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たまごクラブ10月売り11月号 周年号



メッセージ
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クライアント様ごとのキーワード

○○
の形で創出、PRして参ります。

広告企画

鈴木あきえ
AKIE SUZUKI

生年月日 1987年3月12日

身長 154cm

サイズ B:80 W:59 H:83 S:22.5

出身地 東京都

血液型 A型

星座 魚座

趣味
山登り・映画鑑賞・釣り・アクセ
サリー作り

特技 チアリーディング・ピアノ

資格 手話検定5級

妊婦の毎日は、驚きと発見の連続だ。
毎日が新しいデビューであふれている。

そんな日々を、
キミと一緒に、家族と一緒に、

思いっきり楽しもう。

たまひよデビュ―

mailto:office@notitle.co.jp


たまひよプロモーションの展開

25周年プロモーション「たまひよデビュ―」では鈴木あきえちゃんのたまごクラブ８月号表紙を
はじめ、たまごクラブでの特集を予定しており、これからママパパになる層に対し、

妊娠・育児グッズを揃える参考にしていただくナビゲーターとして
○○デビューを拡げていきます。

たまひよデビューの
鈴木あきえです。企業のみなさま
と一緒にマタニティ、子育て

ファミリーを応援していきたいの
でよろしくお願いいたします。

ビジネス書出版 かんき出版「誰とでも3分でうちとけるほんの少しのコツ」
新レギュラー bayfm「The BAY✰LINE」
新レギュラー TBS「開運！おびマルシェ」
準レギュラー NHK「どーも！ＮＨＫ」
準レギュラー NHK「ひるブラ」
TBS「王様のブランチ」レギュラー
NHK Ｅテレ「大!天才てれびくん」MCレギュラー (毎週月曜～木曜18:20～
18:54)
NHK Ｅテレ「高校講座・化学」MCレギュラー
NHKワンセグ2「ワンセグランチボックス」準レギュラー
名古屋テレビ「フクロ☆とじ」MCレギュラー
CM 2012年7月～「SMBCコンシューマーファイナンス／ PROMISE」
TOKYO FM 「鷹の爪団の世界征服ラヂヲ」MCレギュラー

BIOGRAPHY



企画骨子

◆たまごクラブで貴社タイアップモデルとして鈴木あきえさんが貴社商品を使って試します。
※事前審査有。

◆貴社商品を使ってのおすすめコメントを紹介します。
◆誌面タイアップの素材を使って、たまひよ記事配信型タイアップ、電子版掲載、
たまひよONLINE(LINEアカウントメディア）、PRChannel（オプション）へ記事掲載します。

鈴木あきえさんがタイアップモデルとしてたまごクラブタイアップ記事を作成し、
さらに外部メディアで貴社商品の○○デビューを拡散していく企画です。

私が実際に
使ってみて
オススメなポ
イントを

紹介します！

①周年ページ（雑誌/web）に貴社ロゴ掲出
②たまごクラブ本誌「鈴木あきえが出産準備！」特集ページに隣接
③たまひよファミリーパーク（横浜）での協賛ロゴ露出
④協賛企業ごとに「○○デビュー」というキーワード創出※決定優先

