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2022年3月刊 広告企画
赤ちゃんが欲しくなったら最初に読む本2021_2022
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妊活たまごクラブからのメッセージ
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少子化が加速する中でベネッセらしい子どもが増える取り組みを目指しています

2014年3月
たまひよ創刊20周年
妊活たまごクラブ
創刊
セミナーを実施

2013年
子どもをもちたい
意向は減っていな
いが晩婚晩産傾向
（ベネッセ次世代
研究所調べ）

2017年
セルフメディケーション
税制スタート
一般用排卵日検査薬認可

2018年
日本の18歳以下の人口の
大幅減がスタート
教育現場が2020年改革に
むけて動き出す

2016年
出生率1.44
出生数100万人を
下回る
体外受精で生まれてい
る赤ちゃんは6人に1人

2017年3月
妊活たまごクラブ
4号目
コラボイベントを開催

2016年3月
妊活たまごクラブ
3号目

2018年3月
妊活たまごクラブ
5号目
夫婦がお互いを理解し心の距離
を近づける体験の普及

2018年9月刊にて
「不妊治療」
スタート版刊行

2019年
妊活たまごクラブ
６号目
全ての夫婦の距離を
近づける
体験共有の具現化周知

2015年3月
妊活たまごクラブ
2号目
Over Million Challenge
スタート

2021年テーマ
これまでのテーマに加え、
新しい生活様式になる中、
2人がお互いの健康や未来の
ことを深く考え、子どもを
持つことに希望を持てるよ

うな1冊に。

2020年
日本女性の2人に1人が
50歳以上に。
出産適齢の女性の大幅減
新型コロナウイルスの流行

Hand in Hand
動画が
カンヌ入賞

2019年9月
「不妊治療」

スタート版Vol２刊行

2020年、2021年
妊活たまごクラブ
7号目、8号目

ターゲットを結婚準備
期間のカップルまで拡大

2020年9月
「不妊治療」
スタート版Vol3刊行

妊活たまごクラブについて

2021年9月
「不妊治療」
スタート版Vol3刊行

2021年
不妊治療助成金が改正に

2022年～
不妊治療が保険適用に

http://shop.r10s.jp/book/cabinet/6710/9784828866710.jpg


妊活たまごクラブについて（ターゲット像）
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子どもは将来的にほしい そろそろ子どもを作りたい 子どもを作りたい

近い将来赤ちゃんが欲しい新婚間もないカップルをメイン読者に想定。
「ライフスタイルの一部」として抵抗なく「妊活」がスタートできる
よう、「心地よい」「無理なく二人でできる」生活提案や男性妊活の
強化など「ふたりの妊活」が基本テーマは変えず、コロナにより将来
に不安を感じる人も増えた一方で、個人の人生を考える機会にもなっ
た今、子どもを持つことに希望を抱く人を応援する1冊。

「妊活たまごクラブ2021‐2022年度版」（2021年3月
刊）を読んで、本格的に妊活をスタートしてから半年たっ
た二人。そろそろ「不妊治療」を開始しよう。クリニック
に相談に行こうとする二人の背中を押してあげる本。

内容については、変更の可能性がございます。★は隣接可能な広告企画を予定しております。

2022年3月刊（特集内容）
赤ちゃんがほしくなったら最初に読む本
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆メッセージ そろそろ赤ちゃんがほしいと思っているあなたへ
◆20～30代を振り返って 妊活インタビュー
①大黒摩季さん
②シオリーヌさん
③オカダカズチカさん
◆妊娠の“基礎知識”パーフェクトガイド ★
◆コロナ時代のプレコンセプション ★
◆「私のための 生理ＮＯＴＥ」
◆話題のワード Femtec「フェムテック」と妊活★
◆赤ちゃんがほしい2人に必要な栄養と見て楽しい、
食べておいしい妊娠力アップ妊活ごはん ★

