
シンゾーン

センタープレスパンツ
THE SHINZONEの

メゾンスペシャル

ワイドテーパードパンツ
MAISON SPECIALの

「太ももほっそり」部門
太もものがっしり感を覆い隠すのは、タック入り
ハイウエストパンツ。ゆとりがあるだけじゃなく
メリハリを計算した美バランスな3本を選出！

私たちも推します！
スタイリスト門馬さん、
ライター道端さん、
副編N、編集ミツコほか

「ハイウエストかつ後ろゴムで締まってい
るので、はくだけで簡単にスタイルがよく
見えそうです」（門馬さん）。パンツ￥16000
／メゾンスペシャル 青山店（メゾンスペ
シャル）　カーディガン￥30000／シンゾ
ーン ルミネ有楽町店（ザ シンゾーン）　
ニット￥6990／プラステ　メガネ￥34000
／プロポデザイン（プロポ）　リング￥80
00／エリオポール代官山（シャイラ）　バ
ッグ￥43000／メゾン イエナ（デメリエ
ー）　靴￥23000／ダニエラアンドジェマ

サイズ…34・36・38
ポイント…後ろウエストゴム
価格…¥16000

私たちも推します！
スタイリスト高橋さん、
門馬さん、ライター榎本さん、
編集Sほか

スニーカーに合わせやすいよう、ややゆ
とりを持たせた裾幅が、ひざ下を長く見
せて。パンツ￥19000／シンゾーン ルミ
ネ有楽町店（ザ シンゾーン）　ニット￥
30000／スローン　コート￥110000／RHC 
ロンハーマン（アーチ ザ）　ネックレス￥
100000／ヴァンドーム青山本店（ヴァン
ドーム青山）　時計￥19000／オ・ビジュ
ー（ロゼモン）　バッグ￥44000／ヴァジ
ックジャパン（ヴァジック）　靴￥15000
／シードコーポレーション（ヴェジャ）

サイズ…32・34・36
ポイント…自宅洗い＆アイロン可能
価格…¥19000

「脚長＆腰高」部門
パンツ選びでの体型悩み第1位は﹁脚が短い﹂。

つま先までスラリ、身長まで高く見せられる
センタープレス入りストレートの最高峰を紹介！

毎日はきたくなる、自然で
きれいな脚長シルエット。
洒落感もバッチリです

ライター 野崎久実子さん

ひざ下からわずかに広がる形。
はいたときの脚長感に
自分ながらほれぼれ！

編集ミツコ

厚地素材に、チェックの
視覚効果で、太もものハリを
抑えて見せてくれます！

スタイリスト 吉村友希さん

広がりすぎないタックが、
腰から下のボリュームを
カバー。肉感を拾いません

編集K

体型別
スタイルアップ

パンツ大賞
このパンツで、理想体型に！
リアルに似合うシルエットを
探し求めた試着審査も注目！

BAILA
PANTS 

AWARD

BAILA
PANTS 

AWARD

私たちが推します！
スタイリスト池田さん、
編集ミツコほか

ツータックのワイドシルエットで、太
ももから腰まわりもすっきりと。生地
のハリとチンツ加工による光沢で立体
感が強調され、脚全体が細い印象に。
￥24000／エイチ ビューティ＆ユース

サイズ…S・M 
ポイント…光沢感のあるチンツ加工
価格…¥24000

エイチ ビューティ＆ユース

ウールタックワイドパンツ
H BEAUTY & YOUTHの

私たちが推します！
スタイリスト高橋さん、
編集Uほか

「タックの分量がほどよく、さりげなく
太ももをカバー。カラーも今っぽくて
主役感あり」（編集Ｕ）。ヴィンテージラ
イクなトリアセテート素材は、シワに
なりにくく快適。 ￥26000／ウィム ガ
ゼット ルミネ新宿店（ゲミニー）

