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＼期間限定NEWS TVコラボレーション企画／

企画開発部 広告課

お問い合わせ先 TEL:03-5259-5106

2018年
7‐9月申込
12月末掲載

限定



見せたい「情報」を見せたい「顧客」に配信することができるビデオリリース『NewsTV』と
ジャンルNo1雑誌媒体『たまごクラブ』『ひよこクラブ』とコラボレーションすることで、雑誌と
Web上でリーチの幅と訴求の強化による広告効果の最大化を狙う企画になります。

●ビークル特性（ターゲット）

マタニティ初期～後期。赤ちゃん
が生まれるまで読まれ、妊娠中
の不安解消はもちろん楽しい毎
日をサポート。妊娠中の身体、産
後の赤ちゃんの情報について真
面目に情報収集していく層です。

たまひよ
妊娠、育児雑誌ジャンルＮｏ１

✖
NEWS TV
見せたい「情報」を見せたい「顧客」に配信。
新しい形の「動画配信プラットフォーム」
です。

企画趣旨

●ビークル特性（ターゲット）
０～２才ごろまでの子どもを持つ
母親。第一子のママが多く、育児
関連商品の情報を積極的に入手
し、購買・消費していく層です。

ターゲティングユーザーに対し、

NewsTV独自ネットワーク上で配信
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広
告

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

ひよこクラブ12月号掲載

ターゲティングユーザーに対し、

NewsTV独自ネットワーク上で配信

配信期間２weeks

16万veiw想定

2次使用別途

【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
■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

「たまひよタイアップ」の撮影時に『NewsTV』の動画撮影も同時に行い、同じ内容のコン
テンツ訴求を『たまひよ雑誌（たまひよnetタイアップも可）』、『NewsTV』にて掲載・配
信していきます。

コラボレーションスキーム

3



9月末まで申込12月末掲載まで限定特別価格

●たまごクラブ4C2Pタイアップ：媒体費150万円Ｇ＋製作費50万円Ｎ
or

●ひよこクラブ4C2Pタイアップ：媒体費180万円Ｇ＋製作費50万円Ｎ
※初めてのたまごクラブはたまごクラブと同料金

※たまひよnetタイアップも相談可

●NEWS TV：媒体費150万円（製作費含む）

たまごクラブ＋NEWS TV合計：350万円
ひよこクラブ＋NEWS TV合計：380万円

■たまごクラブ＋NEWS TV
掲載費200万円Ｇ＋製作費50万円Ｎ

合計：250万円
■ひよこクラブ＋NEWS TV
掲載費230万円Ｇ＋製作費50万円Ｎ

合計：280万円

※掲載月号、配信日は2018年12月中まで

通常価格より

100万円OFF

×

掲載本数 1本

配信期間 2週間（平日任意）　

掲載先 NewsTV Network、Facebook、Instagram、Twitter

動画尺 1分～1分半

戻し修正 相談可能

提供表示 広告配信の際に、広告・PR表記が入ります。

想定視聴回数
16万視聴想定

※視聴回数に関してはあくまでも想定となり保証はいたしかねます。

レポート項目 視聴回数、25/50/75/100%視聴率、視聴単価、完全視聴単価、NewsTVからの総評コメント

2次利用オプション

※ネット・税別
30万円

収録素材提供

※ネット・税別
15万円

視聴回数について

・NewsTV Network：1秒経過時点

・facebook/Instagram/Twitter: 3秒経過時点
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約4,000の法人メディアをネットワークしたNewsTV独自のビデオリリース配信ネットワークです。

４億UBのデータを活用して様々なニーズに応じたターゲティング配信を行えます。

約４億UBのデータから、貴社のニーズに応じた

ターゲティングユーザーを抽出

ターゲティングユーザーに対し、

NewsTV独自ネットワーク上で配信

NewsTV閲覧データ

メディア来訪ユーザーデータア

ンケートデータ 4億
UB

NewsTV Network でできること

NewsTV Network ターゲティング項目例

デモグラフィック特性
• 性別
• 年齢（5歳ごと。Ex.25~29歳）
• 年収
• 住居指定可能（賃貸、持ち家）
• 家族構成（二世帯住宅、三世帯住宅）
• 既婚／未婚
• 子供あり／子供なし
• 職業

興味＆関心（既定セグメント）
• 旅行・レジャー
• 映画・観劇
• ライブ・イベント
• スポーツ観戦
• 外食・グルメ
• TV・番組・有名人
• デザイン
• PC・家電
• AV/CD・DVD 等

 IPターゲティング
• エリア（都道府県、東京23区）
• 企業業種
• キャリア指定
• 従業員数/売上指定可能

興味＆関心（キーワード）
• キーワードベースで抽出可能

※お問合わせください。

NewsTVについて

5



女性向け某アパレル案件にて、マクロミルを活用し、NewsTV接触者と非接触者において

購入意向に関する調査を行った結果、購入意向や、来店意向が大幅にリフトアップ。

[比率の差]

接触者+10ﾎﾟｲﾝﾄ 接触者 +5ﾎﾟｲﾝﾄ

接触者 -10ﾎﾟｲﾝﾄ 接触者-5ﾎﾟｲﾝﾄ

n=30以上の場合

接触者 (143)

非接触者 (155)

広告
接触別

22.2

9.4

44.4

21.6

27.8

29.5

5.6

25.2 14.4

■購入意向が飛躍的に上昇：35.8pt UP

※『購入したくない』というネガティブも大幅ダウン： 17.2pt Downしました。

66.7

30.9

接触者 (143)

非接触者 (155)

広告
接触別

11.1

14.1

44.4

23.9

38.9

38.7

5.6

13.4 9.9

■来店意向が大幅に上昇：17.6pt UP

55.6

38.0

（％）

（％）

NewsTVの強み
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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
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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
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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。

たまひよが支持される理由
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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。
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たまひよの強み