特典

【動画】

【本誌TU】

【LINE記事配信TU】

【たまひよWEB記事TU】 OPTION

【電子版】

【特集記事】

鈴木あきえが
出産準備！特集

隣接でＴＵ



企画内容

広
告

たまひよONLINE
内記事

誌面、動画
同時オリエン同時撮
影

動画配信
中

相互送客

4C2Pタイアップ

新たまひよサイト記事配信

たまひよONLINE
リッチメッセージ

誘導枠

広
告

広告

広告ページ

登録人数

28万人

■LINEアカウントメディア
『たまひよONLINE』
2017年6月27日にスタート！
登録人数28万人（2018年6月末現在）

想定

4万pv

誌面の素材流用

配信記事

広告主様

webサイト

記事下に
ＴＵ記事掲出

ターゲティングユーザーに対し、

PR独自ネットワーク上で配信
【ターゲティング】
■たまごクラブ
･･･第1子妊娠中期～後期のプレママ

タイアップ素材活用プラン

17万再生想定

■ひよこクラブ
･･･第1子の出産後から2歳までの赤ちゃ
んをもつママに近いセグメントで配信

Network

ＴＵ

弊社指定のドメインにＴＵを置き、
そこへインフィード枠にて誘導

ＤＭＰ配信により
セグメント対象者を

タイアップページに誘導
※鈴木あきえさんは

バナークリエィティブに入りません

※TOPインフィード枠
※SP・PC共通

OPTION

■スマホやタブレットで書店販売
雑誌が読めるNTTドコモのサービス

３万uu

たまごクラブ

7万部

5000ct



鈴木あきえちゃんと選ぶ出産準備＆育児グッズ企画 25周年特別限定価格

■2018年10月売り11月号限定 １商品種１社限定（決定優先）
■6.29(金）-7.25（水）までお申込み限定 事務所に出演可否事前確認必
■撮影は8月上旬までになりますので申し込み状況によってはお受けできない場合もあります
■○○デビューは競合排除ありのため事前確認お願いします

メニュー名 メニュー詳細 掲載期間
掲載費定価
（製作費込）

25周年
特別価格Ｇ

製作費Ｎ
特別価格
合計

鈴木あきえちゃんと選ぶ
出産準備＆育児グッズ企画

■たまごクラブ10月売り２Ｐタイアップ
■電子版掲載
■LINE(たまひよonlineタイアップ)
■たまひよ記事配信ＴＵ
（ＤＭＰ5000CT誘導付）

1カ月 825万円 295万円 95万円 390万円

【OPTION】
PRChannel
動画配信（2次流用費込）

■誌面素材を元にした動画を作成＆配信
・17万再生想定
・撮影有の場合16万再生想定

2週間
前後

350万円 250万円 － 250万円

【OPTION】
誌面2次流用

■抜き刷り、クライアントＨＰでの2次流
用、店頭販促物
※使い方、場所、クリエィテイブ等
事前確認必

1カ月 － ASK － ASK



たまひよ25周年リーチ最大化企画

OPTION

広
告

たまひよONLINE
内記事

誌面、動画
同時オリエン同時撮
影

動画配信
中

相互送客

4C2Pタイアップ

新たまひよサイト記事配信

たまひよONLINE
リッチメッセージ

誘導枠

広
告

広告

広告ページ

登録人数

28万人

■LINEアカウントメディア
『たまひよONLINE』
2017年6月27日にスタート！
登録人数23万人（2018年6月末現在）

想定

4万pv

誌面の素材流用

配信記事

広告主様

webサイト

記事下に
ＴＵ記事掲出

ターゲティングユーザー

に対し、PR独自ネ

ットワーク上で配信

タイアップ素材活用プラン

17万再生想定

Network

ＴＵ

弊社指定のドメインにＴＵを置き、
そこへインフィード枠にて誘導

ＤＭＰ配信により
セグメント対象者を

タイアップページに誘導

※TOPインフィード枠
※SP・PC共通

■スマホやタブレットで書店販売
雑誌が読めるNTTドコモのサービス

３万uu

たまごクラブ

7万部

5000ct

ひよこクラブ

12万部

8～12万
フォロワー

たまひよインフルエンサー
ネットワーク



たまひよ25周年特別限定価格

4.20(金）-12.20（木）お申込み 2019年3月末掲載まで限定（○○デビューは競合排除あり）

メニュー名 メニュー詳細
掲載期
間

掲載費定価
（製作費込）

25周年
特別価格Ｇ

製作費Ｎ
特別価格合
計

マタニティパック

■下記3誌より1誌選択の（２Ｐタイアップ）
・たまごクラブ
・初めてのたまごクラブ
・妊活たまごクラブ（9月、3月）
■電子版
■LINE(たまひよonlineタイアップ)
■たまひよ記事配信ＴＵ
（ＤＭＰ5000CT誘導付）
■mitelインスタグラマー20名サンプリング

1カ月 785万円 265万円 95万円 360万円

ベビーパック

■下記2誌より1誌選択の（２Ｐタイアップ）
・ひよこクラブ
・1才2才のひよこクラブ（11月）
■電子版
■LINE(たまひよonlineタイアップ)
■たまひよ記事配信ＴＵ
（ＤＭＰ5000CT誘導付）
■mitelインスタグラマー20名サンプリング