サイズ…F
ポイント…シワになりにくい、後ろゴム
価格…¥26000

ゲミニー

テーパードタックパンツ
GEMINIの

私たちが推します！
スタイリスト池田さん、
ライター伊藤さんほか

ノンタックからストンと落ちる形で脚
がすっきり。「美脚効果が確実だから、ち
ょっと冒険のきれい色も挑戦しやすい」

（伊藤さん）。￥8990／プラステ

サイズ… XXS・XS・S・M・L
（オンラインストアと一部店舗限定で
XL・XXL・トールサイズも展開）
ポイント…吸湿発熱、ストレッチ素材
価格…¥8990

プラステ

ウォームリザーブ
ストレートパンツ

PLSTの

私たちが推します！
スタイリスト吉村さん、
副編N、編集Kほか

「セットアップのジャケットもあり、ワ
ントーンコーデでさらに脚長に見えそ
う」（編集Ｋ）、「腰まわりに無駄なボリュ
ームがなく、すらりと見えます」（吉村
さん）。￥8000／洋服の青山 新宿西口
店（アンカー ウーマン）

サイズ…5〜15号
ポイント…静電気抑制裏地、2wayストレッチ
価格…¥8000

アンカー ウーマン

センタープレスワイドパンツ
ANCHOR WOMANの スーパーバイラーズが試着審査スーパーバイラーズが試着審査

「パンツをはくと、顔
が大きく、脚が短く
見えて苦手だったけ
ど、これは頭身まで上
がったみたい！　つ
かず離れずのシルエ
ットで、脚の形の絶
妙な補正効果を実感」

臼居実優さん

身長157㎝、小柄で
ひざ下を長く見せたい

「前から見たとき、脚
が長く見えてびっく
りしました。感動で
す♡　脚の太さを拾
わずにもたつきなく
はけて、腰まわりも
すっきり。だから、
後ろ姿まで脚長に！」

中島真亜沙さん

身長162㎝、脚の
骨太感が気になる

「センタープレスで、
脚がまっすぐ長く見
えてうれしい！　落
ち感のある柔らかな
素材で、ウエストから
足先まですらっとつ
ながるので、腰位置
が高くなった感覚！」

泉ひとみさん

身長164㎝、
脚の短さが悩み

「骨盤が広いせいか、
前から見たときの太
ももが悩み。これはサ
イドにゆとりがあっ
てラインを拾わない
し、後ろゴムでウエス
トが締まるので、メ
リハリがきわだつ！」

遠山春菜さん

身長168㎝、
太ももの横幅が悩み

「ストレスなくはける
のに下半身がすっき
り見えて驚き。ウエ
ストがくびれ、ピタ
ピタしすぎないシル
エットなので、がっ
しり見えるのを回避
してくれます」

森田みやびさん

身長173㎝、
大柄に見えたくない

「太ももだけじゃなく、
お尻やふくらはぎも
カバーするゆとりが
うれしい。なおかつ
ウエストはキュッと
くびれるのでバラン
ス◎。柄も可愛くて
着映えしますね」

山嵜由恵さん

身長168㎝、
もも張りが気になる

1位

1位

2位

3位

2位

3位

トップス・靴／スタイリスト私物89

バイラ
流 すすめの

30代は「
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Kis-My-Ft2Jの鼓動

河北裕介×百
々千晴連載

佐々木希

望海風斗

桐谷美玲
COVER MODEL

4p

10p

印度カリー子
さんの

夏に効くスパイスレシピ

30代に幸せをくれる

おうち名品
アワード2021

■ 定番コーデをアップデートする方法

■ ワンピースで大胆チェンジ！ 

■ ショートパンツ、大人の選択 ■ みんなの働くおウチ服 

■ シンプルなのに洒落るデニム8days

■ 小物でチェンジ！のススメ ■ 買い足すべきはセットアップ

and more!

