
ブランド統括／MORE編集長

中田貴子

MORE WEB編集長

薬師神葉子

配本比 年齢比

自分に似合うおしゃれを楽しみたい：

服を買う時に自分に似合うかを重視。45% スタイルがよく見えるかが大事。34%

美容は気持ちを高めるために欠かせない：

ワクワクしたり気分を切り替えるためにメイクする。40% スキンケアにはお金をかけてもいい。41%

社会問題への意識も高まっている！：

ジェンダーやSDGsなど社会問題への関心はあるほうだ。54%

働く20代女子の一生モノの“トキメキ”と“知識”が手に入る！

「20代で出会えば一生役立つ」という視点で、ファッションや美容・ライフスタイル・推しや

恋愛、SDGsなど様々な情報を発信するMOREは、20代女性の今と未来を応援します。「可愛い

をベースに大人っぽくなりたい」という気持ちに寄り添うファッション特集や、今のうちから

始めるアンチエイジングケア、新時代を生き抜くためのマネーリテラシーや働き方の情報など。

おしゃれも推しも人生も、“ときめき、選ぶ”楽しさをお届けします。

スペース 料金（円）
原稿寸法

（天地×左右mm）
純広申込締切 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

刊行形態 月刊

発売日 毎月28日発売

定価 860円（本体782円）

判型 A4変型判

創刊 1977.5

平均発行部数 13.7万部

近畿

16.0%

関東

33.9%

北海道
4.1%

東北
6.1%

九州
8.2%

22〜24歳
26.0％28〜30歳

16.3％

その他
5.8%

25〜27歳
34.2％

沖縄
0.7%

四国
3.0%

中国
5.6%

北陸
7.0%

東海
9.5%

31〜35歳
11.0％ ◎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。＊広告料金は税抜き価格です。
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【お問い合わせ】

集英社 広告部
✉adinfo@shueisha.co.jp

☎03-3230-6202

2022年AW広告企画
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MORE45周年

協賛期間
【周年期間限定】
●7月号（5/27売）～2月号（12/26売）

企画料金

●4C2PTU（二次使用は1カット）

…G350万円
●4C4PTU（二次使用は2カット）

…G600万円

パッケージ
内容

①本誌タイアップ料金 込み
②モデル起用料金込み
③掲載カット二次使用料金 込み

サービス
内容

①本誌タイアップ
②佐藤栞里・内田理央・飯豊まりえ・新川優愛のうち１名を
タイアップに起用

②掲載カット二次使用（使用期間：本誌発売期間の1ケ月
間となります）
使用可能カット数はTUページ数によって変わります。
事前にクリエイティブの確認をさせていただきます。
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
（SNS3種まで/投稿各1回/オーガニック投稿のみ）
※LINEへの投稿をご希望の場合は、可否の確認をいたし
ますので事前にご相談ください。

備考

・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の都合によってはお受け
できない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・競合排除はいたしません。
・4人同時起用ではございません。それぞれの起用企画にな
ります。

・詳細は担当までお問い合わせください。
●二次使用
・期間は本誌発売期間の一か月になります。
・事前にクリエイティブの確認をさせていただきます。
・出典元「MORE ●月号」もしくは「MORE WEB掲載」の
記載をお願いします。

・二次使用先について、SNSとしてLINEへの投稿をご希望
の場合は、事前にご相談ください。

佐藤栞里 内田理央 飯豊まりえ 新川優愛

【特別企画！】 MORE モデル起用タイアップ ＆ 二次使用パッケージプラン

知名度抜群！MOREモデルを起用して、二次使用での訴求力も高めます。

大人気MOREモデルから、佐藤栞里・内田理央・飯豊まりえ・新川優愛のうち１名を

お選びいただき、本誌タイアップ+二次使用をパッケージ金額でご利用いただける大変

お得なプランです。

本誌掲載
２Pタイアップ

展開イメージ

二次使用：1カット/ 4C2PTU
（オウンドメディアで使用
もしくはSNSで投稿）

掲載カット
二次使用

二次使用
イメージ

【お問い合わせ】
集英社 広告部
✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202
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MORE45周年

協賛期間
【周年期間限定】
2022年5月～2022年12月末
※本誌7月号(5/27売)～2月号(12/26売)

