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■『Soup.』とは 

ギャルじゃない、コンサバじゃない、 

こだわりカジュアル派マガジン 

ストリートな感覚を持ち続けていながら、
本当に自分に似合うものを模索しはじめた、 

20代前半の女の子たち。 

量・ディティール・質。 

Soup.を、ぜひ貴社の宣伝・販促活動にご活用ください。 

“大人になった女の子”のためのセルフ・スタイル・マガジン
として生まれ、ファッションのみならず、ヘア＆メイク、料理、
ダイエットなど多岐にわたる企画をお届けしています。 

どれもこだわった内容で、創刊以来読者から絶大な
支持を集めています。 



■媒体概要 

表参道～原宿（オモハラ）のト
レンドをキャッチした最旬スタイ
ルが満載です。 

インスタ等のSNSでも 

人気の、めがねスタイル
に注目しております。 
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めがね 

カルチャーに強いモデルや文化人
たちおススメの、アート心をくすぐる
本・ショップ・食を、ご紹介します。 

Culture 
研究熱心な読者も満足の、
ニュアンスメイク、ヘアアレ
ンジが人気です。 



10月号～12月号の予定 ■今後の展開 

＊ファッション企画 

・新しいことを始める、秋。 

・いつもと違うめがねに挑戦してみる 

表紙：未定 

＊カルチャー企画 

＊メイク・ダイエット企画 

・ボルドー、カーキでつくる 
くすみメイクが秋の定番 

・女の子がときめくパール 

・土日を充実させる 
おすすめ趣味BOOK ・ちょっと夜更かししてみる映画10選 

・ナチュラルメイクのすべて 

・わたしと本と映画と。 
ファッショニスタおすすめの1冊・1本 

・1日を決める1杯のコーヒー 

＜10月号（8月発売）＞ 

・めがね先輩のマイルールをこっそ
り真似する 

・おばあちゃんになるまで愛用したい 
上品アイテム 

＊メイク・ダイエット企画 

・やるのは三つ編みだけ！ 
ワンアレンジでこなれ旬ヘアスタイル 

表紙：未定 

＊カルチャー企画 

＊ファッション企画 

・秋を楽しむエトセトラ 

＜11月号（9月発売）＞ 

・ずるずる野暮ったファッションにク
ラシカル要素をプラス 

・帽子とめがねの関係 

・文学少女の一週間コーデ 

＊ファッション企画 

表紙：未定 

＊カルチャー企画 

＊メイク・ダイエット企画 

・おしゃれな休日でリラックスモード 

＜12月号（10月発売）＞ 

・大人ワンピースで 
いつもとちょっと違うわたし 

・インスタグラマーの 
プチ贅沢＆クラシカルな休日 

・朝の新習慣で美白に近づく 



■活動の幅を広げるSoup.モデル ラインナップ 

小松菜奈 
中島哲也監督作品「渇き。」に出演。
演技が注目され、つぎつぎと話題
作に出演が決定しております。 

森絵梨佳 
“いまなりたい顔No.1”として、注

目を集めております。雑誌だけで
なく、各メディアにて活動中。 

垣内彩未 高橋由真 秋元梢 佐藤栞里 
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▼年齢： 
19歳～22歳が全体の4割を占めます 
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▼地域： 
関東（約3割）を中心に全国展開しております 

▼人気ブランド ▼人気アーティスト 
ブランド名
LOWRYS FARM
earth music&ecology
JEANASIS
WEGO
PAGEBOY
ScoLar
w closet
E hyphen world gallery
rivet & surge
RNA

好きなタレント・ミュージシャン
aiko
YUI
ユキ
木村カエラ
いきものがかり
ベッキー
EXILE
椎名林檎
RADWIMPS
吉高由里子

愛用のメーキャップブランド
KATE
メイベリンニューヨーク
マジョリカマジョルカ
キャンメイク
インテグレート
マキアージュ
コフレドール
資生堂
ちふれ化粧品
オルビス

愛用のスキンケアプブランド
ハダラボ
オルビス
資生堂
ビオレ
DHC
ちふれ
ソフィーナ
ブロアクティブ
ラッシュ
カネボウ

▼愛用メーキャップブランド ▼愛用スキンケアブランド 

■Soup.の読者層について 



表1 

表2見開き 

表４ 

表3見開き 

ホーユー様 ビューティーン タビオ様 

■表まわり展開 広告事例 



館内天吊りポスター 館内入口バナー 

館内イベント 

ＵＳＴＲＥＡＭ 

館内天吊りポスター 

館内案内小冊子 （本誌タイアップ流用２Ｐ＋新規制作１Ｐ） 

本誌４Ｃ２Ｐタイアップ 

■クロスメディア 広告事例 
サンシャインシティ様 



■その他 広告事例 

●店頭POP展開 

ＰＯＰ展開 

リベット・アンド・サージ様 

●コラボ商品の開発 

↓制作過程を誌面にてフォロー 

●タレントタイアップ 

ABCマート様 

読者の“あの機能がほしい！”な
どのリアルな声を集約。Soup.なら
ではの商品が誕生します。 

誌面掲載のヴィジュア
ルを使って、POPを制作。 

読者に人気のタレントさま
を起用し、さらに訴求効果
を高めることが可能です。 



■広告料金表 

■お問い合わせ先 

株式会社スープ 広告部 

(旧：株式会社モール・オブ・ティーヴィー) 

〒170－0013 東京都豊島区東池袋3-7-1  

池袋ｼﾞｬｯｸﾌﾟﾗｻﾞ4F  

TEL：03-5953-4076 FAX：03-5953-4077 
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