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主婦と生活社 広告代理店

自分がキレイになれる
新カラダ主義マガジン！
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Feel information とは、有限会社エーエフ
エヌが「感じる」をコンセプトに、商品の
PR・店舗様のご紹介、女の子の興味をひく
情報を企画したページです。

make

fashion

hair

大好きな人にモテ
るためのヘアカタログや
メイク、ボディケア、ファッ
ションなど、女の子のた
めの雑誌です。

人気モデルや
女優を起用している

表紙が注目を浴びており、
キャッチコピーも含めて
話題になることも
あります。



集合広告（カラー）掲載のご案内

広告掲載例
広告は文字・写真のレイアウトを固定した、見やすく読みやすいフォーマットデザインとなっております。
また、広告掲載と合わせて弊社独自の総合情報サイト『Afnポータルサイト ※別紙参照』にお客様の情報・
写真・ホームページを1年間無料でご紹介いたします。広告欄の左上にある『掲載コード（5ケタ）』で
サイト内検索から簡単にアクセスが可能です。
雑誌の紙媒体と合わせてお客さまのマーケティング活動拡大のサポートを行ってまいります。

誌面サイズ（タテ：29.7cm、ヨコ：23.2cm） ※原寸ではありません。説明のために縮小しております。
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B枠
タテ 約5×ヨコ 約10.5cm

A枠
タテ 約5×ヨコ 約5cm



出版社：主婦と生活社
創刊日：1995年9月
発売日：毎月12日発売
判　型：A4変型判
定　価：680円（税込）（アール）

ビューティトレンド誌として、目指すは『リアルな自分』ガール20代・30代前半の女性読者を

メインターゲットに、10代後半～30代後半の幅広い読者層に支持されています。

最新のヘアスタイル特集や、トレンドメイク・コスメ情報、ファッションの情報が満載！

多くの女性を虜にし続ける、まさに女性の『ツボ』を抑えた一冊です。

こんな風になりたい！を
叶えてくれる！ 読者の半数以上が

お手本となると大絶賛！

これからもずーっと
読み続けたい！

メイクmake
流行のカラーや話題のブランド
や新商品など、今注目を浴びる

商品の紹介！実際にモデルやタレントが利用してオススメす
るアイテムや、季節に合わせた色味の『アイメイク』や、『女優
顔』『モデル顔』『フェミニン肌』の様に、多彩なキャッチに合
わせて分かりやすいメイク術も提案。

ファッショ
ン

fashion 今一番のトレンドアイテム・流行
カラーや定番カラーとの組み合

わせを楽しめるお手本コーディネートから安く可愛く‥カジュア
ルファッションからdress upコーデと幅広いジャンルを楽しめ
る内容。シンプルでもオシャレに着こなせるオフィスファッショ
ンなど『着こなし』をお手本とする読者も多数！

ヘアhair
『クールに可愛くを演出するショー
トヘア』『ゆる～くアレンジを楽し

むミディアムヘア』『フェミニンに上品に大人女子の定番ロング』
様々な視点で提案するヘアカタログとしても利用できそうな充実
の情報を掲載。「この髪形可愛い！」「思い切ってイメチェン！」と、
美容室での髪の手入れを欠かさないオシャレ女子にも大人気。

その他other この世代の敏感女子に向けたダ
イエット特集も人気。キレイに痩

せる！を目指す女性にとって、ダイエット関連商品は必須アイテ
ム！体を動かすエクササイズ商品から、内側からサポートするサ
プリ商品etc…。PRページの商品も、気になるものは要チェック！
顔やボディのスキンケア商品も特集が組まれるほど大人気！
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メディアプロフィール・データ

「おフェロ」や「雌ガール」などトレンドワードを発信する雑誌



リニューアル
このたび しました！！

メディアミックス・システムの概要

紙媒体とインターネットの連動
弊社は各種媒体を駆使し、お客様の広告・宣伝活動のお手伝いをしております。新聞・雑誌にご掲載の広告を、

より多くのユーザーに見ていただくため、インターネットを活用した支援を行います。

※バナー広告等の一部サービス除く。 

こちらのQRから
読み取れます

Afnポータルサイト

21

広告掲載をご契約で、ご利用が1年間無料に

　スマートフォン
▼表示イメージ

企画広告掲載例▶
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▼PC表示イメージ

▼お客様専用ショップページ

https://afn.jp/

PC・スマートフォン対応

『Afnポータルサイト』とは、弊社独自の様々な情報を多く有する総

合情報ウェブサイト。広告掲載をご契約いただいたお客様の情報や

ホームページ等を1年間無料でご紹介。新聞・雑誌の広告掲載と

『Afnポータルサイト』で、お客様のマーケティング活動拡大をアシ

ストいたします。広告記載の5桁の掲載コードを「サイト内検索」に

入力、または「カテゴリー」から、お客様専用のショップページへ素

早くアクセスが可能。

より使いやすく！
より見やすく！



メディアミックス・システムの概要 22
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お客様 （商品・店舗・ホームページなど）

▶ 

企
画
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※例えばアドレスは「https://afn.jp/shop/43801/」となります。
※スマートフォン対応

●独自のアドレスが付与され、お客様専用のショップページを開設。
　広告にある5桁の掲載コードで検索して素早くアクセスできます。

『Afnポータルサイト』の掲載（出店）について

新聞・雑誌の広告掲載と『Afnポータルサイト』の連動、その他制作物でお客様を支援します。

・チラシ　・店内メニュー、ポスター　・名刺 etc.