◆妊活とセックス講座★
◆妊活中に取るべき栄養を教えてください。
妊活とサプリの話。★
◆妊娠と出産、育児にまつわるお金と社会の話 ★
◆妊娠した瞬間からの出産までのスケジュール
◆不妊治療スタートガイド 新スタンダード2022

2021年9月刊 （特集予定）
妊活たまごクラブ 不妊治療クリニック受診ガイド
・・・・・・・・・・・・・・・・
◆メッセージ 妊活たまごクラブを読んでくれたあなたへもう一歩先へ
◆不妊治療受診スタートガイド
◆不妊治療用語集
◆2020－2021年 Withコロナと不妊治療
感染症と不妊治療の今、どうなっている？

◆感染症と不妊治療、どう考える？
◆妊活インタビュー
①南明奈さん・濱口優さん （予定）
②フォーリンラブ ハジメさん （予定）

◆妊活中に 2人の体にいい生活 27 ★
◆男の妊活・不妊治療 ★
◆初めての不妊治療クリニック受診する前・してからの素朴な疑問を聞
いてみました
◆『構わないでくれ！ 今日は妊活って気分じゃない』目野真琴さん
◆不妊治療クリニック 選び方＆心得ガイド
◆不妊治療経験者に聞くステップアップ別 ストーリー
◆クリニックガイド★

絶賛発売中
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妊活たまごクラブ 読者アンケート結果

【読者アンケート】（ピンクは2014年創刊時）

●読者データ 平均年齢 30.9歳（31.2歳）
既婚 93.7％
結婚1～2年未満 68.9％（61％）
結婚2～3年未満 16.4%（14％）

→読者の85％（75％）以上が結婚3年未満の新婚夫婦
関東43.9％（33％） 関西9.5％（15％）
中京 9.0％（15％）

●感想 購入満足度（全体）計 97.9％（TOPBOX59.3％）（96％ Top Box45％）
表紙が好き計 91.5％ （87％） →創刊時より表紙評価非常に高い

●購入の決め手になった特集（ＳＡ）
1位 妊娠力ＵＰのための知っておきたい”基礎知識”パーフェクトガイド
2位 そろそろ赤ちゃんが欲しいと思っている２人へ
3位 妊活中にやっていいこと・ダメなこと＆うそ・本当

●読んでよかった特集（ＳＡ）
1位 妊娠力ＵＰのための知っておきたい”基礎知識”パーフェクトガイド
2位 妊活中にやっていいこと・ダメなこと＆うそ・本当
3位 2020-2021新年度版 妊娠と出産、育児にまつわるお金と社会の話

●感想（ＦＡより抜粋）
「ネットでは色んな情報が出回っているので、きちんとした専門書で基本が
学べたから、まずはきちんとそれを実行していこうと思いました。」

「ネットでも妊活、と調べると不妊治療の話が多くて妊娠力UPのためにどうしたら良いか全然知ることが出来なかっ
たタイミングでこの本に出会えてよかったです。読んで以来、夫婦で妊活について話しをする機会が増えたり、健康
に気をつけたりするようになりました。妊活のバイブルとして授かるまで大切に読みたいと思います」
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2022年3月刊 広告隣接企画

企画内容

掲載時期

ページ構成

特記事項

対象商材

妊活中の二人をサポートする衣、食、住 生活。食材選びプラス、お茶、サプリ、あっためグッズ、
アプリ、環境などをグッズとレシピを中心に紹介 漢方、鍼灸…。
クリニックでの治療と並行して、パートナーと二人の妊活生活の常識、ニューカマー等、
改めて学んでいく大特集です。本企画は、編集特集に隣接してタイアップを実施することで、貴社商品、
サービスをより効果的に、訴求するための広告企画です。

2022年3月16日（水）

広告タイアップ
A社様
4C2PTU

編集特集
4C8P予定

広告タイアップ
B社様
4C2PTU

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。

葉酸サプリメント、お茶、排卵検査薬、アプリ、
基礎体温計、卵巣年齢検査薬、等 実施料金

掲載料金150万円(G)
製作費50万円(N)