楽しみ方は
自分次第！

マスクを取ったら

案外顔が老けていた件

宇垣美里 鷲見玲奈

バイラ世代美マニアの＂進化美容＂

4大アイパレットなら

目もとはこんなに着回せる！

やらない美容で美肌貯金

選び方とメイ
クで

ポジティブ変
換！

withマスク2.0

BOOK

水晶玉子の

運景占い

「落ち込まない私」のつくり方マッチングアプリ珍道中

アニマルサフ
ァリ柄

マルチポーチ

集英社ファッ
ション誌6誌

と再びコラボ
!!特別付録

レスポートサ
ック×

縦約21×横約
28.5㎝（マチな

し）

チェン ジ

撮影／神戸健太郎（人）、魚地武大〈TENT〉（物）、
いとうなおみ（試着会）
ヘア＆メイク／KITA〈Nord.〉　
スタイリスト／門馬ちひろ
取材・文／道端舞子　構成／岩鼻早苗〈BAILA〉
※クレジットのないものはすべて私物です

ECコンテンツの充実で、買い物がしやすくなったとはいえ、サイズ感やイメージで失敗することも。
そこで＂モデルじゃない＂私たちが試着し、サイズ感やフォルムを徹底チェック。秋服購入時の参考にぜひ。

「服好き！」「トレンド好き！」な
私たちが試着しました！

人気ブランドの
秋新作を集めて
試着会を実施！

FASHION _ #5

 お洒落も美容も、
「自分軸」が

断然楽しい！秋新作をおしゃれプロがあなたに代わってフィッティング！

スタイリスト福田亜矢子さんがディレク
ターを務め、クローゼットの核となるネ
オベーシックなアイテムがそろう。女ら
しい体型へと導いてくれる袖コンシャス
なブラウスは、ドロップショルダーにバン
ドカラーと、随所に洒落たこだわりが。ほ
どよい丈感のラウンドヘムだから、アウト
してもきれい。ブラウス￥15000／ノーク

ふんわりとした形が華奢な
体型をカバー。まろやかな
ホワイトも女らしくて素敵

甘いシルエットとシャリッと
カジュアルなナイロン素材の
バランスが新鮮でおしゃれ！

ほのかにメンズっぽい
センタープレスのテーパードと
マットな生地感も好み

まさに気分がアガる！
花柄だけどぶりっとせず、
大人っぽさがあるのが優秀

はくと脚がきれいに見えた！　
バラバラな手持ち服の
接着剤役として活躍しそう

歩いて鏡を見たときの
素敵な揺れ感にうっとり。
可愛げと品が盛れます！

スタイリスト 上村若菜さん（身長158㎝）

スタイリスト 門馬ちひろさん（身長166㎝）

編集ミツコ（身長166㎝）編集スガコ（身長152.5㎝） 編集バタコ（身長153㎝）ライター 道端舞子さん（身長161㎝）

ボリューム袖ナイロンブラウス
センタープレスパンツ

フラワープリント
ロングワンピース

大人映えトップス

オンオフ使える週7黒パンツ袖を通すとアガるワンピース

位

位位

CROSS PLUS

BAYCREW'S STORE

USAGI ONLINE

おしゃれプロが試着して選んだ、
この秋本当に着たい服部門別1位を発表！

﹁品よく広がる袖がきれい。ハンサムな

﹁気になる太ももはしっかり隠し

﹁袖を通すとシルエットの
バンドカラーで甘くなりすぎないものいい﹂

センタープレスの威力で

美しさに感動。Vネックで

脚がすらり。足首が見える
丈感が女らしくて◎﹂

顔まわりがすっきり見える！﹂

スタイリスト 
吉村友希さん（身長158㎝）

スタイリスト 
石田 綾さん（身長160㎝）

スーパーバイラーズ 
藤田まきさん（身長157㎝） 1

11

「BAYCREW'S STORE」のサイトは、ショップスタッフのスナップが充実。身長や体型、
普段の着用サイズから骨格タイプ、肌カラー診断にいたるまで、データ量が多いの
で、比較しやすいのも魅力。すっきりと美脚見えするテーパードパンツは、しなや
かな素材で落ち感もきれい。アンクル丈だからフラットシューズやスニーカーとも
相性◎。パンツ￥15400／スピック＆スパン ルミネ有楽町店（スピック＆スパン）