企画料金

●A協賛:本誌タイアップ

①4C2PTU（二次使用は1カット） …G350万円
②4C4PTU（二次使用は2カット） …G600万円
●B協賛：WEBタイアップ（二次使用は1カット）
③オーダーメイドタイアップ（HTML、撮影型）

…G300万円
④記事タイアップ（CMS、撮影型） …G200万円

サービス
内容

●A協賛：本誌タイアップ（①4C2PTU/②4C4PTU）
・本誌タイアップ
・MORE WEB転載（CMS）
・井桁弘恵、川口ゆりなのうち１名をタイアップに起用
・掲載カット二次使用
●B協賛：WEBタイアップ（③オーダーメイドタイアップ/④記事
タイアップ）

・WEBタイアップ
・井桁弘恵、川口ゆりなのうち１名をタイアップに起用
・掲載カット二次使用

★全プラン共通：掲載カット二次使用について
・使用期間：本誌発売後もしくはWEB記事公開後の一か月間。
・使用可能カット数はTUページ数によって変わります。4C2Pは

1カット、4C4Pは2カット、WEBは1カットです。
・事前にクリエイティブの確認をさせていただきます。
・出典元「MORE ●月号」もしくは「MORE WEB掲載」の記載を
お願いします。

・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
（SNS3種まで/投稿各1回/オーガニック投稿のみ）
※LINEへの投稿をご希望の場合は、可否の確認をいたしますの
で事前にご相談ください。

備考

・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の都合によってはお受けでき
ない可能性がございます。ご提案前にご相談ください。

・2人同時起用ではございません。それぞれの起用企画になります。
・詳細は担当までお問い合わせください。

井桁弘恵 川口ゆりな

【新専属モデル就任記念！】 井桁弘恵、川口ゆりな 起用特別プラン

MOREに新専属モデルが加入しました！
人気急上昇中の井桁弘恵、川口ゆりなを起用できる今だけの特別プランです。
MORE専属モデルに就任したばかり、フレッシュさあふれる井桁弘恵・川口ゆりなのうち

１名をお選びいただき、A協賛（本誌起用タイアップ＆WEB転載＆二次使用フル

パッケージプラン）、B協賛（WEB起用タイアップ＆二次使用パッケージプラン）のお

好きな形式でご出稿いただけます。

【お問い合わせ】
集英社 広告部

✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202

女優・MC・

教養バラエティと幅広く

活躍中。MORE本誌で

は、SDGsを学ぶ企画

「いげちゃんのコツコツ

SDGs」も連載しています。

オーディション番組

『Girls Planet 999』で大

注目！SNSフォロワー

100 万人超え、グローバル

にファンを持つ注目のItガー

ルです。

展開イメージ

【A協賛】

【B協賛】

A

二次使用
1カット/ 4C2PTU
（オウンドメディアで使用
もしくはSNSで投稿）

MORE WEB転載
（CMS)

二次使用
イメージ

本誌掲載２P/4P
タイアップ

WEBタイアップ
オーダーメイド（HTML)

もしくは
記事タイアップ（CMS）

B

※2022年3月現在、

ビューティ商材はNGとなります。

●オプションメニュー

インスタライブも実施可能です。

G200万～

ぜひご相談ください！



MORE45周年

協賛期間
【周年期間限定】
●7月号（5/27売）～2月号（12/26売）

企画料金 ●4C2Pタイアップ …G300万円
（制作費、WEB転載費、SNS投稿費込み）

サービス
内容

①本誌タイアップ/4C2P
②井桁弘恵タイアップ起用（競合状況によっては別モデルの
場合もあります）

③本誌連載「いげちゃんのコツコツSDGs」に隣接確約
④MORE WEB転載（CMS）
⑤MORE公式Instagramフィード/ストーリーズ各1回投稿

備考

・井桁弘恵起用の場合、ビューティー商材はNGとなります
ので、別のモデル候補を提案させていただきます。

・モデルの契約状況やスケジュールの都合によってはお受け
できない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・競合排除はいたしません。
・タイアップページ数を増やすことも可能です。増えたペー
ジ分のお見積もりについてはお問い合わせください。

