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はじめに

1才、2才のお誕生日おめでとう～☆

ママとパパは小さい命を“あたたかく”包むように育んで、
この日を迎えることができました。
ほんとうに、お疲れ様～
さあ、これからは新しい子育ての始まりです。
1才のトビラを開くこと
それはママとパパも新米ではなく2年生になること・・・。
1才になったら育児は終わりですか？いえ、まだ続きます。
「なぜ、わかってくれないの？」「これはどうする？」
と、まだまだ戸惑うことがあるでしょう。
そんなあなたのための支えになる本、
あなたと一緒に子育てに向かう本・・・

それが私たち

「１才2才のひよこクラブ」です。
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・ママの最大の関心ごとである「成長・発達」「病気」「幼児食」「生活習慣・しつけ」に特化した特集

・「ひよこクラブ」を卒業したママ・パパ向けに、

幼児期に入る１才代・２才代の育児がまるごとわかる決定版

赤ちゃんの「命」を大事に育ててきた０才代と違い、言葉の理解も進み、自分の足で
移動でき、自我も出てくる１才からは、「ココロ育て」に向き合う時期。
親２年生として真剣に子育てに向き合うママ・パパを応援する本です。

臨時増刊

成長・発達

病気

生活習慣・

しつけ

幼児食

1才2才代の子どもを持つママ
の主な関心事

■１才２才のひよこクラブ
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購入者：30代が約75%

【1才2才のひよこクラブ 購入者の属性】お子様の年齢
お子様が複数いる方は 一番下の子の年齢

・初めて買ったけれど1才代と2才代の対応のしかたがわかりやすく載っていて長く使えそうな雑誌だと思いました。
・今悩んでることがうまく特集されてるところがすごく助かります。
・イヤイヤに対する対応のしかたが具体的に知れたので 少しずつ意識して向かい合いたいと思う
読むまではうちだけがこんなにひどいのかと気がめいっていたけれど みんな少なからずあるというのがわかって楽になった

・実際の声が豊富なので、参考になります。主人も集中して読んでいました。最近食事でもイヤイヤされてメニューが同じになって
きてしまっているので、レシピを見て作ってみたいと思います。ありがとうございました。

・知りたいこと、わからないことが載っていてとても助かります。パパとの会話のきっかけにもなるしもう少し発行があってもいいか
なと思う。

2019年 夏秋号 アンケート Ｎ=１６３

お子様年齢１才～２才で
約８８%

読者‘ｓ
ｖｏｉｃｅ
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媒体仕様と広告料金

料金およびスケジュール

●料金
表４（１Ｐ） 180万円
表２（2Ｐ） 270万円

特表2（２Ｐ） 260万円
表３（1Ｐ） 110万円
４C１P 110万円
※編集タイアップの場合、別途制作費１Ｐ25万円N

●申込みスケジュール（予定）

タイアップ〆 2月25日（火）
純広告〆 4月8日（水）
校了日 4月17日(金）

※スケジュールは変更の可能性がございます

■創刊 ２０１１年11月
■発行部数 ５万部
■価格 850円
■仕様 Ａ４変型判 無線綴 総頁４Ｃ 120ページ前後
■発行日 夏秋号：5月13日（予定）
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特集予定

～1才2才おめでとう！号～

【巻頭大特集】

1才の準備で、2才でうまくいく！夏のトイトレ 基本と裏ワザ（４C18P）

【第2巻頭特集/幼児食】

1才からの子どもごはん 進め方＆超簡単レシピ（4C12P）
1～3才 夏の食べ物・飲み物 与えてOK?NG？シート（２＋１P）

【しつけ】

1才・2才の“いいしかり方・ダメなしかり方”（４C8P)

イヤイヤキッズがノリノリになる！とっておきワザ（４C5P)

1才２才と楽しめる♪アウトドア入門（４C６P）

【教育】

頭のいい子に育つ“親子で音読”どうぶつカード(仮）

【お世話・発育発達】

3才までに8割が完成！脳を育てる最高の親子遊び（４C4P) ほか

※特集は変更する可能性がございますので、詳細は営業までお問い合わせください。
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広告企画のご案内
始めどきは？進め方は？つまづいたときは？･･･すべての知りたいに答えます

1才の準備で、2才でうまくいく！夏のトイトレ 基本と裏ワザ

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

「１才２才のひよこクラブ」2020年夏秋号（2020年5月13日発売号）で、 「トイトレ」に関する特集
がございます。おむつはずれの基本的な考え方や「トイトレ」などの語句説明はもちろん、おむつはず
れに成功した（終了した）体験談を充実させて紹介します。
当広告企画は、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。

【媒体概要】
●ビークル名

「1才2才の
ひよこクラブ」
●発行部数：50,000部

●ひよこクラブ6月号

臨時増刊

●発行：年2回(5月、11月）

隣
接

編集特集

４C１８P
（予定）

A社様広告
タイアップ４C２P

・当広告企画は、連合広告企画となります。隣接は申込決定順となり、1商品種1社限定となります。ご注意く
ださい。※ご希望の場合、編集記事とセットで抜き刷りすることも可能です。詳細＆お見積は営業担当までお
問い合わせください！

