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りぼんは65年間乙女のバイブル！
歴史と伝統の
りぼんは2020年で
創刊65周年!!

最大部数は少女
マンガ誌史上最高
の255万部!!

創刊の1955年以来、りぼんは3世代にわたり
乙女たちに💛💛はじめてのドキドキとキュン💛💛
をお届けしてきました！
“最初に手にするマンガ誌”として、良質で王道の作品を多く生み出し続
けてきたりぼん。イマドキの女子小学生だけではなく母親世代にも浸透
し、親子で楽しめる作品が数多くあります。
2019年夏からは全国で「特別展りぼん 250万りぼんっ子大増刊号」を
開催。現役読者だけでなくかつての読者の間でも大いに話題を呼びまし
た。
『ときめきトゥナイト』（池野恋）や『有閑倶楽部』（一条ゆかり）、
『ちびまる子ちゃん』（さくらももこ）など今なお愛され続ける伝説的
な作品も、2021年夏に映画が公開される『ハニーレモンソーダ』（村田
真優）も、ぜ～んぶりぼん作品です！！
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“りぼんっ子”ってこんな子たち！
りぼんの読者層
りぼんは小学校高学
年・中学1年生をピン
ポイントでターゲット
にできます!!

スマートフォン・タブレットの所持率

読者の学年

中1
11.1%

小5

りぼん読者は、
マートフォンやタ
ブレットを使った
情報収集に積極的!!

小6
27.3%

小4
15.3%

小6

＊りぼん2020年9月号読者大アンケートより

小5
24.5%

小4

中1

その他

⇒りぼん読者は小学4年生~中学1年生が78.2％

「りぼんで紹介したコーディネートをそのまま
お店で購入した！」といった声もいただき、作
品だけではなくファッションやメイクについて
も読者に支持されています！

りぼんの基礎データ

＊2021年4月現在

発行部数・・・・13.3万部
YouTube・・・・10.7万人 （りぼんチャンネル/RIBON CHANNEL【公式】）
Instagram・・・・12,000フォロワー （＠riboncomic）
Twitter・・・・39,150フォロワー （＠ribon60th）
TikTok・・・・14,200フォロワー （@ribon_comic）

自分のス
マホやタブ
レットを
持っている
37.5%

保護者や
姉妹兄弟
のを使う
50.8%

SNSも積極的に利用
しています!!

自分は持っていないが保護者や姉妹兄弟のを使う
自分のスマートフォンかタブレットを持っている

⇒りぼんの読者のうちスマートフォンかタブレット
を使用しているのは88.3％
Twitter・Instagram・TikTokなどのSNSを利用
している読者も多く、SNSから得られる情報にも
敏感です！

りぼんの最新情報は「りぼん わくわく★ステーション」から！
http://ribon.shueisha.co.jp/index.html
「りぼんむすび」という公式オンライン
コミュニティも運営しています。
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連載中作品のご紹介
ハニーレモンソーダ

村田真優

先生

石森羽花は、
明るい高校
生活を送る
ためダメな
自分を卒業したいけど、なかな
かうまくいかない日々。そんな
時、同じクラスでレモン色の髪
の三浦くんに出会って―!?
2021年7月に映画が公開される
今話題沸騰の作品です！
映画化!!
コミックス累計
650万部突破!!

吸血鬼と薔薇少女

朝香のりこ

ピュアな女子・千結はある日、
教室でクラスメイトの吸血鬼・夜
宮くんが苦しそうにしている姿を
見つけ、自分の血を吸わせる。す
ると、「あんたの初めて全部俺が
もらう」となぜか気に入られ、夜
宮くんに振り回されっぱなしの毎
日に!?
吸血鬼や狼男など個性的なキャ
ラが魅力のヴァンパイアラブ。