1カ月 815万円 286万円 95万円 381万円

【OPTION】
PRChannel
動画配信（2次流用費1年間無料）

■誌面素材を元にした動画を作成＆配信
・17万再生想定
※PRC競合へのネットワーク配信はＮＧ

2週間 350万円 150万円 － 150万円

【OPTION】
たまひよファミリーパーク
＠横浜 １ブース

■ブース出展
10月14
日

400万円 60万円 60万円

【OPTION】
誌面2次流用

■クライアントＨＰでの2次流用
・使い方などは事前確認必

6か月 150万円 75万円 75万円
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PR Channel の特徴

15～20円の視聴完了単価を実現！
（※30秒尺/PR Channelネットワーク配信想定）

１．動画コンテンツの制作

２．インフルエンサー動画の制作実績

３．二次利用の無料

スマホでの視聴に最適な、30～60秒の動画コンテンツの制作。
1分間の動画の情報量は、180万言語、WEBページ3,600頁に匹敵すると言われています。

インフルエンサーマーケティングを行うサイバーバズだからできる、
インフルエンサーを活用した動画制作実績。

動画コンテンツの二次利用は一年間無料。インフルエンサーを起用した場合は、インフル
エンサーへの二次利用費は別途発生。
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PR Channel 動画事例

インスタグラマー紹介 商品紹介 スウォッチ 比較 商品紹介&タップ誘導

【クリエイティブのポイント】

1）冒頭でインスタグラマーを紹介し、引きをつくる。雑誌のようなタイトルで興味を引く。

→動画に興味を持ってもらうため、冒頭に引きポイントを作りました。

2）テンポよく商品を紹介する

→訴求ポイント（商品の魅力）が多いながらも視聴者を飽きさせないよう、可能な限りコンパクトに情報をまとめ、テンポ良く編集いたました。

その結果が再生完了率にもつながっていると考えています。

3）商品を使用/未使用で比較し、商品の良さを訴求する。

→「ほんのり色づく」という商品の特徴を伝えるために、1画面の中に使用/未使用の画像を並べて配置し、比較ができるようにしました。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニークライアント

商材

秒数

特徴

ミルキーリップグロス

25秒

インフルエンサーを起用した動画

使用シーン
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動画の配信先

①優良メディアのホワイトリスト配信
ブランド毀損をしない優良メディアをネットワーク。ご指定いただいた媒体のみに配信可能。

②透明性の高いレポーティング
配信結果は媒体別にすべて公開。PDCAサイクルを回しやすい、透明性の高いレポーティング。

③高い再生完了率
高い再生完了率が期待できるファーストビュー枠に配信可能。

■現在保有している媒体社は約200媒体

など他多数

ファーストビュー
オーバーレイ
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※上記スケジュールはあくまでも目安であり、撮影内容により変更する場合がございます。
※通常スケジュールよりも短い期間で、撮影、編集を行う場合には、別途10万円を頂戴する場合がございます。
※最終稿ご提出後の修正については、原則としてテロップのみの修正となります。
※再撮影・再編集を行う場合、別途料金が発生いたします。
※レポートは配信終了後2週間程度でご提出します。

動画構成FIXの約1カ月後から配信開始となります。

制作スケジュール

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

構
成
確
定

撮
影
・
編
集
期
間

初
稿
ご
提
出

初
稿
お
戻
し

最
終
稿
ご
提
出

最
終
稿
確
定

入
稿

配
信
開
始



たまごクラブがグッズの購買きっかけ１位に
Q，育児グッズについて商品を購入する前に下調べをするときに参考にするものは何で
すか？（複数回答・2016たまひよ赤ちゃんグッズ大賞アンケートより 2060人に調査
2016/10）

たまごクラブ 52.5％
ひよこクラブ38.8％
競合他誌N 13.3％

友人・知人・ママ友からの口コミ 50.0％
夫や家族と相談 32.1％
スマホサイト育児向け情報サイト（たまひよnet等） 21.3％
スマホサイト（インスタグラム） 7.2％
スマホサイト（ブログ）8.2％
PCサイト育児向け情報サイト（たまひよnet等）6.5％
小売り店で商品を見て 8.2％
参考にするものはない・下調べはしない 5.5％