スタイリスト白幡啓さんが手がける「スタイリング/」は、凜とした女らしさの中にひ
と手間のこだわりを加え、一枚で完成されたスタイルが決まるアイテムが豊富。軽
やかなサッカーシフォン素材のオリジナル柄ワンピースは、深めにデザインされた
Ｖネックで、シャープな印象が加わり大人っぽさも。前のボタンをすべて外せばは
おりとしても活用可能。ワンピース￥37400／スタイリング/ ルミネ新宿 1 店

ECで買える！  ﹁人気ブランド﹂試着大会

N.O.R.C
Spick & Span

styling/

スーパーバイラーズ
藤田まきさん

（身長157㎝）

スタイリスト
石田 綾さん

（身長160㎝）

ライター
道端舞子さん
（身長161㎝）

スタイリスト
池田メグミさん
（身長155㎝）

スーパーバイラーズ
上原 愛さん

（身長160㎝）

スタイリスト
高橋美帆さん
（身長168㎝）

スタイリスト
上村若菜さん
（身長158㎝）

スーパーバイラーズ
谷本千晃さん
（身長167㎝）

スタイリスト
門馬ちひろさん
（身長166㎝）

スタイリストアシスタント
鈴木 彩さん

（身長164㎝）

スタイリストアシスタント
伊藤あかりさん
（身長155㎝）

スタイリスト
吉村友希さん
（身長158㎝）

編集スガコ
（身長152.5㎝）

編集O
（身長161㎝）

副編N
（身長156㎝）

編集バタコ
（身長153㎝）

編集たま子
（身長159㎝）

編集ナベ嬢
（身長147㎝）

編集M
（身長148㎝）

編集ミツコ
（身長166㎝）

編集W
（身長166㎝）

65 64

似合う
デニム選び！

お腹がすっきり。タックが入
ることで、きれいめパンツの
延長としてはきやすそう！

やわらかい生地感ではき心地
がよく、感動！　脱ぎはきも
しやすいのが嬉しいです

無理してる感がないのにウエ
ストまわりがきゅっと！　ス
タイルアップを実感しました♪

お悩みパーツ

STYLE MIXER

upper hights
AGOLDE

サイズ

サイズ

サイズ

XS・S・M

21～27

24～28
タックラウンドデニム／
500EAS11-4980

THE RASCAL／
188203 90’s Pinch Waist／

A154D-1206

カラー

カラー Endless・Pale blue・White
インディゴ・ホワイト

カラー　POCKET TOPAZ・●・●

¥9350

¥28600

¥28600

お腹や腰まわりが苦しいデニムは見た目もパツパツで着太りする上、気持ち的にもはくのがおっくうに。
ゆとりあるシルエットかつデザインのひと工夫で﹁はいていてラク﹂と﹁お腹・腰まわりすっきり﹂を両立！

「ぽっこり下腹」さんなら…

「腰張り」さんなら…

「くびれがない」さんなら…

STYLEMIXER
AGOLDE

upper hights

幸福なデニム
選

び

フィット感のあるお腹～お尻まわりとゆとりのある太もものバランスが絶妙。ももより細身のすとんと落ちる裾で脚も長く。（HAUNT別注）￥28600／ゲストリスト（アッパーハイツ）

お腹のヒゲや太もものかすれ加工など、ヴィンテージライクなデザインは着やせだけでなくこなれ感もプラス。￥28600／シチズンズ・オブ・ヒューマニティ（エー・ゴールド・イー）

タックの入ったゆったりしたラウンドシルエットは気になる部分をカバーし、女性らしい華奢なボディラインをつくってくれる。￥9350／バロックジャパンリミテッド（スタイルミキサー）