問合せ・注文
来店数UP

紙
媒
体
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

連
動

その他 紙媒体制作 その他 販促支援

企画広告掲載

 『アネックス併載企画』

『デイリーオンライン（スマホ版）』

No.1スポーツ新聞「スポニチ」のウェブサイト・トップページ右側の「スペシャル
コンテンツ」バナーで「Afnポータルサイト」をPRしています。

関西中心のスポーツ新聞「デイリースポーツ」のスマホ版コンテンツ「デイリー
おすすめショッピング」にバナーを設置し「Afnポータルサイト」をPRしています。

左記紙媒体の企画広告掲載と同時に、お客様のショップペー
ジを開設し、新着情報としてアップ。他にもショッピング機能
や豊富なコンテンツで集客・売上げUPを支援。

https://www.daily.co.jp/shopping/

https://www.sponichi.co.jp/ ※PCサイト版でご覧いただけます

※スマートフォン版でご覧いただけます

その他インターネット媒体との連動で強力にPR

『Afnポータルサイト』総合情報ウェブサイト

『クーポン情報』 『プレゼント情報』 
『書籍情報』 『求人情報』 『試食れぽ～と』etc.

ファッションサイト

 『Love on』
https://loveon.jp/

・ウェブ制作　・画像加工　・動画制作　・看板デザイン、製作 etc.

●『動画バナー広告（サイト右上）・サイトトップバナー広告』…注目度を上げ、更に集客UPにつなげることが可能。※制作・掲載料別途

●『Pick UP!』…アクセス数UPの為にトップページに掲示するオプション。　●『特選ショップ情報』…アクセス数UPの為、トップページに掲示するオプション。

●『店舗トピックス』…お店の新着情報、更新等を掲示するオプション。　　  ●『お知らせ』…常に最新の掲載状況（各媒体のAfn企画広告）が確認できます。

相互リンクによってアクセス数UP

『Afnポータルサイト』の様々な機能
●ID・パスワード発行。お客様自身でショップページのカスタマイズが可能。
　…情報の追加・編集、画像追加（制作費別途） 、求人の編集・
　　おすすめ商品（カート機能）・クーポン・プレゼント情報 etc.
●『ショッピング』…ショップページにショッピング機能の設置が可能。

●『クーポン情報』…お得なクーポン情報をショップページで掲載&PR。

●『プレゼント情報』…プレゼント情報をショップページで掲載&PR。

ショップページの下部に、
お客様のTwitter、YouTube、
Facebook※の埋め込みが
可能です。

※個人アカウントのプライベートページは
　埋め込みができない場合があります。
　別途設けたページの埋め込みは可能です。

●『SNS表示機能』

全国の美味しいをお取り寄せ

『買っちゃうナビ』
https://kaunavi.shop/



新着ショップ情報に掲載の電話番
号やホームページアドレスのリンク
から、多くの顧客をお客様のショップ
へ誘導いただけます。

「広告掲載情報」では新聞・雑誌の
発売日順に表示。タップすることで、
掲載いただいた広告の紙面がご覧
になれます。さらにメニューの新着
ショップ情報から、掲載いただいた
内容と同様の詳細情報を見ること
ができます。

情報拡散！
Afnポータルサイトアプリで

有限会社エーエフエヌが制作し、新聞・雑誌広告に
掲載頂いたお客さまの情報などをご紹介するアプリです。

広告内容をもとにカテゴリで分け
て表示。欲しい商品をすぐに見つけ
ることができるので、販売促進に
つながります。また商品も豊富に
取り揃えていますので、多くの訪問
者の目に留まる可能性があり、顧
客の獲得にもつながります。

カテゴリ別表示で
欲しい商品が
すぐに見つかる

プッシュ機能で
新着情報をいち早くお届け！

来訪者の方を対象とした、プレゼ
ント情報やクーポン配布ができま
す。他にも「ショッピング」ページ、
「お問合せトーク」機能など。一層
の顧客獲得をアシストするコンテ
ンツが満載です。

プレゼント情報や
クーポン配布も！

Point1Point1

Point2Point2 Point3Point3

無料

新着！ スポーツニッポン新聞西部版
（2019.8.28） 発売分広告掲載ショップ！！

Afn ポータルサイト

Afnポータルサイト
ダウンロードサイト内での検索は

もっと
ダウンロードはこちら

新聞・雑誌の発売日に、
ご掲載いただいた
ショップ情報を通知！

公式アプリのご案内

© 2006 AFN Inc.
2023.1


