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2021春夏　広告企画書

2021年、

20周年イヤースタート！

バイラは5月発売号で

20周年を迎えます。
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アラサーからの働く女性のおしゃれの王道は、

肩の力の抜けた、「フェミニン」。

リモート３：出社２の「ハイブリッド通勤」になり、

「もっとラクして、女っぽく！」

おしゃれも美容も、人生もあきらめない

前向きで、悩める読者たちの、

いつでも頼れるバイブルでありたい。

BAILAは働く30代のときめき応援メディアです。

１月号からいよいよ、20周年イヤースタート！

売り上げ好調です！

実売前期比
129.5%
（ABC部数調査）

（2019年7月～2019年12月）

６・７月合併号
前年比 111.3%

８月号通常版・９月号
完売！
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2021年のカバーモデルは、知名度抜群のリアルなアラサー美女たち

中村アン 桐谷美玲大政 絢

ドラマやCMに大活躍。働く同世代の女性たちから絶大な人気を誇る3人。タイアップのご起用、ぜひご相談ください。

33歳 @cocoanne
259.6万follower

28歳 @aya_omasa_official
77.6万follower

30歳 @mirei_kiritani
359.8万follower

2021年バイラ イメージキャラクターに！

近日カバーデビュー!
12月売りよりカムバック！

2021
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豪華レギュラーモデルたち

佐藤晴美
@sato_harumi_official

50.4万follower

宮本茉由
@mayu_miyamoto_official

7.7万follower

オードリー亜谷香
@audrey_ayaka

5.9万follower

岡本あずさ
@azusaokamoto_official

3.6万follower

加治ひとみ
@kaji_26

43.2万follower

有村実樹
@arimura_miki

10.3万follower

松島 花
@hana_matsushima_official

34.9万follower

宮田聡子
@miyatasatoko

15.4万follower

比留川游
@mileyuuuuu

9.6万follower

森絵梨佳
@official_mori_erika
20.2万follower

伊原 葵
@aoi186

53万follower

垣内彩未
@kakiuchiayami

12.1万follower

2021

NEW NEW

NEW NEW NEWNEW
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信頼のスタッフ陣2021

毎号名前立てで登場し、読者の信頼を勝ち取るスタイリスト陣。
BAILA流「フェミニン」をカジュアルにも、辛口にも自在に提案。
憧れ感と、肩の力の抜けたリラックス感を両立した
働く30代女性のリアルなコーデで、読者のときめきを刺激します。

BAILA本誌の発売と同時に品薄になるほどの売れ行き！
2020年AWもコラボ決定！

ほんのり甘くて、品がいい。大人のための上質なフェミニン服がそろうストロベリーフィールズから、今最も注目のアイテムを
月ごとにお届けする新連載。第 3 回は＂欲しいトレンド＂がギュッと詰まった、旬色Ｔシャツ＋サテンスカートの特別なセットアップ！

ストロベリーフィールズ着映え名品
撮影／曽根将樹〈PEACE MONKEY〉（人）、魚地武大〈TENT〉（物）　ヘア＆メイク／桑野泰成〈ilumini.〉　スタイリスト／門馬ちひろ　モデル／松島 花

取材・文／伊藤真知　構成／中田貴子〈BAILA〉

バックシャンセットアップ
バックノットTシャツ

サテンスカート

あか抜けフェミニン派のための

着映え名品 3

v o l . 3

S T R AW B E R R Y - F I E L D S
f o r

Feminine

Point2
トレンドであり、Ｔシャツと合
わせても女らしくキマる、サテ
ンスカートがセットに。裾に向
けフレアの分量を増やし、美し
い揺れ感をキープ。裏地なしで
もラインが響きにくいのも優秀

Point1
スカート生地と同色の
サテンゴムにすること
で、インしたときも悪
目立ちせず、ウエスト
位置もアップ。布の中
にゴムを通すタイプよ
りシワが寄りにくいの
で、見た目もすっきり

