
＼期間限定MAMADAYSコラボレーション企画／ 

企画開発部 広告営業課 

お問い合わせ先   TEL:03-5320-1156 

× 
サンキュ！NEWS「記事広告」×MAMA DAYS 「動画広告」 



国内最大級のママ＆ファミリー向け分散型動画メディア『MAMADAYS』と、 
20代～40代の生活情報誌No1.雑誌媒体『サンキュ！』ブランドのWEB 

「サンキュ！」とコラボレーションすることで、 
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。 

「ママの課題解決」をテーマに情報をお届けする 
国内最大級のママ＆ファミリー向け分散型動画メディア 
FacebookやInstagram、Youtubeなどでコンテンツ配信 

月間リーチ数 １,６００万人以上 
 

MAMADAYS 
ファン数・リーチ数・エンゲージメント 
数ママ＆ファミリー向けメディアＮｏ１ 

企画趣旨 

※画像はイメージです。 

https://39.benesse.ne.jp/ 

×
 

WEB「サンキュ！」 
20代～40代生活情報誌 Ｎｏ１ 

2017年9月中旬より名称を『サンキュ！』に改称し、 
分散型メディアとして、サイトもリニューアル！ 
SNSやキュレーションメディアを通じて、より広くの主婦層に 
「今すぐできる、素敵なくらしのアイデア」を配信。 

月間ＵＵ 108万 月間ＰＶ 1,200万 

https://39.benesse.ne.jp/


※料金は全て消費税は含まれておりません 
※各メニューの料金、枠数、仕様、掲載位置、画面デザインは、予告なく変更する場合がございます 

サンキュ！ＮＥＷＳ 

タイアップ専用枠 

※PC＆SPに掲載 

イーストモジュール 

口コミサンキュ！（ブログ） 

※SPに掲載 

ニュース記事（PC/スマホ共通） 
メルマガ 
（編集枠） 

サンキュ！（TOP,ニュース記事） 

・タイアップ専用誘導枠 
・編集枠 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 
★mamadaysの 
動画を掲載 

ウィメンズパーク 

facebook 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 
★mamadaysの 
動画を掲載 

 

twitter 

メインイメージPH 

PH 
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ニュース記事 

 想定PV：5,000PV 

（2週間） 

掲載期間中に、 
女性系媒体から誘導。 

 

外部誘導 

オーバーレイ 
６320×50 

                   ×MAMADAYS 

1回配信 
10万再生保証 

★mamadaysの 
動画を掲載 

サンキュ！×『MAMADAYS』で動画の切り口をご提案し、撮影した動画コンテンツを『サンキュ！NEWS』、 
『MAMADAYS』それぞれのアカウントのSNSにて掲載、配信していきます。 

タイアップ 

広告主様 
ロゴ 

誘 導 枠 



3月末まで申込限定特別価格 

●サンキュ！ＮＥＷＳ：媒体費100万円Ｇ 
●MAMADAYS：媒体費200万円（製作費含む）＋二次利用費80万円Ｎ 
 

サンキュ！NEWS＋  MAMADAYS  合計：200万円(制作費込） 

※配信日は2018年3月まで 

通常価格より 

180万円OFF 

商品名 サンキュ! NEWS 

期間 2週間 

内訳 掲載費、誘導枠制作費、記事広告制作費、その他運営管理費一式 

誘導スペース 誘導枠に準ずる 

最大枠数 
最大9枠（全タイアップ企画共通/オーダーページ、サンキュ！NEWS、 
サンキュ！NEWSブログまとめ、ブログタイアップ） 

レポート 
記事広告ページ：誘導枠（タイアップ専用枠。編集枠は含まれません。） 
CT、タイアップページPV、リンクCT 

掲載内容 

・想定ＰＶ 5,000 
・申込みは基本プランの場合15営業日前 
・オリエンはございません 
 弊社広告営業からお渡しする「オリエンシート」に必要事項をご記入いた
だき、素材と一緒にご提出いただきます 
・上記制作費には、取材・撮影代は含まれておりません。クライアント様か
ら素材（画像・資料）をいただいて制作することが前提です。 
・記事広告サイズ：HTMLページ／A4×１ページ程度 
・クライアントサイトへのリンクは3ヶ所まで 

開始・終了 
曜日・時間 

月曜日 10:00AM～月曜日 9:59AM 

 
 
 
 