・隣接確約企画のため、１号につき１社限定となります。
・詳細は担当までお問い合わせください

【隣接確約！】連載「いげちゃんのコツコツSDGs」特別タイアッププラン

【人気急上昇モデル・井桁弘恵SDGs企画「いげちゃんのコツコツSDGs」】
クライアント様によるSDGsの取り組みについて読者理解を深めます！

働く20代女性たちからの関心が高いSDGs。MORE

でも人気急上昇中の女優＆MOREモデルの井桁弘恵

とSDGsを学ぶ連載「いげちゃんのコツコツSDGs」が大好

評です。MORE世代が身近に知っておきたいSDGsを、

専門家のアドバイスのもとにご紹介しています。

この企画は、本誌連載との隣接掲載確約＆MORE 

WEBに転載できるお得なプランです。

１号１社
限定

井桁弘恵
女優としても知名度と人気が急上昇

中！ファッション＆美容でも大活躍。

連載「いげちゃんのコツコツSDGs」

隣接

本誌/4C2Pタイアップ制作

i

m

ag

MORE WEB転載
（CMS)転載

展開イメージ

【お問い合わせ】
集英社 広告部

✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202



MORE45周年

協賛期間
●2022年５月～2022年12月末
※本誌7月号(5/27売)～2月号(12/26売)

企画料金

①本誌タイアップ/4C2PTU …G260万円
②WEBタイアップ
・オーダーメイドタイアップ（HTML、撮影型）

…G250万円
・記事タイアップ（CMS、撮影型）

…G150万円
③本誌タイアップ/4C2PTU

+ MORE WEB転載（CMS）…G320万円

サービス
内容

・①～③のお好きなプランをお選びいただけます。
・すべてのプランで、LINE MOOKのMORE公式アカウ
ント「MORE MOOK」1特スポットタイアップ枠での
転載をサービスいたします。（クライアント様サイト
への誘導枠あり）

●各プランについて
①本誌タイアップ/4C2PTU
・毎号本誌で実施する「MORE JAPAN」企画と連動し
てタイアップ記事を掲載

②WEBタイアップ
・WEBタイアップ記事を掲載
・MOREサイト内スペシャルコンテンツ「MORE

JAPAN」ページ内にも格納
③本誌タイアップ/4C2PTU+WEB転載（CMS）
・毎号本誌で実施する「MORE JAPAN」企画と連動し
てタイアップ記事を掲載

・MORE WEBに転載（CMS）
・MOREサイト内スペシャルコンテンツ「MORE

JAPAN」ページ内にも格納

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・LINE MOOK1特スポットタイアップについて、詳細
はWEB媒体資料をご確認ください。

・モデル起用の場合は事前にご相談ください。料金は別
途お見積りとなります。

・詳細は担当までお問い合わせください。

【MORE JAPAN始動記念！】

MORE JAPAN連動タイアップ＆LINE MOOK拡散サービスプラン

20代読者に！MOREのフィルターを通して
「行ってみたい・暮らしたい・シェアしたい」全国各地の魅力をお届けします。

MORE編集部スタッフや全国津々浦々で暮らす約200人のMOREインフルエンサーズらが、

地域推しアンバサダーとして「行ってみたい・暮らしたい・シェアしたい」魅力を本誌・WEB・SNSで

発信していくMOREの新たな取り組みです。

本誌では、周年記念の7月号(5/27売)より毎号「MORE JAPAN」企画を掲載予定。WEBでは、

サイト内スペシャルコンテンツとして「MORE JAPAN」特別ページを公開します。

「MORE JAPAN」とは…

①本誌タイアップ

②WEBタイアップ

③本誌タイアップ+WEB転載
※①～③のいずれか

LINE MOOK「MORE MOOK」

1特スポットタイアップでの拡散をサービス！

本誌タイアップ
/4C2P

WEBタイアップ
オーダーメイド（HTML)

もしくは
記事タイアップ（CMS）
※本誌転載はCMS

クライアント様
サイトへ

1特最下部に表示される広告枠
=1特スポットタイアップ枠に転載

and/or

転載

LINE MOOK 1特画面

企
画
概
要

展
開
イ
メ
ー
ジ

LINE MOOKアカウント
「MORE MOOK」の

1特スポットタイアップ枠に転載

MORE MOOK
友だち数
67.2万人！

地方公共団体の
みなさま

【お問い合わせ】集英社 広告部
✉adinfo@shueisha.co.jp ☎03-3230-6202



MORE45周年

協賛期間
●2022年５月～2022年12月末
※本誌7月号(5/27売)～2月号(12/26売)