「着回しのきくセットアップをよりおしゃれに
飽きずに楽しむうえで、こだわったのが＂色＂。
ほんのり赤みがあり地味に見えないベージュ、この夏も
トレンドまっただなかのブラウン、どんな肌の色にも似合い、
気分の上がるプラムと最後まで試行錯誤を重ねて
選んだ 3色は、あらゆるシーンで華やかに着映え、
高見えにもひと役買ってくれる万能なカラーばかり。
小物次第でちょっとしたパーティにも使えるので
およばれ対策としても一つあると便利です」

「初夏ということもあり、第一に考えたのは
＂家で洗えて気軽に着られる＂服。S

ストロベリーフィールズ

F×BAILAらしく
作るなら、ボトムは絶対フェミニンに！と思い、
女らしく揺れ感のあるスカートを主役にしました。
Ｔシャツも使い勝手のいいシンプルなデザインですが
腰まわりをカバーするペプラムや二の腕を覆う袖など、
華やかさと着やせがかなうディテールを意識。丈感も
ミリ単位で検討を重ね、ようやく完成したこだわりの一着。
ぜひ、幅広いシーンに着ていただけたらうれしいです」

中田貴子 有賀公美さん

バイラ副編集長
ストロベリーフィールズ 
デザイナー

T-shirt
     
  Skirt

ついに完成！

STRAWBERRY-FIELDS

コラボ

一見シンプルなＴシャツに見
えて、背中にはバックノット

（＝結び目）を施したキュート
なデザイン。絶妙なボリュー
ムにこだわったねじりドレー
プとさりげない肌見せで、きゃ
しゃ見え＆腰高効果も抜群！　
セットアップ￥18000・ピアス・
バッグ（ともに参考商品）／シ
ュガー・マトリックス（ストロ
ベリーフィールズ）

132

Ｔシャツは前は短く、後ろは長め。
加えて裾には小さくスリットを入
れ、さらっとアウトして着てもサ
マになるデザイン。つややかなス
カートもそのままで充分華やかな
ので、難しいテクや小物をあれこれ
盛らなくても、ちゃんとおしゃれ
に見えるのもうれしい。上品なプ
ラム色はイチ押し！　セットアッ
プ￥18000・ネックレス・バッグ・靴
（すべて参考商品）／シュガー・マト
リックス（ストロベリーフィールズ）

●お問い合わせ先／シュガー・マトリックス　
☎03（3791）8111　
http://www.sugarmatrix.net/

掲載商品の一部はHAPPY PLUS STOREでも購入できます。

忙
し
い
朝
を
、余
裕
の
朝
に
！

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
で

楽
し
て
美
人
な
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2020年6・7月号掲載
STRAWBERRY-FIELDS様×BAILA　バックシャンセットアップ 加藤かすみ 辻 直子 百々千晴 斉藤くみ 佐藤佳菜子

東原妙子 伊藤真知

高橋美帆 池田メグミ吉村友希 門馬ちひろ大平典子

STYLISTS

EDITORS

コラボ企画も実施しております！



（右から）フラーレン、ビタミンC、セラミドの原液を独自の美
肌比率で配合したUV美容液。軽やかなつけ心地でスキンケア
感覚で使え、紫外線を予防しながら肌をケア。原液UVプロテ
クター SPF50+・PA++++ 30㎖ ￥2800・紫外線によるくすみ
や乾燥、毛穴、ハリ不足などを潤いで満たし、紫外線ダメー
ジを蓄積させない肌に。フラーレン原液 10㎖ ￥3000・メラニ
ンの生成を抑える美白有効成分、トラネキサム酸の高濃度原
液。肌荒れを防ぐ効果もあるため、敏感肌の方にも。医薬部
外品のため、ほかの原液やスキンケアと混ぜないで使用を。
トラネキサム酸原液（医薬部外品）10㎖ ￥3000・チューンメー
カーズ人気No.1原液。保湿効果の高い米ヌカ由来のセラミドを
使用。浸透力があるナノサイズのセラミドは、ブースター使い
がおすすめ。セラミド 200 20㎖ ￥1800／チューンメーカーズ