ふたりのポラリス

ノリが面倒くさくて友だちと
の会話を適当に流す日々の星
と、クラスメイトからパシられ
ている深月。ある日、星のお母
さんと深月のお父さんが再婚し
て星と深月が家族になることに!?
義姉妹がお互いの距離を縮め
ていく友情物語なので、星と深
月二人のシーン・ストーリーに
要注目です！

柚原瑞香

先生
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先生

ハツコイと太陽
サバサバした性格の小春子
は、男子とケンカしっぱなしで
恋愛には興味ナシ。でも、同じ
クラスの蒼だけは自分を女の子
扱いしてくれて… このドキド
キはもしかして？ 小学校には
絶対ナイと思ってた恋がはじま
る!?
小学校を舞台とした恋愛物語
なので、りぼん読者とちょうど
同い年です！ う い こ ん

初×婚

初が入学した七海学園高校は、
世界一の結婚を目指し、男女2
人部屋で寮生活を送る学校。超
正確なマッチングシステム“デ
ステニー”で選ばれた初のパー
トナー・紺はちょっぴりイジワ
ルなヤツで…!?
制服だけでなく、ウェディン
グドレスなど登場人物たちが見
せる様々な衣装にも注目です！

キスで起こして。

絵南は呪いがかかっているの
では…と言われるほど恋がうま
くいかず。ママの再婚で弟にな
る冬眞は同い年でイケメン!?
「絶対俺の事好きにならないで
ね」と冬眞に宣言されるが…!?
学校のシチュエーションだけ
ではなく、絵南と冬眞の家での
シーンも多いので、ご希望の
シーンが見つかるはずです！

木下ほのか

先生

黒崎みのり

先生

春田なな

先生

連載中作品のご紹介
ハロー、イノセント

酒井まゆ

先生

高校に特待生で入学し、文武
両道な雪灯は、恋愛にうつつを
抜かしている場合ではないと思
い高校生活をスタート。ある日、
雪灯はひょんなことからクラス
メイトの結以に助けられて…
作家生活20周年を迎え、りぼ
んでも大人気の酒井まゆの最新
連載。

ティータイムに魔法をかけて
クラスメイトとの関係で傷心
していた仁愛は、カフェ「鳥
籠」の店員・黒栖さんの接客と
笑顔に元気をもらっていた。あ
る日、鳥籠のバイトに誘われ、
黒栖さんが背中を押してくれた
ことで一緒に働くことに…!?
2021年3月号から連載開始
の、カフェを舞台にした高校生
と年上男子のラブストーリー！

絶叫学級

転生

何気ない日常と悪意に潜む、
恐怖の存在を知っていますか？
あなたがまだ見たことのない、
もう１つの世界へあなたをご案
内します。大人気オムニバスス
トーリー。小学館漫画賞（児童
向け部門）受賞作品。
りぼん連載作品においてホ
ラーストーリーという、一味
違った大人気連載作品です。

ミオの名のもとに

原作：文川よし乃 先生
作画：たしろみや 先生

人間とは違う力や姿を持った
“能力者“。人魚の能力を持つミ
オは、隣国の王子と結婚するた
め人間になる治療をしていた。
ある日、ミオのもとにやってき
た教育係ユウリは能力者のミオ
を否定せず、ありのまま生きる
ことを教えてくれて…？
人魚、王国、妖精…が登場す
る恋愛×ファンタジー！

乙女坂心

先生

み

いろ

君視彩の恋

大詩りえ

先生

ある日エレベーターに閉じ込
められそうになった陽彩を、突
然現れた謎のお兄さんが危険だ
と知らせてくれる。そのお兄さ
んはかつて陽彩を事故から助け
てくれた“ヒーロー”だった。お
兄さんは信号のように「危険を
色で視える」力を持っていて
…!? おかげさまで2021年4月号
の連載開始から大反響！
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いしかわえみ

き

先生

さよならミニスカート
学校で唯一、スカートを履か
ずスラックスで通学する仁那が
抱える、誰にも言えない秘密と
は!? かつてない衝撃のドラマ
が幕を開ける！─このまんがに
無関心な女子はいても、無関係
な女子はいない。
2021年4月現在連載休止中で
すが、連載開始から話題を呼び
続ける人気作品！