デニムには珍しいウエストタックがアクセントになって、ぽっこり下腹をカバー。コクーン型シルエットも全体を華奢に見せてくれるポイントに

無理して細身のデニムをはくとよけいに張りが目立つので、しっかり包み込んでくれるものを。濃いめのヒゲでのっぺり見せない効果も

ずんどうさが気になるなら、スラウチシルエットがおすすめ。ももにはゆとりがありながらウエスト・ヒップはスッキリして、はくだけでメリハリが生まれる

太田 冴さん・身長161㎝

若元 彩さん・身長158㎝

遠山春菜さん・身長168㎝

スーパーバイラーズが試着！

よっしー’s POINT
よっしー’s POINT

よっしー’s POINT

59

※表示の構成、写真、レイアウトは仮です。BAILA版試着フェスは初の試みとなります。

2021冬

UOMOと同時に

特集します！

「試着フェス 」とは…

U
O
M
O
で
は

す
で
に
4
回
実
施
！

(12月号) タイアッププランのご案内

アウターからトップス、ボトム、小物まで
数百点に及ぶ新作のウェアを一堂に
集め、アパレルPRやスタイリスト等の
ファッション関係者、モデルやタレント、
さらに一般読者まで、数十名が徹底
的に試着したリアルなレビューを元に
構成する、UOMOの人気ファッション
大特集。まさに服のガチ勢による最
強のバイヤーズガイド。