原液初心者におすすめ！
潤いを引き込むブースター

フラーレン、ビタミンC、
セラミド配合の美肌UV

紫外線を浴びた瞬間から
ダメージをケアしてくれる

初の薬用美白原液
［医薬部外品］
シミのもとをブロック

原液ワークショップを
バイラーズが体験

（左）遠山春菜さん・（右）田石ゆきさん
体験したのはスーパーバイラーズ

悩める肌をチューニングする
原液美容、知っていますか？

一人ひとりの気まぐれな肌に
まっすぐ届くチューンメーカーズ

高濃度＆高品質な原液を中心に展開している原液美容ブランド、チューンメーカーズ。
一人ひとりの肌悩みに合わせて、最短距離でなりたい肌づくりをサポートします。

撮影／恩田はるみ（物）、齊藤晴香（取材）　取材・文／谷口絵美　構成／渡辺敦子〈BAILA〉

ラベルに日にち、最後に調合した
3品の原液、名前を書いてボトル
に貼れば、マイ化粧水の完成！

成分ラベルを貼ったら…

どんな肌になりたいのか。その理想の肌に近づくために、

必要な成分をきちんとスキンケアで補えているのだろうか？

チューンメーカーズの原液美容は、サプリメントのように

一人ひとりの肌にカスタマイズして使える高濃度原液。

原液の種類は47種。ダイレクトに使ってもいいし、

複数使いしたっていい。いつものスキンケアに加えてもOK。

遠まわりすることなく、肌に必要な成分だけをまっすぐ届けて

くれるから、なりたい肌へも最短距離で近づける。

一人ひとりの顔立ちや体型が違うように、肌質や肌悩みだって

人それぞれ。チューンメーカーズの原液美容なら

あなただけの美しさを引き出すパーソナライズケアが可能に。

フラーレン、ビタミンＣ誘導体：整肌成分
トラネキサム酸：美白有効成分
その他成分：保湿成分

質
問
項
目
に

答
え
て
い
く
と
…
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●お問い合わせ先／チューンメーカーズ　 0120-964-117　https://www.tunemakers.net/

「自分で調合していくのが楽しかった。
肌に合うブレンドなので愛着もわく♥」

（遠山さん）、「知っているようで知らな
い原液それぞれの肌への効果を知れて、
勉強になりました」（田石さん）

テクスチャーを確認しながら、さま
ざまな原液を調合していく。その様
子はまるで理科の実験さながら！

理科の実験風に楽しめる

原液ワークショップを
バイラーズが体験
チューンメーカーズ表参道では、オリジナル化粧水を作れる
ワークショップを実施中。体験模様をバイラーズがレポート！

自分だけの化粧水を作ろう!

原液の専門知識を持ったビューティアドバイザーが、手
順や調合法を丁寧に教えてくれるから安心。調合する原
液が持つ肌への効果も勉強できて、美容知識も高まる！

調合法も丁寧に教えてもらえる

【開催日時】平日（㊡火）3回開催 13時〜 16時〜 18時30分〜　土・日・祝 3回開催 11時30分〜 16時〜 18時〜
【所要時間】約 1時間　【価格】￥3300（税込）　※材料費、容器代込　【定員】6名
調合した化粧水に加え、調合の際に使用するセラミド20㎖、弱酸性水120㎖もお持ち帰りいただけます。

原液ワークショップへの参加はホームページから予約を！

START!

（左）遠山春菜さん・（右）田石ゆきさん
体験したのはスーパーバイラーズ

DATA
東京都渋谷区神宮前 3の 4の 7エルム青山1F 
☎03（6877）1492　○営 平日12時〜20時（土・日・祝
11時〜）　㊡火、年末年始

実際に販売されているヒアルロン酸、セ
ラミド、ハチミツに加え、コラーゲン、
ローヤルゼリーエキス、甘草エキス、ビ
タミンＣ誘導体を贅沢に調合。これだけ
でもかなり美肌効果高めなブレンド！

