
赤ちゃんグッズ大賞2019
ランキング特集隣接広告企画

お問い合わせ先 TEL:03-5239-5106

企画開発部 広告課

株式会社 ベネッセコーポレーション

2018年度2月売り

■たまごクラブ（本誌） 妊婦グッズ使ってよかったランキング隣接ＴＵ
■たまごクラブ（別冊付録） 出産準備育児グッズランキング隣接ＴＵ
■ひよこクラブ（本誌） 育児グッズランキング隣接ＴＵ



今年で10年目を迎える『たまひよ赤ちゃんグッズ大賞使ってよかったランキン
グ』約2000人の先輩ママが選ぶ妊娠時、育児時に使ってよかったさまざまな
グッズやサービスのランキングをたまごクラブ、ひよこクラブで発表します。掲
載は下記の3媒体になります。

たまごクラブ（本誌） たまごクラブ（別冊） ひよこクラブ（本誌）

対象商品 妊婦 妊婦～出産準備～育児 育児

掲載順 正式申込順

妊婦⇒育児

正式申込順
クライアント正式名称
（逆）アイウエオ順

既得権 なし あり（別紙参照） なし

競合排除 なし あり（別紙参照） なし

申込締切日 11/26
既得権：11／2
新規 ：11／15

11/26

料金 実績料金＋製作費50万円Ｎ
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●ビークル名

「たまごクラブ」
●発行部数： 71,177部

※印刷証明付

●ジャンルシェアNo.1!!

●発行： 毎月１５日

【媒体概要】
●ビークル特性（ターゲット）

①赤ちゃんが生まれるまで 読む
雑誌。

②妊娠中の不安解消はもちろん
楽しい毎日をサポート。

③読者のリアル体験情報誌

④「ひよこクラブ」への連動

実施料金

申し込み〆切日

御社実績料金
＋

制作費５０万円N

TEL:03-5259-5106

たまごクラブ（本誌）

企画内容

ページ構成

特記事項

おすすめ商材

「たまごクラブ」２０１９年３月号（２０１９年２月１５日発売予定）で「妊娠中に「食べて」「飲んで」「使って」よ
かった人気1位を発表！ 」特集がございます。読者アンケートや読者体験談から、妊娠中に利用して良かった高ランキン
ググッズをご紹介します。特集隣接タイアップ広告により､貴社商品をより効果的に訴求することを意図した広告企画です。
この機会に是非ご検討下さい。

１１月２６日（月）

妊娠中に「食べて」「飲んで」「使って」よかった
人気1位を発表！

当広告企画は、連合企画となります。１商品種１社限定ルールはございません。
同種商品も掲載いただけます。セールス時は決定優先、台割は正式お申込み順となりますのでご注意ください。

葉酸サプリ、他サプリメント、カフェインレス飲料、栄養補助食品 など予定

隣
接

特集
４Ｃ５Ｐ

※特集ページ数は変更の可能性があります

・・・

隣
接

広告タイアップ
A社様
４Ｃ２Ｐ

広告タイアップ
B社様
４Ｃ２Ｐ

連合企画



各社様

タイアップ
広告記事
４C２P

各社様

タイアップ
広告記事
４C２P

連合企画
〔扉ページ〕

（１～２Ｐ）

出産準備グッズ 妊娠生活出産準備「扉」

■既得権有・競合排除有（別紙参照）
■掲載順： 妊娠生活グッズ（妊婦さん用製品サービス→出産準備グッズ（一般商品含む）の順。
■クライアント正式名称（逆）アイウエオ順

妊娠生活グッズ 編集記事

各社様

タイアップ
広告記事
４C２P

各社様

タイアップ
広告記事
４C２P

編集記事
60ページ予定

……

たまごクラブ（別冊付録）
「使ってよかった」出産準備グッズ
2019年クチコミ・ランキング
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●ビークル名

「たまごクラブ
別冊付録」

●発行部数： 71,177部

※印刷証明付

●ジャンルシェアNo.1!!

