル」に！ 
抜群のスタイルで
カジュアルも上品＆
きれいに 

【内田理央プロフィール】
女子モテ＆男子モテ、
両方かなえるスイート派。 
美容タイアップの
ご指名ナンバー１！ 

【飯豊まりえプロフィール】
品の良さ、好感度、
親近感。すべて満点！ 
センス抜群の20代の
おしゃれアイコン。 

サービス内容 ①タイアップ起用確約
②掲載カット二次使用（使用期間：本誌発売より1ケ月間）
使用可能カット数はTUページ数に準拠します。
以下のいずれか1つをお選びいただけます。
●オウンドメディア（ECサイト含まず）　●クライアント様のSNS公
式アカウントでの利用（SNS1種&投稿1回）

※2人同時起用ではありません。それぞれの起用確約にな
ります。

※3人同時起用ではありません。それぞれの起用確約になります。



■創刊／1977年5月
■刊行形態 ／月刊（毎月28日発売）
■体裁 ／無線とじ・Ａ４変型判
■定価 ／860円（本体782円）
■平均発行部数／ 194,000部

https://more.hpplus.jp/ 

校了

オリエン
撮影

主な特集予定

タイアップ
申し込み締切

集英社・広告部・広告媒体ニュース
SHUEISHA ADNAVI

協賛期間 2020年8月号（6/27発売）～2021年1月号（11/27発売） 

協賛期間 通期

協賛条件 MOREに1年間ご出広の無いクライ
アント様限定

●4Ｐタイアップ企画料金…Ｇ550万円（制作費込み）
●2Ｐタイアップ企画料金…Ｇ300万円（制作費込み）
●4Ｃ1Ｐ純広企画料金…Ｇ150万円

更に！！ +G40万円でDAILY MORE
本誌素材入稿

CMSタイアップ実施可能です！

9月号（7/28発売）

5月下旬

6月初旬

6月末

おしゃれのマンネリ打破 
スキンケア大特集

5月下旬

8月号（6/27発売）

4月下旬

5月初旬

5月末
ボディケア＆

スタイルアップ特集 
上半期ベストコスメ 

4月下旬

10月号（8/28発売）

6月下旬

6月下旬

7月初旬

7月末

秋服ショッピングナビ 
ベースメイク 

11月号（9/28発売）

7月下旬

7月下旬

8月初旬

8月末

最強の秋服 
眉とリップ 

12月号（10/28発売）

8月下旬

8月下旬

9月初旬

9月末

クリスマスコフレ ウェディングリング 
ウエディングドレスとおよばれドレス 

1月号（2020/11/27発売）

9月下旬

9月下旬

9月初旬

10月末
ニットとアウター 

2020ベストコスメ 
美容家電

TUスケジュール＆本誌基本情報

※2020年2月期
DAILY MORE転載+選べるオプション企画239万UU ・2790万PV過去最高

新規＆カムバック料金企画
お得な料金でモアの実力をお試し頂けるチャンスです!!

企画概要・
協賛条件

2P以上の本誌タイアップを実績料金でご出稿+
G80万円（2-4Pプラン）/G95万円（5-6Pプラン）　定価G100万円〜のところ

1 DAILY MOREで1記事配信
本誌素材入稿型CMS、G60万円〜相当

2 選べる外部オプションメニュー　各G40万円相当　どちらかをお選びください
Facebook × 　 Instagram PO配信2,000クリック想定 Twitter 2,100クリック想定

Web
転載

本誌タイアップ
実績料金 2-4P プラン

5-6P プラン

G80万円

G95万円

企画料金 選べる外部オプションメニュー
1 2協賛料金

※本誌7P以上転載の場合、別途ご相談ください。※モデル二次使用料が別途発生する場合がございます。※運用方法やクリエイティブは
弊社にお任せください。※商材や実施期間によってクリック数に変動があるため、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。※発売日は予定です。※企画内容は変更になる場合がございます。

または　  Twitter

Facebook ×
Instagram PO配信

発売日、特集予定は変更になる場合があります。

※新規&カムバック料金企画と併用いただけます。

MOREモデル一覧

本田 翼 佐藤栞里 内田理央 飯豊まりえ 逢沢りな 鈴木友菜 土屋巴瑞季 井桁弘恵 松本 愛

協賛期間 通期

協賛条件 2Ｐタイアップ企画料金…G400万円（制作費込み）

企画概要 商品を弊社が購入し、 MOREインフルエンサーズ
にプレゼント。MOREインフルエンサーズがブログ
記事の任意投稿を行います。

［購入金額］50万円（税込）以内
［商品の選定に関して］上代 1万円×50名様を目安にお願いします。

［商品のご手配］タイアップ校了日迄に指定の場所に納品いただきます。
［お支払いに関して］弊社宛に請求書の発行をお願いします。

「のぼり坂コスメ」
MOREインフルエンサーズ拡散企画
キレイを応援！