ベースとなる
原液保湿水ができました！

オリジナルブレンド
化粧水ができました！

まずはベースとなる「原液保湿
水」作りから。弱酸性水にヒアル
ロン酸原液などを調合する

原液を調合していく

いよいよ成分をカスタマイズ

クリーンな印象のフラッグシップ
ショップで原液体験を楽しんで

悩める肌をチューニングする
原液美容、知っていますか？

一人ひとりの気まぐれな肌に
まっすぐ届くチューンメーカーズ

ラベルに日にち、最後に調合した
3品の原液、名前を書いてボトル
に貼れば、マイ化粧水の完成！

成分ラベルを貼ったら…

自分の肌にマッチングした原液
3品を、それぞれブレンド。遠
山さんは毛穴やくすみなどに対
応した原液。田石さんはくすみや
肌荒れに対応した原液がマッチ
ング。最後にやさしく振って原液
を混ぜ合わせて化粧水が完成！

肌悩みにマッチした
原液3品をブレンド

肌悩みや生活習慣などに関する質問を答えていくと、今の肌
状態にぴったりの原液 3品をピックアップ。アレルギーや敏
感肌など、デリケートな肌の悩みにも対応可能

タブレットにて﹁パーソナル原液診断﹂

フラーレン、ビタミンＣ誘導体：整肌成分
トラネキサム酸：美白有効成分
その他成分：保湿成分

オリジナル化粧水に加
え、ワークショップで
使用したセラミド、弱
酸性水もお持ち帰りで
きちゃう！　さらに原
液保湿クリームのミニ
サイズもプレゼント。

お持ち帰りセットも
お得でうれしい！
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目
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読者を体現する美人ブロガー組織「スーパーバイラーズ」67名！
BAILAと＠BAILAで、アラサー＆30代の働くリアルを発信する

67名の「スーパーバイラ―ズ」たち。誌面での登場はもちろん、
ファッション、美容、旅、食、ヘルス、マネーなど得意ジャンルを毎日更新。
編集部全員がバイラ―ズの声をすぐ聞ける距離の近さも強みです。

誌面でもWEBでも活躍する、ビジュアル&発信力に優れた選抜チームを結成。
タイアップの起用やモニタリング、サンプリングにぜひお声がけください。

「バイラ―ズ・ファッション選抜」&「バイラ―ズ・ビューティ選抜」始めます！

インスタフォロワー

計24万

2020年4月号掲載
チューンメーカーズ様

出演／ 遠山春菜さん、
 田石ゆきさん
商材／スキンケア

バイラーズワークショップ体験

遠山春菜さん
8602follower

FASHION

日下知世さん
2023follower

石本愛衣さん
5301follower

畑瀬 愛さん
14272follower

阿部早織さん
4855follower

MONEY

BEAUTY

泉ひとみさん
2845follower

青山麻穂さん
4928follower

高橋夏果さん
3041follower

菅原麻葉さん
1060follower

阿部晴菜さん
1935follower

安藤 唯さん
434follower

佐々木加菜さん
43follower

タイアップ事例

ファッション
選抜

ビューティ
選抜

マネー
選抜

SUPER

BAILARS

ワークショップ体験

2020年8月掲載
SK-Ⅱ様

出演／ 益倉綾香さん
商材／SK-Ⅱ スキンパワー

新製品を商品訴求で実施。
サンプリング実施。
全員インスタ投稿も。

サンプリング
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2021年1月号より「　　　ビューティプロジェクト」始動！

レギュラー美容家&ヘアメイク陣

ビューティライター&エディター

河北裕介
ヘア&メイクアップアーティスト

安倍佐和子
ビューティエディター

鵜飼香子
美容ジャーナリスト

有村実樹
美容研究家

長田杏奈
ライター

石井美保
美容家

中島 彩
美容ライター

平 輝乃
ビューティエディター&

ライター

小田ユイコ
ビューティ

ジャーナリスト

神崎 恵
美容家

■  美容誌なみの本格ページをわかりやすく！　
編集長の湯田桂子は、元美容誌マキアの編集長。
コスメと美容への愛は、誰にも負けません。
このたび、エディター5名からなる美容チームを結成。

■  ターゲットは「普通以上、マニア以下」
おしゃれ感度が高い人は美容好き。
興味はあるけど詳しいわけでもない、
「私のためのコスメや美容」を探している読者に、
響く特集、届けます！

■  毎号読者のインサイトを探り、誌面に反映。
読者の本音やニーズを毎号リサーチ。
アラサー30代の本音を誌面で紹介しながら
「本当に知りたかった」美容をお届けします。

... and more!