牧野あおい

先生

連載中作品のご紹介
HIGH SCORE

津山ちなみ 先生

自分大好きワガママ美少女めぐみを筆頭
に、超絶ナルシストの政宗、おまじないが大
好き
すぎる香織な
ど…愛すべき
クセありキャ
ラ達が今日も
期待の斜め上
を行く！ ミラ
クルスーパー
ハイテンショ
ンギャグ☆

アクロトリップ

佐和田米 先生

今日もまた、怪人警報が鳴り響く──。悪の
組織「フォッサマグナ」がたびたび奇襲して
くるこの街に
住む地図子は、
平和を守る魔
法少女・ベ
リーブロッサ
ムの活躍を今
日もほくそ笑
みながら見
守っていた…

骨の髄まで愛してね

小林ユキ 先生
イケメンでモテモテの瑠斗の前に現れたの
は…中学の時に同じクラスだった桃井みみ。
当時地味だっ
たみみは、瑠
斗の優しい言
葉に恋をして
劇的イメチェ
ン！そこから
瑠斗の波乱な
日常が始ま
る!?

アニマル横町

前川涼 先生

一見ふつうの女の子・あみの部屋には、言
葉を話す動物たちが暮らす、アニマル横町と
つながる扉が。
ウサギのイヨ、
パンダのイッサ、
クマのケンタと
過ごす毎日は事
件がいっぱい！
キテレツど～ぶ
つコメディ☆
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恋せよキノコ

青井真央 先生

木野ねね子（略してキノコ）は、教室のす
みっこが生息地。クラスメイトのヒナタくん
に片想い中…
想いが募り、
彼のロッカー
に自分がキノ
コになって生
えちゃった！
新種発見!? 新
感覚キノコ・
ラブコメ♥

ニャーおっさん

コンドウアキ 先生

ニャーおっさんは、依頼人の幸せをお助けす
る会社“ニャンデモ21”でタコ社長のもと働く
じじむさニャ
ンコ。個性的
な面々のム
チャぶりにブ
ンブン振り回
されながら、
今日もがん
ばっているの
です…

ほわころくらぶ inりぼん

えちがわのりゆき 先生

ほわころくらぶは、ほわほわ市ころころ町に
あるほわほわしたなかまがあつまるところ。
そこで暮らす
みんなに会え
ば、しあわせ
な気持ちに。
毎月、大人気
ほわころくら
ぶの魅力をカ
ラーでたっぷ
りお届け！

随時新連載も開始しますので、
そちらの作品に関してもお問い合わせください！

りぼんガールのご紹介
“りぼんガール”は、本誌のファッション・メイクページ、付録紹介ページに登場したり、りぼん公式YouTube内の動画に登
場したりする6名のモデルです。読者と年齢層も近く、本誌で紹介したりぼんガールのコーディネートやメイクを参考にして
くれているりぼんっ子も大勢います！
お く も り