UOMOの人気コンテンツ「試着フェス」の女性版を、’21年12月号BAILA本誌＆
@BAILAとの連動で実施します。ＡＷアイテムの販促に是非お役立てください！

 フォロワーの多い
 スー パ ー バイラーズも参 戦！ 

 実 績ある人 気 の  
 形 式を盛り込みます  

 詳 細な 
 試 着レビューが 効く 

 新 作をおしゃれプロが  
ひたすらフィッティング！！

12月号BAILA版「試着フェス」特集（14～16Ｐ規模）はこんな内容になる予定です！

版      「試着フェス  」
特集実施のお知らせ

 流 行アイテムは  
 着こなし例を含めてお試し。  

® ®



BAILA版の試着フェス、協賛料金となります。@BAILAへの転載もついたお得な料金が魅力的です。

8月末までの発注で、特別なサービスも！　ぜひこの機会にご検討くださいませ。

UOMOとのお得なセットプランもご案内中です！

企画料金：G320万円 企画料金：G280万円
A協賛 B協賛

内容：本誌2P＋WEB転載（CMS）＋編集部IG投稿　 内容：本誌2P＋WEB転載（CMS）＋編集部IG投稿

8月末までに発注のクライアント様はBAILA版の「試着フェス」
特集内でクライアント様1アイテムを取り上げ（サイズ等はお任せ）いたします。

8月末までに発注のクライアント様はBAILA版の「試着フェス」
特集内でクライアント様1アイテムを取り上げ（サイズ等はお任せ）いたします。

※編集部IG投稿は「PR表記」をいれさせていただきます
また、オーガニック投稿のため、投稿日・文章はお任せいただき、レポートはございません。

※編集部IG投稿は「PR表記」をいれさせていただきます
また、オーガニック投稿のため、投稿日・文章はお任せいただき、レポートはございません。

試着フェス 協賛料金表
BAILA 2021秋冬広告企画

※モデル起用 ※バイラ編集スタッフおよび
読者組織「スーパーバイラーズ」起用

UOMO10月売試着フェス企画と同時発注の場合
BAILA試着フェス企画通常料金：

Ｇ320万円→特別料金：G290万円

UOMOセット料金
UOMO10月売試着フェス企画と同時発注の場合
BAILA試着フェス企画通常料金：

Ｇ280万円→特別料金：G250万円

UOMOセット料金

※TUのイメージは、次ページ以降を参照ください ※TUのイメージは、次ページ以降を参照ください

サービス サービス

【プラン詳細】

S p e c i a l  P l a n S p e c i a l  P l a n



●お問い合わせ先／ディーゼル ジャパン　
¡0120-55-1978　www.diesel.co.jp

掲載商品はこちらから➡︎

本格的なモッズコートから軽いノーカラージ
ャケットまで、変幻自在な着回し力と防寒力
で長いシーズン楽しめる一枚。撥水加工を施
したナイロンサテン素材を採用し、防水性に
優れているため、天気を気にせず、羽織れる
のがいい。ボリュームのあるファーつきフー
ドは真ん中にジップがついて、形のアレンジ
が可能。コート￥68000・Ｔシャツ￥10000・ス
カート￥28000・バッグ（20×26×13）￥40000
／ディーゼル ジャパン（ディーゼル）　

クリーンでスタイリッシュなホワイトウール
のスタジアムジャケット。ゆったりとした長
めの丈とドロップショルダーがスポーティす
ぎず、今の気分。フロントには立体的なフラ
ップポケットがオン。バックや袖はステッチ
ワーク風のディテールが映え、どこから見て
も印象的。カラーはブラックとの 2色展開。
コート￥62000・ワンピース￥36000・バッグ（23
×33×13.5）￥26000・靴（5.5）￥43000／ディー
ゼル ジャパン（ディーゼル）　

HOOD+MODS COAT+
LINER

01

FRONT01

HOOD+MODS COAT02

BACK02

MODS COAT04

MODS COAT
+ LINER

03

LINER05

LINER（REVERSE）06

バックスタイルや袖にデザインを加えた進化系。
フロントはシンプルできれいめ、
後ろ姿はエッジが効いた二面性アウター。

スタジアムジャケット

STADIUM JACKET
ビッグシルエットのモッズコートは
フードとリバーシブルのライナーつき。
がらりと変わる6wayでおしゃれの幅を広げて！

モッズコート

M O D S  C O AT
6way

front&ba c k

97 96

uncraveN.O.R.C

FRAY I.D

CELFORD

人気ブランドの完売必至ベーシックスウェットを着比べ！
袖
や
襟
に
華
デ
ィ
テ
ー
ル
あ
り 

大
人
映
え
ト
ッ
プ
ス

「とろみ素材が多いイメージのリボンつきト
ップスが、ハリ素材のシャツで一気に新鮮
な印象に。オーバーサイズでコンサバにな
らず着られるのも嬉しい！」（編集Ｍ・148㎝）
「ちょこっと立ち上がったデザインの襟元が
おしゃれ。シンプルな黒とかデニムなど細
身のパンツと合わせたい」（谷本さん・167㎝）

「ONWARD CROSSET」では、スタッフのコーデ
ィネートスナップや、購入者のレビューを
チェックできるのも◎。ブラウス￥14850

（ 9月上旬入荷予定）／アンクレイヴ

「ギャザーとふわっと広がる袖のボリュー
ムが素敵。首もとを大きめにあけて鎖骨を
出し女っぽく着たい！」（伊藤さん・155㎝）
「首もとのギャザーを寄せリボンで結び、デ
コルテのあき加減を好きに調節できるので、
『私らしさ』を楽しめそう。アルミのような
グレーが辛口でいい」（編集ミツコ・166㎝）

生地がたっぷりと使われたテントシルエッ
ト。ボリューム袖で上品な甘さのある一枚。
ブラウス￥13000／ノーク　パンツ￥16500 
／フレイ アイディー ルミネ新宿 2店

「普段は女らしい格好が多いのですが、この
シャツを見て、たまにはシャープなデザイ
ンも着てみたい！と思った。彩度の低いベ
ージュもきれい」（編集ナベ嬢・147㎝）
「ソリッドで大きめの襟や長めにデザインさ
れたカフス部分など、シンプルなのにさり
げなくエッジが効いている。メンズっぽい
オーバーサイズも好み」（高橋さん・168㎝）