ネット優勢の時代です
が、圧倒的に「たまご
クラブ」からの情報で
購入を検討しています。

13

たまひよが支持される理由



たまひよの信頼度・安心感
Q，見たことのある雑誌・サイト・アプリについて伺います。それぞれに対する信
頼度はどのくらいですか？ （ベネッセ2016媒体調査）

たまごクラブ 35％（「まあ信頼できる」も含めると

93％）

ひよこクラブ45％（「まあ信頼できる」も含めると

96％）

競合他誌 平均 約20％

ネットサイト 平均約 18％

「とても信頼できる」TOP BOX比較

ネット優勢の時代です
が、やはり雑誌のほう
が「信頼度」が高い傾

向に。

『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、「たまひよだから」と
いう理由で購入してただく比率が高い雑誌です。
もちろん、コンテンツが魅力で購入していただく理由も、今後
さらに魅力を高めていきます。

14

たまひよのつよみ



ブランド力ネットワーク力＆コンテクスト力読者インサイト

子育て主婦媒体代表として内閣府からご指名

女性活躍を政策に掲げる、安倍首相より子育て主婦の

現状を編集長、読者よりヒアリングされる

家族のはじまりと共にある、圧倒的に支持されている
妊娠出産育児の必読ツインマガジン

部数：「たまごクラブ」66,167部、

「ひよこクラブ」117,833部（いずれもJMPA印刷証明付部数）

創刊以来25年。部数・シェア・人気No.1
「妊娠したら・出産したら」＝「たまひよ」

第一線で活躍中の医師・栄養士等による、
正確な情報を読み手に伝える文脈づくり

専門家と幅広いネットワークを

有し、信頼できる情報を

ビギニングファミリーの共感を

産むコンテクスト（文脈）で

表現する力

×

誌面に登場するモデルの大半が読者。マタ
ニティ/育児ライフの様子を読者と2wayで
創り上げる

読者モデル登録会で表紙カメラマンによる撮影を体験。

また、育児ライフは編集部がお宅へ訪問し、生の暮らし

ぶりを取材。次に何がくるのか、ニーズを先取り。

たまひよ について



1993年から妊娠・育児業界を牽引し、ジャンルシェアトップとなって
からも変わらず、唯一の月刊誌として毎月妊婦さんとママに寄り添い、
支持されています。

今年はいよいよ25周年です。創刊号で生まれた赤ちゃんたちもママ世
代に突入時代。親子２代でのたまひよ愛読者に向けて、さらに進化し、
パワーアップしています。

たまひよ について



LINEたまひよアカウントメディア記事配信タイアップ

LINEアカウントメディア『たまひよONLINE』にて広告主様のタイアップ記事を配信いたします

2017年6月27日スタート
友達数 23万人

※2018.6月現在

1～２万ＰＶ想定

2枠目
PR枠

広告主様
サイト

LINEアカウント内
広告タイアップ記事

（イメージ）

たまひよのLINE読者23万人に記事を届
けることが可能な特別プランになりま
す。
■プラン内容
・編集記事×1本
※誘導枠は2枠目or8枠目いずれか一つ）

（800文字程度+画像最大5点）

・記事配信タイアップ広告×1配信

■料金プラン
掲載費100万円Ｇ＋製作費20万円Ｎ
想定ＰＶ：１～２万ＰＶ（LINE内view）

■入稿規定
・文字数：800文字程度
・リンク数：２つまで。
・画像：最大5点まで
■その他
・配信日 火・木・土
※事前に空き枠をご確認ください。

・指定オリエンシートをもとに記事作成します。
・申込み業種などに制限があるため事前に審査をお願
いします。（LINE・たまひよの2社）
・LINE NEWS内からの外部リンクは２か所まで。
・記事は60日後に自動削除されます。
・配信は正式申込から35営業日以降となります。
※薬事が関わる場合さらに4営業日プラスになります

8枠目PR枠

リンク

リンク

ベネッセコーポレーション
企画開発部 広告課
TEL：03-5259-5106

お問い合わせ先

※誘導枠は2枠目 or8枠目いずれか一つになります



誌名 たまごクラブ

出版社名 株式会社ベネッセコーポレーション

創刊 1993年10月

刊行間隔 月刊

定期配信日 毎月15日

本紙部数 67,233部(JMPA印刷証明部数)