企画料金

●A協賛
（本誌TU/G260万～相当 + WEB転載/G60万～相当 +
「yoi」転載サービス）

…G320万円
●B協賛
①オーダーメイドタイアップ（撮影型）
（定価G250万～相当 +「yoi」転載サービス）

…G250万円
②記事タイアップ（CMS、撮影型）
（定価G150万～相当 +「yoi」転載サービス）

…G150万円

サービス
内容

●A協賛
・本誌「からだMORE」にタイアップ記事/4C2P
・MORE WEBへ転載（CMS)
・「yoi」へ転載（CMS）
●B協賛
①オーダーメイドタイアップ（撮影型）
・MORE WEBオーダーメイドタイアップ撮影型（HTML)
・「yoi」へ転載（CMS）
②記事タイアップ（CMS、撮影型）
・MORE WEB記事タイアップ撮影型（CMS)
・「yoi」へ転載（CMS）

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・MORE WEB、「yoi」の掲載内容は同一です。
・モデル起用の場合は事前にご相談ください。料金は別途お見積りと
なります。

・詳細は担当までお問い合わせください。

エクササイズやボディケアなど女性のからだについて深掘り企画が好評の「からだMORE」と、体・心・性
に特化したウェルネスメディア「yoi」がタッグを組み、ボディケア・ヘルス・フェムテック・マインドフ
ルネスといった、女性に特有のからだ周りについて取り上げる特別プランです。

展開イメージ

「からだＭＯＲＥ」×「体・心・性のウェルネスメディアｙｏｉ」連動企画

「からだＭＯＲＥ」とは… 「ｙｏｉ」とは… https://yoi.shueisha.co.jp/

女性のボディやヘルスについてエクササイズやケア、食などの多方面のアプローチで

深掘りしていくMOREの大好評企画です。

2021年5月にローンチ。誰にとっても大切な”体・心・性”の確かな情報を、楽しみ

ながら知ることができるWebサイトです。女性誌10誌、マンガ誌、文芸編集部の

yoi委員会メンバーが協同して企画立案や編集サポートにあたっています。

【A協賛】

「からだMORE」
本誌タイアップ記事２P

MORE
WEB転載

「yoi」転載

【B協賛】

MORE WEB
タイアップ記事



MORE45周年

協賛期間 2022年5月～2022年12月末

企画料金
特別協賛
PRタイム

①５分プラン(ミニPRタイム)

…G50万円
【期間限定特別価格】

②30分プラン(1社単独配信)

…G200万円
（①②ともに制作費込み）

サービス
内容

①５分プラン(ミニPRタイム）
・1回1社限定
・事前に商品をお送りいただき、MORE AWARDの受賞商
品（他クライアント商品も含む）を紹介するインスタライ
ブの中で、確約で商品をご紹介 / 5分

・事前、事後の告知はございません。
・配信終了後、MORE公式InstagramのInstagram Video
内に収録動画をアーカイブ

②30分プラン(1社単独配信)
・事前に商品をお送りいただき、MORE AWARDのクライ
アント様受賞商品を紹介するインスタライブ配信/30分
（1社単独）

・MORE公式Instagramで事前告知
・配信終了後、MORE公式InstagramのInstagram Video
内に収録動画をアーカイブ

申込期限 掲載開始ご希望日から30営業日前

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・動画のアーカイブ期間は配信日より1ヶ月となります。
・同時期に発売中の本誌あるいはMORE WEBとの競合排除
はいたしません。

・出演者は編集部にお任せいただきます。
・①5分プランについて、インスタライブの中で商品の紹介
を挟むタイミングは指定できません。また、台本の事前確
認はございません。配信日は編集部にお任せとなります。

・②30分プラン(1社独占)について、台本は作成しご提出い
たします。事前確認、校正が可能です。

・②30分プラン(1社独占)について、起用するMOREモデル
や美容家、インフルエンサーをご指名の場合は別途お見積
りになります。

・インスタライブ配信中およびMORE公式SNS投稿の際
[PR]表記が付きます。

・商品及びリリースを指定の宛先にお送りください。
・詳細は担当までお問い合わせください。

【MORE AWARD受賞クライアント様限定！】 アワード連動特別プラン

【受賞クライアント様限定】アワード連動インスタライブ企画

半期に一度のベストコスメ企画に加えて、美容家電AWARD、プチプラコスメAWARD、靴・バッグアワードなど、毎月本

誌に掲載中。どんなジャンルでも間違いのない買い物をしたい、と考える20代女子たちに大好評!