... and more!

ターゲットは「普通以上、マニア以下」。
編集長の湯田桂子は、美容に精通。
本格美容ページで、２０周年イヤーを美容にかけます！

湯田桂子
20代より美容を担当し、2004年
マキアの創刊に携わる。マキア
副編集長、ノンノ編集長、2014年
から 5年間マキア編集長を経て
バイラ編集長に。



月間総PV ： 13,278,976
総UU ： 1,500,771（前年比142.8％）

会員数 ： 133,793
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デジタルオーディエンス数No.1、拡散力No.1。　　　　　　　　が熱い！
働く30代女性のWEBメディアで、デジタルオーディエンス数NO.1。
本誌だけでなく、WEBでのタイアップのお問い合わせ増えてます！

エスティローダー様
商材／マイクロエッセンスローション、
 ダブルウェアなど
2020年3月から5月まで連載

グライディック様
商材／ワイヤレスイヤフォン
2020年3月掲載

貿易センタービル様
商材／結婚式場
2020年2月掲載

2020年5月期190万UU達成

43,086
いいね！

55,260
フォロー

868,010 747,634
友だち

152,400
フォロー

87,500
購読

Facebook twitter LINE DIGEST Spot for 
アカウントメディア LINE公式 Instagram メルマガ購読数

本誌タイアップ同様のクオリティ！ 雑誌編集者の手がけるWEBオリジナルタイアップも大人気！

読者モデル起用
女性向け

ワイヤレスイヤフォン
紹介

取材+
読者モデル
体験企画

体験ブログおよび
サンプリングで

リアルなユーザーの
声をお届け

BAILAカバーモデル
桐谷美玲、

大政 絢起用
3か月連続実施

動画コンテンツも
好評

（2020年8月期実績）
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起用モデル

【集英社2021春夏広告企画】 BAILA「レギュラーモデル」二次使用セット企画

協賛対象号 2021年2月号（1/12発売）～2021年7月号（6/12発売）

申込期限

2021年2月号（1/12発売） 締切11/4（水）
2021年3月号（2/12発売） 締切12/3（水）
2021年4月号（3/12発売） 締切1/12（火）
2021年5月号（4/12発売） 締切2/10（水）
2021年6月号（5/12発売） 締切3/5（金）
2021年7月号（6/12発売） 締切4/5（月）

協賛条件

①4C2PTU G3,000,000円

②4C2PTU + @BAILA転載
（CMS形式、10,000PV保証）

G3,500,000円

③4C4PTU G5,500,000円

④4C4PTU + ＠BAILA転載
（CMS形式、15,000PV保証）

G6,000,000円

協賛特典

掲載カットを下記の用途いずれかで二次使用いただけます。

1） クライアント様 オウンドメディア（EC除く）
2） ご協賛社様自社公式SNS(Twitter/Facebook/Instagram)
3） POP（A4脚付30枚）、もしくはポスター（B1、30枚）

※ 協賛条件①②プランは二次使用カット1カットまで
※ 協賛条件③④プランは二次使用カット2カットまで

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・増刷りでご使用希望の場合は、別途ご相談ください。
・契約状況によってはお受けできない場合もございます。
・画像をWEBやSNSで使用する場合、BAILAロゴとタイアップ掲載
号は画像と併記して頂く必要があります。
・二次使用期間は1ヵ月になります。
・詳細は担当までお問い合せください。

BAILAで「レギュラーモデル」をTUに起用できる
二次使用料込みのパッケージプランとなります。

BAILA誌面で活躍中の「レギュラーモデル」を
起用できる本企画。＠BAILAへの転載＆PV保証
が追加のプランもご用意いたしまして、更にご
提案頂きやすい企画となっております。