モードな要素をデイリー仕様に落とし込ん
だデザインがバイラ世代に最適。シャツ￥
15400／フレイ アイディー ルミネ新宿 2店

位位

位

〈個人推し賞〉

24

3
童顔でも子どもっぽく見えない

ONWARD CROSSETCROSS PLUS

USAGI ONLINE

USAGI ONLINE

「ロマンチックな襟と黒でバランスのいい甘
さ。シルエットがさりげなくしぼられて、
洗練された雰囲気も」（上原さん・160㎝）
「肩まで覆うほどの大きな襟が華やかに顔映
えするので、リモートワークにもぴったり。
広がりすぎないセミフレアなフォルムで、
甘すぎないのもいい」（編集Ｗ・166㎝）

＂品のあるエレガンス＂が得意なブランド。
オケージョンアイテムを探すのにもおすす
め。ブラウス￥17600／セルフォード ルミ
ネ新宿 1店　パンツ￥2990／ユニクロ

uncrave
BEIGE LIGHT GRAY

SIZE 1SIZE 2

WHITEBLACKBLUE

N.O.R.C

ONWARD CROSSET

UNIQLO.COM

CROSS PLUS

TO
P

S

品よく着られるダスティなベー
ジュに、辛口なアイシーグレー
の 2色はほぼ同票という展開に。

ゆるさのあるシンプルなデザイ
ンは、色次第で印象が変化。ど
れも着回ししやすいものばかり。

袖のボリュームはほぼ同じで、
どちらも抜け感の出るゆるシル
エット。着丈に約 6 ㎝の差が。

やわらかなベージュも
好きだけど、グレーは
モードに合わせられて◎

身長があるので、
丈が長いほうがベター。
ロンスカとも好相性！

イエベ肌に合う
まろやかホワイト。
着回し力も抜群！

スタイリスト 
石田 綾さん（身長160㎝）

スタイリスト 
高橋美帆さん（身長168㎝）

スーパーバイラーズ
谷本千晃さん（身長167㎝）

﹁プチボウタイが可愛い！﹁首もとのディテールが

﹁大きな襟が今年らしく﹁レース刺しゅうの

顔まわりが華やかなので華やか。甘めな形だけど

旬な雰囲気に。襟にひと目ぼれ。

アクセはリングのみでOK﹂色が抑えめなのもいい﹂

濃いめのベージュも大人っぽい黒で
絶妙でおしゃれ！﹂ちょうどいい甘さ﹂

スタイリストアシスタント 
鈴木 彩さん（身長164㎝）

スタイリスト 
池田メグミさん（身長155㎝）

スーパーバイラーズ
藤田まきさん（身長157㎝）

スタイリスト 
上村若菜さん（身長158㎝）

ふっくらとほどよい厚
みのあるなめらかな質
感。スウェット（ 9月下
旬入荷予定）各￥13750
／アンクレイヴ

コロンと丸みのあるフォル
ムとたっぷりとした袖で華
奢に見せる効果あり。スウ
ェット各￥13000／ノーク

豊富なサイズ展開から、
自分に合うベストなサイ
ズを選べる。スウェット
各￥1990／ユニクロ

「イエベ肌なので、グレーよりも温かみのある
ベージュのほうが顔映りがいいみたい。サイ
ドジップもおしゃれ」（池田さん・155㎝）
「カジュアルなスウェットだけれど、着ると女
性らしい印象になれる！」（上村さん・158㎝）
「顔色がくすまず、ぼんやりしない巧みなベー
ジュ。秋冬のブラウンやブラックのボトムと
も今年らしく合わせられそう」（編集Ｍ・148㎝）

「少しあせたような、ニュアンスあるブルーが
なかなかなくて可愛い！」（伊藤さん・155㎝）
「シンプルに色が好きなので 1票。濃いネイビ
ーのパンツやロンスカと合わせてワントーン
な着こなしを楽しみたい」（池田さん・155㎝）