本誌＆ウェブで盛り上げるのはもちろん、授賞アイテムについて語り合いながら紹介するインスタライブも実施しています。

展開イメージ

image

MORE AWARD受賞アイテムを
MORE公式インスタライブ内で

お取り上げ！

公式Instagram
フォロワー
12.3万人！

スタイリストや美容家などアワードを

選出したプロや編集部スタッフが実

際に商品を手に取りながら、受賞

理由を熱意たっぷりに語ります！

MORE公式Instagramアカウントで毎月開催中の定期インスタライブにて、特別協賛

PRタイムをご提供するお得なプランです。

MORE AWARDの受賞アイテムを紹介するインスタライブの配信中に、クライアント様

受賞アイテムのお取り上げを確約します。大人気のベストコスメ企画も対象です。

「MORE AWARD」とは…

【お問い合わせ】
集英社 広告部
✉adinfo@shueisha.co.jp ☎03-3230-6202



MORE45周年

協賛期間
2022年5月～2022年12月末
※本誌7月号(5/27売)～2月号(12/26売)

企画料金 G300万円

サービス
内容

①本誌深堀りタイアップ/4C2P（物・撮影型）
②MORE WEBへ転載（CMS)
③掲載カット二次使用（使用期間：本誌発売より6ケ月間）
使用可能カット数は１カット（物カット）です。
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
（SNS3種まで/投稿各1回/オーガニック投稿のみ）

④アワード受賞ロゴ納品
・利用期間は掲載号発売日から6か月間となります。
・使用範囲について、商品添付、海外使用はできません。

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・ベストコスメは適応対象外です。
・タイアップ記事にモデル起用ご希望の場合は事前にご相談
ください。料金は別途お見積りとなります。

・物カットの二次使用期間は、本誌発売より6か月間になり
ます。

・詳細は担当までお問い合わせください。
●ロゴについて
・別途ロゴ規定書をご確認ください。
・使用媒体と期間を事前にお知らせください。また、ご使用
の際は、編集部にてクリエイティブの確認をさせていただ
きます。

【MORE AWARD受賞クライアント様限定！】 アワード連動特別プラン

【特別価格】受賞アイテム 本誌深堀りタイアップ＆ロゴ使用フルパッケージプラン

毎月本誌で発表している、美容家電AWARD、プチプラコスメAWARD、靴・バッグアワードなど、バラエティ豊富なア

ワード企画です。どんなジャンルでも間違いのない買い物をしたい、と考える20代女子たちに大好評!

本誌＆ウェブで盛り上げるのはもちろん、授賞アイテムについて語り合いながら紹介するインスタライブも実施しています。

展開イメージ

受賞アイテムについて、MORE AWARD編集記事とは別にさらに詳しく魅力をお届け

するタイアップ記事を制作します。

本誌タイアップ＆web転載＆物カット二次使用＆アワード受賞ロゴ納品、がすべて

パッケージとなったお得なプランです！

「MORE AWARD」とは…

ロゴ納品

本誌
深堀タイアップ記事

4C2P
（物・撮影型）

※画像はイメージです

i

m

ag

e

転載

MORE WEB転載（CMS)

二次使用：1カット(物カット）
（オウンドメディアで使用
もしくはSNSで投稿）

二次使用

【お問い合わせ】
集英社 広告部

✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202



協賛期間
2022年8月号（2022年6月28日発売）
～1月号（11月28日発売予定）

企画料金

●本誌転載：2～4Pの場合

…G100万円

●本誌転載：5～6Pの場合

…G115万円

サービス
内容

・2P以上の本誌タイアップを実績料金でご出稿していただ
いた場合に、本プランをオプションとしてご利用いただけ
ます。

・このプランは、①②がセットになったメニューです。

①MORE WEBへ転載（本誌素材入稿型、CMS）
（G60万円～相当)