今期から@BAILA転載プラン
もラインナップ！

松島花
34.9万follower

比留川游
9.6万follower

宮田聡子
15.4万follower

森絵梨佳
20.2万follower

佐藤晴美
50.4万follower

岡本あずさ
3.6万follower

オードリー
亜矢香
5.9万follower

垣内彩未
12.1万follower

伊原葵
53万follower

加治ひとみ
43.2万follower

有村実樹
10.3万follower

大政絢
77.5万follower
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展開イメージ

【集英社2021春夏広告企画】 本誌＆WEB転載+選べるオプション企画

協賛対象号 2021年2月号（1/12発売）～2021年7月号（6/12発売）

申込期限

2021年2月号（1/12発売） 締切11/4（水）
2021年3月号（2/12発売） 締切12/3（水）
2021年4月号（3/12発売） 締切1/12（火）
2021年5月号（4/12発売） 締切2/10（水）
2021年6月号（5/12発売） 締切3/5（金）
2021年7月号（6/12発売） 締切4/5（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
+
G80万円（2-3Pプラン）or G95万円（4-6Pプラン）

協賛特典

① @BAILAで1記事配信（本誌素材入稿型CMS）
② 選べる外部オプションメニュー

Instagram・Facebook PO配信 2000クリック想定
or
Twitter 2100クリック想定

③ 【有料追加オプション】
・LINEコラボアカウント広告 タイアップ誘導プラン G50万円

※ ①②は無料のオプションになります。
③のみ別途、有料で金額がかかります。

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・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。
・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。
・発売日は予定です。
・企画に内容は変更になる場合がございます。
・詳細は担当までお問い合せください。

本誌タイアップに加えて、WEB連動、
そして豊富な外部オプションを加えて訴求効果を更にアップ！

BAILA本誌でのタイアップに加えてWEBへの転
載、そして外部誘導の豊富なオプションがセッ
トになったパッケージプラン。オプションも豊
富な当プランは、クライアントのご要望に合わ
せてご提案できます。

※ 画像はイメージです。

有料追加オプション

誘導掲載

×
PO配信

OR

LINEコラボ
アカウント広告

誘
導

本誌掲載TU WEB転載



3

バイラーズ

【集英社2021春夏広告企画】 バイラーズ起用 TU＆二次使用＆インスタ拡散企画

協賛対象号 2021年2月号（1/12発売）～2021年7月号（6/12発売）

申込期限

2021年2月号（1/12発売） 締切11/4（水）
2021年3月号（2/12発売） 締切12/3（水）
2021年4月号（3/12発売） 締切1/12（火）
2021年5月号（4/12発売） 締切2/10（水）
2021年6月号（5/12発売） 締切3/5（金）
2021年7月号（6/12発売） 締切4/5（月）

協賛条件

①4C2PTU G2,500,000円

②4C2PTU + @BAILA転載
（CMS形式、10,000PV保証）

G3,000,000円

協賛特典

掲載カットを下記の用途いずれかで二次使用いただけます。
1） クライアント様 オウンドメディア（EC除く）
2） ご協賛社様自社公式SNS(Twitter/Facebook/Instagram)
3） POP（A4脚付30枚）、もしくはポスター（B1、30枚）
※ 二次使用カット全カット使用可です。

+ バイラーズブログ1回投稿サービス
※ SNS投稿は任意

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・増刷りでご使用希望の場合は、別途ご相談ください。
・契約状況によってはお受けできない場合もございます。
・画像をWEBやSNSで使用する場合、BAILAロゴと

タイアップ掲載号は画像と併記して頂く必要があります。
・バイラーズブログ投稿の内容・タイミングは編集部任意で

お願いします。
・詳細は担当までお問い合せください。

BAILA読者モデル「バイラーズ」をTUに起用できる
二次使用料込みのパッケージプランとなります。

誌面でアラサーのリアルなお悩みやインサイト
を提供してくれる、BAILA読者モデル「バイ
ラーズ」。モデルより身近な存在として、読者
の商品への親近感も合わせてPRできます。
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展開イメージ