3月末まで掲載限定 
※各月先着３社様まで 

掲載開始の40営業日前オリエン 



 
MAMADAYSの展開ジャンル 

ママの気になる健康情報 

掃除や洗濯に役立つ知恵 

家族の思い出を大切に残すヒント 

裁縫やおもちゃ作りのアイデア 

育児や家事に役立つグッズ紹介 

育児 

子育てが楽しくなる育児のヒント 

子育てが楽しくなるファッション・美容 

離乳食や幼児食のアイデアレシピや食育 

「ママの課題解決」をテーマに多様なジャンルをカバー 

ママのインサイトを捉えたコンテンツを毎日配信 

お出かけ 

家事 料理・食育 DIY 

知育・教育 お出かけ グッズ メモリアル 

イベント 
インタビュー 

ファッション 
美容 

お金・住まい ケア・医療 

気軽に取り入れられる知育・教育 お出かけが楽しくなるスポットやテクニック 

ママの気になるイベントや人物の取材 生活に欠かせないお金のこと・住まいのこと 



＼期間限定DELISH KITCHENコラボレーション企画／ 

企画開発部 広告営業課 

お問い合わせ先   TEL:03-5320-1156 

× 

サンキュ！NEWS「記事広告」×DELISH KITCHEN 「動画広告」 



国内の料理動画No.1分散型動画メディア『DELISH KITCHEN』と、 
20代～40代の生活情報誌No1.雑誌媒体『サンキュ！』ブランドのWEB 

「サンキュ！」とコラボレーションすることで、 
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。 

WEB「サンキュ！」 
20代～40代生活情報誌 Ｎｏ１ 

DELISH KITCHEN 
国内の料理動画メディアNO.1！ 

企画趣旨 

※画像はイメージです。 

https://39.benesse.ne.jp/ 

2017年9月中旬より名称を『サンキュ！』に改称し、 
分散型メディアとして、サイトもリニューアル！ 
SNSやキュレーションメディアを通じて、より広くの主婦層に 
「今すぐできる、素敵なくらしのアイデア」を配信。 

月間ＵＵ 108万 月間ＰＶ 1,200万 

×
 

誰でも簡単に作れるレシピがメイン。 

フェイスブック、インスタグラムなどで料理動画配信。 

月間リーチ数 １,６００万人以上 
 

 

https://39.benesse.ne.jp/


※料金は全て消費税は含まれておりません 
※各メニューの料金、枠数、仕様、掲載位置、画面デザインは、予告なく変更する場合がございます 

サンキュ！ＮＥＷＳ 

タイアップ専用枠 

※PC＆SPに掲載 

イーストモジュール 

口コミサンキュ！（ブログ） 

※SPに掲載 

ニュース記事（PC/スマホ共通） 
メルマガ 
（編集枠） 

サンキュ！（TOP,ニュース記事） 

・タイアップ専用誘導枠 
・編集枠 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 
★DELISH KITCHENの 

動画を掲載 

ウィメンズパーク 

facebook 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 
★DELISH KITCHENの 

動画を掲載 
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ニュース記事 

 想定PV：5,000PV 

（2週間） 

掲載期間中に、 
女性系媒体から誘導。 

 

外部誘導 

オーバーレイ 
６320×50 

                   ×DELISH KITCHEN 

1回配信 
15万再生保証 
(1レシピ) 

 

★DELISH KITCHENの 
動画を掲載 

サンキュ！×『DELISH KITCHEN』で動画の切り口をご提案し、撮影した動画コンテンツを 
『サンキュ！NEWS』、 『DELISH KITCHEN』それぞれのアカウントのSNSにて掲載、配信していきます。 

タイアップ 

広告主様 
ロゴ 

誘 導 枠 



3月末まで申込限定特別価格 

●サンキュ！ＮＥＷＳ：媒体費100万円Ｇ 
●DELISH KITCHEN：媒体費380万円（製作費含む）＋二次利用費80万円Ｎ 
 

サンキュ！NEWS＋  DELISH KITCHEN  
                                         合計：300万円(制作費込） 

通常価格より 

260万円OFF 

商品名 サンキュ! NEWS 

期間 2週間 

内訳 掲載費、誘導枠制作費、記事広告制作費、その他運営管理費一式 

誘導スペース 誘導枠に準ずる 

最大枠数 
最大9枠（全タイアップ企画共通/オーダーページ、サンキュ！NEWS、 
サンキュ！NEWSブログまとめ、ブログタイアップ） 

レポート 
記事広告ページ：誘導枠（タイアップ専用枠。編集枠は含まれません。） 
CT、タイアップページPV、リンクCT 

掲載内容 

・想定ＰＶ 5,000 
・申込みは基本プランの場合15営業日前 
・オリエンはございません 
 弊社広告営業からお渡しする「オリエンシート」に必要事項をご記入いた
だき、素材と一緒にご提出いただきます 
・上記制作費には、取材・撮影代は含まれておりません。クライアント様か
ら素材（画像・資料）をいただいて制作することが前提です。 
・記事広告サイズ：HTMLページ／A4×１ページ程度 
・クライアントサイトへのリンクは3ヶ所まで 

開始・終了 
曜日・時間 

月曜日 10:00AM～月曜日 9:59AM 

掲載本数 1本  

掲載先 Facebook、Instagram 

レシピ ３レシピ（Delish Kitchenが考案） 

保証形態/想定
リーチ 

再生数保証（15万回再生〜）/本 
70万〜180万リーチ/本 
※公開48時間後の再生・リーチ数 

レポート項目 
リーチ数、再生数、95%視聴率、ソーシャルアク
ション数、ユーザーコメント抜粋、制作チームか
らの総評コメント 

提供表示 動画内および動画説明欄に表示 

 
 
 
 

3月末まで掲載限定 
※各月先着３社様まで 

掲載開始の40営業日前オリエン 