ジャンル 料理・暮らし・健康

dマガジン平均UU 32,988

25万円

紹介 対象は第1子妊娠中期～後期のプレママ。赤ちゃんが無事に生まれる「出産」

というゴールをめざし、赤ちゃんのためにできることについて妊娠中の情報収集を

惜しまない積極的な読者です。出産準備グッズ・名づけ・体重管理＆産後の

体形戻し・安産のためのテクニック・妊娠線ケア・食事・胎教などの記事に注目

が集まっています。特集にはすべて、産婦人科医や助産師、スペシャリストが最

新の医療に基づいて監修しています。

誌名 ひよこクラブ

出版社名 株式会社ベネッセコーポレーション

創刊 1993年10月

刊行間隔 月刊

定期配信日 毎月15日

本紙部数 107,933部(JMPA印刷証明部数)

ジャンル 料理・暮らし・健康

dマガジン平均UU 33,938

25万円

紹介 対象は第1子の出産後から2歳までの赤ちゃんをもつママ。読者参加型で、毎

日の育児グッズや 離乳食、お出かけ情報など興味関心の高い育児情報全

般はもちろんのこと、育休中ママ向けの復職準備特集や保育園・ワーママ企画

や、「社会全体での育児」観点の特集も積極的に掲載しています。また医療

情報、食育情報等はすべて医師、専門家監修の最新情報を提供し、育児

世代の読者から圧倒的な支持を得ています。

ｄマガジンとは・・・
スマホやタブレット、パソコンで書店販売雑誌が180誌以上読めるNTTドコモの
サービス。
※会員数：約380万人 ※月額400円（税別） ※書店版とは一部コンテンツが異
なります。

■dマガジン版たまひよへの広告掲載によりリーチ拡大を
狙うことが出来るメニューになります。

◆掲載条件

本誌掲載（流用）有 本誌掲載（流用）無

純広 〇 〇

タイアップ 〇 ×

※他誌タイアップの流用は純広扱いになります。

◆広告料金

媒体
広告料金（1ページ）

ｄマガ掲載料 TU製作費

たまごクラブ 25万円Ｇ 雑誌製作費に含む

ひよこクラブ 25万円Ｇ 雑誌製作費に含む

◆掲載申し込み締切日

〇雑誌中面掲載申込日の5日前。
※雑誌掲載申込スケジュールは下記ベネッセ広告情報サイトより
ご確認くださいませ。 http://ad.benesse.ne.jp/

媒体資料（たまひよ版）



◆掲載審査・原稿審査のお願い
・ｄマガジンに広告掲載する場合は、事前にＮＴＴドコモ様による掲載審査・原稿審査が必要になります。弊社の審査を通過して
も、ＮＴＴドコモ様の審査によりお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。

・新規の広告商材については掲載審査のご依頼を、新規の原稿クリエイティブについては原稿審査のご依頼を、それぞれ弊社宛に
してくださいますようお願いします（現在の弊社媒体に対する審査依頼と同じ要領です）。ご依頼の際は、ｄマガジン掲載の有無
を必ず明記してください。なお、すでに掲載実績のある広告については、審査の必要はありません。

・ＮＴＴドコモ様の審査も含めて、審査依頼からお戻しまで中 4営業日かかります。ご了承ください。

・審査期間を考慮し、掲載審査はｄマガジン掲載申込締切日までに完了させること、原稿審査は雑誌校了日までに完了させるよう、
早め早めの審査依頼をお願いいたします。審査が間に合わず、掲載をお断りすることになりましても弊社では責任を負いかねます
のでご了承ください。

◆原稿入稿について
・雑誌（紙媒体）に掲載する場合は、今まで通りの入稿方法で問題ありません。ｄマガジンへの原稿入稿は、弊社にて入稿用デー
タを作成して行ないます。

・ｄマガジンのみ掲載し、雑誌（紙媒体）には掲載しない場合は、御社にてｄマガジン用データを作成し、弊社宛に入稿をお願い
します。
‐データ形式： PDF／サイズは本誌同寸。トンボは削除してください
‐入稿先： bcg002121@mail.benesse.co.jp (K&Fﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ )までメールでお送りください。

※雑誌（紙媒体）入稿原稿は、メールでの受付は行なっておりません。

お問い合わせ先 TEL:03-5259 -5106

企画開発部 広告課

媒体資料（たまひよ版）