さ つ き

奥森皐月

（高2）

ふ じ も と

藤本ばんび

（高2）

生年月日：2004年5月9日

生年月日：2004年6月5日

好きなりぼんマンガ：『吸血鬼と薔薇少女』

好きなりぼんマンガ：『初×婚』

小学5年生からりぼんに出続けて、りぼんガールは

動画内でコスメポーチの中身を紹介するなど、

今年で7年目！

お姉さんモデルの一面も披露してくれています！

あ ら い

読者からの人気も絶大です。
み か

新井美佳

（中2）

た き ぐ ち

め り い

滝口芽里衣

（中1）

生年月日：2007年7月7日

生年月日：2008年11月4日

好きなりぼんマンガ：『ハニーレモンソーダ』

好きなりぼんマンガ：『ちびまる子ちゃん』

トレードマークのロングヘアを活かした様々なヘア

可愛い系からストリート系までどんな服も

アレンジが読者からも大好評！

着こなすおしゃれガール！

や ざ わ

矢沢ミア

（小6）

も り な が

れ あ

森永怜杏

（小5）

生年月日：2010年1月25日

生年月日：2010年10月23日

好きなりぼんマンガ：『初×婚』

好きなりぼんマンガ：『ハツコイと太陽』

2021年4月号からりぼんガールに。初登場となっ

2021年5月号の誌面からに新加入。りぼんガール

た4月号には早くも反響をいただいています！

のフレッシュな最年少メンバーです！
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企

画

一

覧

りぼんでは3つの広告メニューを新設しました。
①は編集部作成によるタイアッププラン、②は連載中作品の既存素材を使用するプラン、そして③は連載
中作家がタイアップ用にマンガを描き下ろすプランです。
②と③のメニューには、広告主様のWEBサイト・SNSでの二次使用も含まれております。
各メニューの詳細は9P以降のメニューページをご確認ください。

①編集部作成
タイアッププラン
②既存素材使用
タイアッププラン

本誌前周りのグラビアページでタイアップページを作成

4C1P

G100万円 4C2P G180万円

＊りぼんガールを起用して商品紹介をしていただけます。

連載中作品のカットを使用した本誌前周りグラビアタイアップページを作成
＋広告主様のWEBサイト・SNSで誌面の二次使用

（誌面二次使用付き）

4C2P G200万円＋1カットN10万円＋二次使用費N30万円

③マンガ描き下ろし
タイアッププラン

りぼん作家の描き下ろしマンガ・イラストを使用した本誌前周りグラビアタイ
アップページを作成＋広告主様のWEBサイト・SNSで誌面の二次使用

（誌面二次使用付き）

⇒9Pへ

4C2P G200万円＋制作費N80万円～＋二次使用費N30万円

⇒10Pへ

⇒11Pへ
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①編集部作成タイアッププラン
りぼん本誌の前周りグラビアページで、りぼん読者に届くビジュアルのタイアップページを作成します。女性誌のタイアッ
プページのようなイメージで、広告主様の商品・サービスをご紹介します。
もちろん撮影型の
タイアップも可能
です!!

イメージ

前周りグラビアページ4C1P

料金

G100万円

前周りグラビアページ4C2P

G180万円

本誌の前周りグラビアページ（カラーページ）にて、タイアップ
ページを作成いたします。

プラン内容

素材を入稿して
いただき、誌面
を作成すること
も…

企画料金の中にはりぼんガールの起用費も含みます。
＊りぼんガールはP7でご紹介しています
こちらのメニューでは、りぼんマンガのビジュアルはご使用いただ
けません。

スケジュール目安
再校出戻・校了（発売日約

初校出し戻し

2.5

3

点出し戻し

備考

りぼんマンガの既存素材使用によるタイアップ、もしくはりぼんマ
ンガ作家による描き下ろしタイアップをご希望の場合はメニュー②
（P10）、メニュー③（P11）をご参照ください。
メニュー料金は前周りのグラビアページを前提としておりますが、
中面での発注もお受けできます。作品隣接は商材などによってお受
けできない場合がございますが、お申し込み時にご相談ください。

申込締切

発売日の3.5か月前

3

週間前）

カ月前）

3

撮影（発売日の カ月前）

ラフ案提出（発売日の

オリエン

お申込み（発売日の カ月前）

3.5

素材を入稿していただき作成するタイアップでも、撮影型のタイ
アップでも、いずれの形でも対応できます。
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②既存素材使用タイアッププラン（誌面二次使用付き）
りぼん連載中作品の既存カット・既存イラストを使用したタイアップページの作成と、広告主様のWEBサイト・SNSでの誌
面二次使用をパッケージにしたプランです。マンガを使用することによってりぼん読者により効果的に訴求することができ
ます！
パッケージ料金