「無駄のないデザインだからこそ、手に取った
とき、色々なコーデが浮かんできました。中で
も合わせやすい黒は万能」（吉村さん・158㎝）
「きれいめにも自在にスタイリングでき、手抜
き感なく着られる！」（編集スガコ・152.5㎝）

「最近色物を多く買っているので、手持ち服と
相性がよく、やわらかな雰囲気が加わるホワ
イトをセレクトしました」（高橋さん・168㎝）
「 3色すべて試着してみたら、いちばん顔色がよ
く見えたので。着回し力も◎」（藤田さん・157㎝）

「もともとコンパクトだったりショー
ト丈のトップスが好きなので、迷わ
ずサイズ 1に」（上原さん・160㎝）
「パンツと合わせたとき、きれいにま
とまるバランス」（編集Ｗ・166㎝）
「サイズ 1でも丈感があり、充分ゆる
めなシルエット。たぷんとした袖も
可愛すぎ！」（道端さん・161㎝）

「身長的にはサイズ 1がいいと
思ったのですが、試着してみ
ると意外にもサイズ 2がマッ
チ。たっぷりとしたゆるさが
華奢体型をカモフラージュし、
華やかにしてくれると感じま
した」（上村さん・158㎝）
「スキニーパンツ×ニーハイブ
ーツに合わせてもバランスよ
く決まりそうな、長めの丈が
気分です」（鈴木さん・164㎝）

「クールなグレーがタイプ！　鮮やかなカラー
のロンスカと合わせたい」（谷本さん・167㎝）
「品のいい淡いグレーがモード。大人っぽいき
れいめカジュアルに活躍！」（伊藤さん・155㎝）
「すっきりとしたグレーでもたつかず、きれい
めに合わせやすい！」（編集スガコ・152.5㎝）
「絶妙な色で洗練された印象。つるんとした質
感も心地よくて好き」（編集バタコ・153㎝）

10票

5票 9票 7票

9票

12票

11票

私が選んだのは
この色！

私が選んだのは
この色！

私が選んだのは
このサイズ！

プチボウタイ
ブラウス

ボリュームフレア
ブラウス

ポインテッドカラーシャツ

ビッグカラー
ブラウス

ジップスウェット

リラックススウェット

ドルマンスウェット

ヘビロテ確実の新作スウェットを、色違い＆サイズ違いで着比べ！ ベストな一枚を見つけて！

UNIQLO

67 66

ページ構成は商材やご希望に合わせてご提案いたします 〈 レイアウト例 〉

BAILA 2021秋冬広告企画

A協賛 B協賛

モデル起用のA協賛では、モデルのみ、モデルとブツ撮りの
併用も可能。「みんなの試着レビュー」 として、

モデル含め、スーパーバイラーズ、スタッフ
３名以上のリアルな試着コメントが入ります。

スーパーバイラーズ・スタッフ起用の
B協賛では、「試着感」 アピールした構成を提案。

こちらもブツ撮りとの併用も可能です。

スーパーバイラーズ・スタッフ起用モデル起用



お問い合わせ  集英社 広告部 03-3230-6200　
担当 箕輪  minowa@shueisha.co.jp

集英社2021秋冬広告企画

New!
スケジュール
BAILA 2021秋冬広告企画

企画実施月 11月売り12月号

対象商材 衣類、靴、バッグ、化粧品、美容家電、眼鏡、飲料、車ほか

お問い合わせください（競合排除は致しません）

TU申し込み締め切り　 9月7日

オリエン 9月13日の週 目安

撮影 9月下旬

→UOMO特別価格G210万＋BAILA特別価格G290万円で
  合計50万円もお得に！

UOMOとのお得なセット料

詳しくは担当まで問い合わせくださいませ

※BAILAのA協賛を実施する場合

UOMO通常G230万円+BAILA通常G320万円のところ…