【集英社2021春夏広告企画】「ささいな気がかり解消シリーズ」連動タイアップ＆インスタ拡散メニュー

協賛対象号 2021年2月号（1/12発売）～2021年7月号（6/12発売）

申込期限

2021年2月号（1/12発売） 締切11/4（水）
2021年3月号（2/12発売） 締切12/3（水）
2021年4月号（3/12発売） 締切1/12（火）
2021年5月号（4/12発売） 締切2/10（水）
2021年6月号（5/12発売） 締切3/5（金）
2021年7月号（6/12発売） 締切4/5（月）

協賛条件 4C2PTU G7,000,000円

協賛特典

ささいな気がかり解消シリーズ（編集ページ6P）
+ 後隣接、当企画タイアップ2P掲載
+ @BAILA転載（CMS形式、10,000PV保証）
+ BAILA公式Instagram1回投稿サービス

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・@BAILAに転載される箇所は2ＰＴＵの箇所のみです。
・ＴＵページに関して、モデルなどの指名がある場合は、

別途料金をお見積りさせて頂きます。
・増刷りでご使用希望の場合は、別途ご相談ください。
・画像をWEBやSNSで使用する場合、BAILAロゴと

タイアップ掲載号は画像と併記して頂く必要があります。
・BAILA公式Instagram投稿の内容・タイミングは編集部任意で

お願いします。
・詳細は担当までお問い合せください。

不定期連載「ささいな気がかり解消シリーズ」が新設！
＆タイアップとの連動も可能です！

コロナ禍で今までルーティーンで消費してきた、
身の回り品。在宅勤務も増え、家で過ごす時間
が増えたことを機に、後回しにしてきた「ささ
いな気がかり」を解消！そんな、編集ページと
連動するタイアップ企画のご提案です。

不定期連載・特別編

「ささいな気がかり
解消シリーズ」

本誌タイアップ後隣接

本誌編集６ページ 本誌ＴＵ２ページ

掲
載

ＣＭＳ形式転載
＆

編集部公式Instagram
1回投稿

気になってはいたものの、
後回しにしていた

「ささいな気がかり」を解消！
ＱＯＬを上げるような逸品や体験

を編集ページで特集します。

<テーマ例>
ゴルフ、楽器、馬術、お酒全般、
電子タバコ、ワイン、歴史、旅行
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展開イメージ

【集英社2021春夏広告企画】＠BAILAオリジナル ハイブリッド通勤着回し7DAYS企画

本誌で毎号大人気の連載「ハイブリッド通勤着回し」の
WEBオリジナル版、広告企画が初登場！

限られたアイテムで様々なコーディネートをご
提案する本誌編集連載「ハイブリッド通勤着回
し」ですが、WEBオリジナルの企画「ハイブ
リッド通勤着回し7DAYS」として、広告企画に
初登場です。ぜひご活用ください。

企画料金 G5,200,000円
作成形式 CMS（撮影あり）（PC/SP最適化）

期間 １ヵ月(アーカイブ有/モデルによる)

申込期限 35営業日前

想定PV 7投稿合計で30,000PV

メニュー内容
モデル起用、ハウススタジオにて7コーデ（1コーデごと各3カッ
ト）撮影し、1日1本のCMS記事を7日に分けてアップいたします。

掲載内容 1日分（1コーデで3カット＋テキスト）×7日分

リンク数 1日分につき、3種程度

レポート あり

誘導枠
① TOPカテゴリ枠
② WHAT’S NEW枠
③ FEATURE枠

SNS投稿
BAILA公式アカウント（Facebook、Twitter、Instagram）で
それぞれ7投稿

備考

・1ヶ月1クライアントの限定企画となります。
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・モデルの契約状況や、スケジュールによっては

お受けできないこともございます。
・原稿確認は1回となります。
・撮影内容により別途お見積もりの場合がございます。
・モデル指名の場合は別途金額がかかります。
・詳細は担当者までお問い合わせください。

＠BAILA TOPカテゴリに追加 着回し7DAYS用特設ページ

企画名など

各コーディネートCMS記事
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