イメージ
ご希望のコマをそのままお使いいた
だくこともできます！

プラン内容

備考
登場人物のカットを使用したり…

スケジュール目安
再校出戻・校了（発売日約

初校出し戻し

3

点出し戻し

3

週間前）

撮影 ＊必要に応じて

ラフ案出戻＆使用既存素材ご確認
（作家の確認に 週間ほど要します）

オリエン

お申込み（発売日の カ月前）

3.5

2

二次使用規定

申込締切

前周りグラビアページ4C2P＋使用カット＋誌面二次使用費

G200万円＋1カットN10万円＋N30万円
本誌の前周りグラビアページ（カラーページ）にて、りぼん連載中作
品の既存のカットを使用してタイアップページを作成いたします。
また、作成したタイアップページは誌面をそのまま（1ビジュアル）、
・クライアント様オウンドメディア
・クライアント様公式SNS(Twitter/Facebook/Instagram ＊各1回まで)
での二次使用が可能です。
「この作品のこのシーンが使いたい！」というご要望にこたえること
も、ご希望の作品・シーンをお伝えいただきそれに合うカットをお探
しすることも可能です。編集部作成部分と既存カットの組み合わせ方
についてはご相談ください。
・お使いいただける作品は、P3-P5でご紹介した連載中作品です。ご
希望の作品を指定していただくことも、ご希望の雰囲気・シーン
をお知らせしていただくことも可能です。
・使用されるカット数に応じて＋N10万円の費用が掛かります。
・既存カットの使用方法に関しては、絵の改変・加筆・カットの切
り貼り・セリフの変更は原則できません。
・作者の許可が下りない場合には、ご希望のカット・イラストをご
使用いただけないことがあります。あらかじめご了承ください。
・作家によっては二次使用は不可の場合がございます。
・オウンドメディアでの使用がECサイトの場合､商品購入に直接つな
がるページは不可とさせていただきます。
・りぼんロゴを画像内に使用してください。
・テキストに出典元「 りぼん○月号」と記載してください。
・二次使用期間はタイアップ掲載と同じ1ヶ月間です。SNSの投稿に関
しては、掲載期間が過ぎたら削除してください。
・クリエイティブは事前に編集部で確認させていただきます。
・コマの中から登場人物を抜き出したり、コマの順番を入れ替えたり
することはできません。お送りする誌面をそのままお使いください。
・もしコマ・キャラクター単位で二次使用をご希望の場合や複数ペー
ジの誌面を使用する場合、リサイズなどを行う場合には都度相談と
なります。
・WOMJ(日本口コミマーケティング協議会）の規定に則ったPR表記
を入れていただきます。

発売日の3.5か月前
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③マンガ描き下ろしタイアッププラン （誌面二次使用付き）
りぼん連載中作家によるオリジナルマンガ・イラストを使用したタイアップページの作成と、広告主様のWEBサイト・SNS
での誌面二次使用をパッケージにしたプランです。広告主様ご希望の連載中作家がオリジナルマンガ・イラストを描き下ろ
します！
前周りグラビアページ4C2P＋制作費＋誌面二次使用費
パッケージ料金

イメージ

プラン内容

りぼん2017年5月号
村田真優先生
『ハニーレモンソーダ』
描き下ろし4C2PTU

スケジュール目安
＜9月売10月号掲載の例＞

発売約4か月前にお申込み
オリエン

二次使用規定

・作家によっては二次使用は不可の場合がございます。
・オウンドメディアでの使用がECサイトの場合､商品購入に直接つながる
ページは不可とさせていただきます。
・りぼんロゴを画像内に使用してください。
・テキストに出典元「 りぼん○月号」と記載してください。
・二次使用期間はタイアップ掲載と同じ1ヶ月間です。SNSの投稿に関し
ては、掲載期間が過ぎたら削除してください。
・クリエイティブは事前に編集部で確認させていただきます。
・コマの中から登場人物を抜き出したり、コマの順番を入れ替えたりす
ることはできません。お送りする誌面をそのままお使いください。
・もしコマ・キャラクター単位で二次使用をご希望の場合や複数ページ
の誌面を使用する場合、リサイズなどを行う場合には都度相談となり
ます。
・WOMJ(日本口コミマーケティング協議会）の規定に則ったPR表記を入
れていただきます。