●発行： 毎月１５日

【媒体概要】
●ビークル特性（ターゲット）

①赤ちゃんが生まれるまで 読む
雑誌。

②妊娠中の不安解消はもちろん
楽しい毎日をサポート。

③読者のリアル体験情報誌

④「ひよこクラブ」への連動

実施料金

申し込み〆切日

御社実績料金
＋

制作費５０万円N

TEL:03-5259-5106

既得権 １１月２日（金）
新規 11月15日（木）

企画内容 「たまごクラブ」２０１９年３月号（２０１９年２月１５日発売予定）の別冊付録で1冊丸ごと先輩ママ2000人が
「使ってよかった」出産準備グッズ（妊婦グッズ～ベビーグッズまで）のランキングを大発表します。

ページ構成

特記事項

おすすめ商材 妊婦グッズ～育児グッズ

※特集ページ数は変更の可能性があります



■アップリカ様（抱っこひも）

■アップリカ様（チャイルドシート）

■アップリカ様（ハイローベッド＆チェア）

■王子ネピア様（紙おむつ）

■キョーリン製薬様（ベビーグッズ除菌）

■健栄製薬様（消毒用ジェル）

■コンビ様（ベビーカー）

■コンビ様（紙おむつ処理器）

■ナチュラルサイエンス

（ベビースキンケア保湿・洗浄両方）

■ピジョン様（哺乳びん）

■ピジョン様（さく乳機）

■ピジョン様（母乳サプリ）

■プレミアムウォーター様

（天然水ウォータサーバー）

■Ｐ＆Ｇ様（衣類用洗剤）

■持田ヘルスケア様（沐浴剤）

■サンデシカ（ベビー布団）

■サンデシカ（抱き枕）

■リッチェル様（授乳クッション）

■アサヒグループ食品様（サプリ）

■キョーリン製薬様（ベビーグッズ除菌）

■健栄製薬様（消毒用ジェル）

■ゾフ様（めがね）

■ダッドウェイ様（抱っこひも）

■ナチュラルサイエンス様（保湿剤）

■ピジョン様（さく乳器）

■ピジョン様（哺乳びん）

■ピジョン様（ベビーカー）

■ピジョン様（泡ソープ）

２月売り ３月売り【※参考】

※既得権の有無については
御社営業担当に随時お問い
合わせくださいませ。
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ひよこクラブ
（本誌）

実施料金

申し込み〆切日

企画内容

ページ構成

特記事項

御社実績料金
＋

制作費50万円N

【媒体概要】
●ビークル名

「ひよこクラブ」
●発行部数： 133,143部

※印刷証明付

●ジャンルシェアNo.1!!

●発行： 毎月１５日

●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。

TEL: 03-5239-5106

おすすめ商材 育児グッズ＆サービス全般

“息抜き育児で
いい母より幸せな母に“

たまひよ赤ちゃんグッズ大賞・２０１９

みんなが使っている育児グッズはコレ！

「ひよこクラブ」 ２０１９年３月号（２０１９年２月１５日発売予定）で、「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞・２０１９ みんなが
使っている育児グッズはコレ！」特集がございます。10回目を迎えた『たまひよ赤ちゃんグッズ大賞』から、みんなが
使っている人気育児グッズの1位をご紹介します。本企画は特集隣接タイアップ広告により､貴社商品をより効果的に
訴求することを意図した広告企画です。この機会に是非ご検討下さい。

広告タイアップ
A社様
４Ｃ２Ｐ

広告タイアップ
B社様
４Ｃ２Ｐ

連合企画

当広告企画は、連合企画となります。１商品種１社限定ルールはございません。
同種商品も掲載いただけます。セールス時は決定優先、台割は正式お申込み順となりますのでご注意ください。

１１月２６日（月）

４Ｃ6Ｐ
（予定）

特集
隣
接

※特集ページ数は変更の可能性があります
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オプションの
御案内

雑誌コンテンツを活用した
リーチ拡大プラン

デジタル媒体スペック一覧

②たまひよWEB
月間PV：800万PV
月間UU：150万UU

③たまひよLINE
アカウントメディア
お友達：287,202人
※2018年6月末時点

④ウィメンズパーク
月間PV：9100万
月間UU：349万
会員数：707万人

①dマガジン
平均月間UU：
たまごクラブ/32,988
ひよこクラブ/33,938

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。

メニュー 料金 掲載期間等

① dマガジンへの掲載 掲載費 25万円Ｇ
（1Pあたり）

2号分

② たまひよWEBへの抜粋転載 掲載費 125万円Ｇ
制作費 25万円Ｎ

4万PV想定（4週間）

③ たまひよLINEアカウントメディアへの抜粋転載 掲載費 100万円Ｇ
制作費 20万円Ｎ

1~2万PV想定

④ ウィメンズパークへの抜粋転載 掲載費 120万円Ｇ
制作費 30万円Ｎ

2~10万PV想定（4週間）
想定PVはカテゴリ毎に変動

⑤ ママインフルエンサーによるSNS拡散
（15～50名のサンプリング）

15名 50万円Ｇ
50名 120万円Ｇ

その他、プレスイベント派遣
等のメニューも有

⑤ベネッセインフルエンサー組織