②選べる外部ブーストメニュー
・⑴もしくは⑵のどちらかをお選びください（各G50万円相
当）
⑴Facebook＆Instagram PO配信3,500クリック想定
⑵Twitter 2,900クリック想定

備考

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・新規＆カムバック料金企画と併用いただけます。
・マージンは一律20%です(代理店様、レップ様含む)。
・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。

・詳細は担当までお問い合わせください。

【拡散オプション】MORE WEB転載 ＋ 選べる外部ブーストセットプラン

展開イメージ

MORE本誌へのタイアップご出稿で、WEB転載と選べる外部誘導オプションを

セットにしたお得なパッケージプランです。

右肩上がりに成長中のMORE WEB転載＋ブーストで強力な拡散が可能です！

【お問い合わせ】
集英社 広告部

✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202

【集英社2022秋冬広告企画】

本誌タイアップ

①MORE WEB転載
（CMS)

②選べる
外部ブースト

＆●

or

●



協賛期間 通期

協賛条件 新規もしくはMOREに1年間ご出稿の無いクライアント様限定

企画料金

●2Pタイアップ企画料金…G260万
（制作費込み）

●4Pタイアップ企画料金…G500万
（制作費込み）

●4C1P純広企画料金…G150万
●4C2P純広企画料金…G250万

〈オプション〉
・MORE WEB転載（本誌素材入稿型、CMS）

…G40万 ※G60万相当

備考
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・詳細は担当までお問い合わせください。

新規もしくはMOREに1年間ご出稿のないクライアント様限定！

お得な料金でMOREをご活用いただけるプランとなります。

この機会にぜひMOREをお試しください！

【お問い合わせ】
集英社 広告部
✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202

【集英社2022秋冬広告企画】

WEB転載をオプションで付けていただくと、
より幅広いリーチが可能になります！

・本誌タイアップ展開で平均137,000部
・MORE WEB転載（本誌素材入稿型CMSタイアップ）…G40万
→実施で5,000-8,000PV

・公式Twitterでのオーガニック投稿（TU誘導／内容や時期は編
集部にお任せとなります。
→157,000フォロワー ※2022年3月時点

・公式Facebookでのオーガニック投稿（同上）
→102,000フォロワー ※2022年3月時点

・オプション LINEコラボアカウント
→友だち数1,072,000人 ※2022年3月時点

・外部誘導、拡散メニュー（G50万～）でさらなる拡散も可能で
す！

新規＆カムバック企画



MOREでは現在、年2回のベストコスメの他、月替わりのMOREアワードを実施しております。
これらロゴはすべて使用可能ですので、製品のアピールに是非ご活用ください。

これまでに実施した主なアワード

すぐに情報が手に入る時代だからこそ信頼性のある情報を求める読者が増えています。

MOREはこれまで培ってきた知見を活かし2020年9月より「MOREアワード」を新設 、 読者に

編集部のお墨付きを紹介いたします。

MOREアワードでは、毎月1テーマ、ジャンルを問わず様々な特集を実施。

ファッション・ビューティ・ライフスタイルのすべての分野でアワードを展開します。

M O R E アワードとは… 

21年10月号 おうちごはん家電アワード

21年11月号 ワークハックガジェットアワード

21年12月号 マシンウォッシャブルニットアワード

22年2月号 プチプラコスメアワード

22年3月号 シン・名品パンツアワード

展開イメージ

【集英社2022秋冬広告企画】 MOREアワードのご案内

【お問い合わせ】
集英社 広告部

✉adinfo@shueisha.co.jp
☎03-3230-6202



【集英社2022秋冬広告企画】 特集予定/校了スケジュールのご案内

【お問い合わせ】

集英社 広告部
✉ adinfo@shueisha.co.jp

☎ 03-3230-6202

月号 特集予定
タイアップ
申込み締切

撮影 3点 初校 校了

12月号
（2022/10/28売）

ウェディング 8月中～下旬 9月初旬 9月中～下旬 9月下旬 10月初頭

1月号
（2022/11/28売）

下半期ベスコス 9月中旬 10月初旬 10月中～下旬 10月下旬 11月初頭

mailto:adinfo@shueisha.co.jp