B社様広告
タイアップ４C２P・・・

●ビークル特性（ターゲット）

1才代～2才代までの子ども
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。 2月25日（火）
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広告企画のご案内 正しい食事で、“食べない”“汚す”“まるのみ”etc.のお悩み解決！

離乳食を卒業したら1才からの“子どもごはん”進め方＆超簡単レシピ

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

「１才２才のひよこクラブ」2020年夏秋号（2020年5月13日発売号）で、 「幼児食」に関する特集が

ございます。離乳食を卒業した1才～2才の時期の子どもの発達に合わせた幼児食の進め方を特集します。
当広告企画は、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。

【媒体概要】
●ビークル名

「1才2才の
ひよこクラブ」
●発行部数：50,000部

●ひよこクラブ6月号

臨時増刊

●発行：年2回(5月、11月）

隣
接

編集特集

４C１2P
（予定）

A社様広告
タイアップ４C２P

・当広告企画は、連合広告企画となります。隣接は申込決定順となり、1商品種1社限定となります。ご注意く
ださい。※ご希望の場合、編集記事とセットで抜き刷りすることも可能です。詳細＆お見積は営業担当までお
問い合わせください！

B社様広告
タイアップ４C２P・・・

●ビークル特性（ターゲット）

1才代～2才代までの子ども
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。 2月25日（火）
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広告企画のご案内
おふろ・歯磨き・着替え・お散歩…！演技派ママパパのステージ開幕

イヤイヤキッズがノリノリになる！とっておきワザ

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

「１才２才のひよこクラブ」2020年夏秋号（2020年5月13日発売号）で、 「イヤイヤ期」の育児に関

する特集がございます。
当広告企画は、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。

【媒体概要】
●ビークル名

「1才2才の
ひよこクラブ」
●発行部数：50,000部

●ひよこクラブ6月号

臨時増刊

●発行：年2回(5月、11月）

隣
接

編集特集

４C５P
（予定）

A社様広告
タイアップ４C２P

・当広告企画は、連合広告企画となります。隣接は申込決定順となり、1商品種1社限定となります。ご注意く
ださい。※ご希望の場合、編集記事とセットで抜き刷りすることも可能です。詳細＆お見積は営業担当までお
問い合わせください！

B社様広告
タイアップ４C２P・・・

●ビークル特性（ターゲット）

1才代～2才代までの子ども
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。 2月25日（火）
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広告企画のご案内
年代別にかかわり方がわかる

3才までに8割が完成！脳を育てる最高の親子遊び

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

「１才２才のひよこクラブ」2020年夏秋号（2020年5月13日発売号）で、 「発育・遊び」に関する特

集がございます。子どもの「脳」を育てるための親のかかわり方などを特集します。
当広告企画は、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。

【媒体概要】
●ビークル名

「1才2才の
ひよこクラブ」
●発行部数：50,000部

●ひよこクラブ6月号

臨時増刊

●発行：年2回(5月、11月）

隣
接

編集特集

４C４P
（予定）

A社様広告
タイアップ４C２P

・当広告企画は、連合広告企画となります。隣接は申込決定順となり、1商品種1社限定となります。ご注意く
ださい。※ご希望の場合、編集記事とセットで抜き刷りすることも可能です。詳細＆お見積は営業担当までお
問い合わせください！

B社様広告
タイアップ４C２P・・・

●ビークル特性（ターゲット）

1才代～2才代までの子ども
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。 2月25日（火）
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オトクなWeb転載パッケージ
1才2才ママ ターゲットリーチ拡張施策！

いちひよWeb転載350万円パッケージ

パッケージ内容
「１才２才のひよこクラブ」2020年夏秋号（2020年5月13日発売号）掲載の誌面タイアッ
プを、たまひよWEBに転載！ さらに、たまひよDMPを活用して、1才0カ月～2才11カ月の
ママ・パパを抽出し、外部サイトより、貴社転載ページへと誘導強化いたします。
雑誌と合わせて実施することで、限られたターゲットに対し、より効果的にリーチができる
オトクなパッケージメニューです。この機会に、是非ご検討ください。

●媒体名：１才２才のひよこクラブ

●発行形態：季刊誌

（年２回、５/11月）

●発行部数：50,000部

●ビークル特性（ターゲット）

1才代～2才代までの子どもを持つ
母親。0歳児育児の時とは異なった
育児課題に対しての情報を積極的に
入手し、比較検討、購買・消費して
いく層です。

＜参考＞

中面４C1P定価：110万円

タイアップ製作費：25万円/1P

企画料金

申し込み〆切日

３００万円（G)
※製作費込

2月25日(火）

4C2PTU
※イメージ

雑誌タイアップ

Web転載

※45,000～50,000PV/4週間想定
※誘導枠終了後の記事アーカイブ有
※育児中コンテンツ内掲載

●媒体名：Web版たまひよ

●月間PV：1,100万PV/月

●たまひよ会員：170万人

<参考＞

雑誌転載タイアップ定価：100万円

たまひよDMPにて
子年齢１-２才の
ユーザーを抽出し、
転載ページへ送客。
配信PFは要相談。

たまひよ
DMP

外部誘導

活用媒体概要 全体図