＊あくまでも目安としてご覧ください

作家ネーム作業期間＆
出し戻し（2回まで）
＊発売4月前の20日前後

3点出戻
＊発売約2カ月前

再校出戻・校了

本誌の前周りグラビアページ（カラーページ）にて、りぼん連載中作家
のオリジナルカラーマンガ（見開き想定）もしくはカラーイラスト
（1枚絵）を使用してタイアップページを作成いたします。
また、作成したタイアップページは誌面をそのまま（1ビジュアル）、
・クライアント様オウンドメディア
・クライアント様公式SNS(Twitter/Facebook/Instagram ＊各1回まで)
での二次使用が可能です。
漫画家はP3-P5でご紹介しているりぼん連載中作家の中からご指定くださ
い。もしくは「こんな雰囲気」「こういうイメージ」というご希望をお
知らせいただき、編集部からお勧めすることもできます。
オリジナルマンガ・イラストは、連載中作品の描き下ろしになります。
連載中作品とは関係のない完全オリジナル作品はお受けできませんので、
ご了承ください。

備考

＊校了の関係で、作家がネームや色付けの作業をできるのは毎月
20日前後の1週間ほどです。

作家作業期間
＊発売3月前の20日前後

G200万円＋N80万円～＋N30万円

・りぼん連載中の作家の中から作品・漫画家を指名していただくことが
できますが、商材やサービスによっては作家の許諾が得られない場合
があります。あらかじめご了承ください。
・ご要望によっては追加の料金が発生する場合がございます。
・連載中の作家のスケジュールによっては例示したスケジュールより前
にお申込みいただく必要があります。

＊作家のスケジュールによって後ろ倒しになることがあります。

必要に応じて撮影

（オリジナルカラーマンガ見開きもしくはカラーイラスト1枚絵）

色校出戻

申込締切

応相談

＊目安：発売4カ月以上前
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他誌とのブリッジ企画のご紹介
資生堂様×『ときめきトゥナイト』/池野恋

～過去作品使用の例～

（BAILA2016年7月号）

『ときめきトゥナイト』の既存カット・
コマをふんだんに用いたTUです。
池野恋先生が描き下ろしたイラスト（左
ページ）も使用しています。

コーセー様×『ご近所物語』/矢沢あい

（BAILA2018年10月号）

既存のコマに加えて、イラストの
切り抜きなども効果的に使用した
タイアップです。

他にも他誌とのブリッジ企画がございますので、営業担当にご相談ください！
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マンガ使用タイアッププランにおける注意点
完全オリジナルはNG!!
描き下ろしプランに関しては、その作品のキャラクターを使ったものであることを前提としております。
＝完全オリジナルの作品を描き下ろすことはNGとさせていただきます。

マンガ部分下書き（ネーム）提出は2回まで!!
描き下ろしプランでのマンガ部分下書き（ネーム）の提出は2回までとさせていただきます。
また、2回目の下書き提出の際にキャラクターや構成について大幅な修正はお受けできない場合があります。
大きな修正は1回目の下書き提出の際にお伝えください。

修正は下書き段階まで!!
マンガ部分の修正をお受けできるのは、下書きの段階までです。
ペン入れ後は修正をお受けすることはできませんので、ご了承ください。

レギュレーションは事前にお伝えください!!
企業イメージ・レギュレーションでマンガ・イラスト内に描いてはいけないもの・使用できないものが
ある場合には必ず事前にお知らせください。

商材によってはお受けできない場合があります!!
りぼんは少女マンガ誌です。商材によってはタイアップをお受けできない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
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