タイトル：妻にも夫の体にもいい！ 妊活中に ふたりの体にいい生活
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企画内容

掲載時期

ページ構成

特記事項

対象商材

男の立場から見たセックス・オナニー・精子のしくみ・気になる射精障害など。誰にも聞いたこと
はないセックスについての教科書。実は人気の妊活たまごクラブのセックス講座。男の妊活につい
ても触れる医療特集。自分でできる精子検査キット・精液検査などの生活で使えるグッズなども紹
介。本企画は、編集特集に隣接してタイアップを実施することで、貴社商品、サービスをより効果
的に、訴求するための広告企画です。

2022年3月16日（水）

広告タイアップ
A社様
4C2PTU

編集特集
4C８P予定

広告タイアップ
B社様
4C2PTU

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。

精子＆精液検査キット、卵巣年齢検査キット、
オンライン診療アプリ、妊活コンシェルジュ
サービス等

実施料金
掲載料金150万円(G)
製作費50万円(N)

タイトル：妊活とセックス講座

2022年3月刊 広告隣接企画
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企画内容

掲載時期

ページ構成

特記事項

対象商材

プレコンセプションケアに精通した医師または専門家監修の妊活料理特集。これから赤ちゃんが欲
しい男女が摂るべき栄養の説明や見て楽しいビジュアルの両立特集です。本企画は、編集特集に隣
接してタイアップを実施することで、貴社商品、サービスをより効果的に、訴求するための広告企
画です。

2022年3月16日（水）

広告タイアップ
A社様
4C2PTU

広告タイアップ
B社様
4C2PTU

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。

保険相談、投資信託、NISA、iDeCo、自治体、
他 実施料金

掲載料金150万円(G)
製作費50万円(N)

タイトル：赤ちゃんがほしい2人に必要な栄養と見て楽しい、
食べておいしい妊娠力アップ妊活ごはん

編集特集
4C８P予定

2022年3月刊 広告隣接企画
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企画内容

掲載時期

ページ構成

特記事項

対象商材

そもそも子作りに一歩踏み出せないネガティブな理由の一つが経済的なこと。行政の支援などへの
不安。しかし、実は2021年度～2022年度にかけて不妊治療が保険適用になる、等妊活や子育て支
援が拡充されつつあること知ってますか？具体的な数字をしっかり見せながら将来の家族計画のた
めの貯蓄法などを特集。本企画は、編集特集に隣接してタイアップを実施することで、貴社商品、
サービスをより効果的に、訴求するための広告企画です。

2022年3月16日（水）

広告タイアップ
A社様
4C2PTU

広告タイアップ
B社様
4C2PTU

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。

保険相談、投資信託、NISA、iDeCo、自治体、
他 実施料金

掲載料金150万円(G)
製作費50万円(N)

タイトル：妊娠と出産、育児にまつわるお金と社会の話

編集特集
4C８P予定

2022年3月刊 広告隣接企画
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たまひよ妊活 パッケージプラン

妊活たまごクラブ
「不妊治療クリニック受診ガ
イド」
発売日：2022年9月16日
部数：40,000部

妊娠・出産・育児ジャンル雑誌No1の「たまひよ」から妊活応援ムック＋Web転載パッケージのご提案です。
Web転載記事は、既定の編集誘導枠（インフィード/ランダム表示/ローテーション）の他、

「たまひよDMP」データを用いて妊活記事閲覧行動データをベースにターゲットをタイアップ記事へブーストいたします。
4週間の掲載期間後も、半年間の記事アーカイブがございます。

たまひよWEB
月間PV：1450万PV

◆誘導枠

4c2pタイアップ
※人物モデル起用・撮影あり

外部リンク

広告主様サイト
※想定CTR：1%程度

妊活たまごクラブ 本誌掲載

たまひよWEB転載

①誘導枠（インフィード）
②編集記事下配信 ※妊活関連記事下 配信
③たまひよDMP 妊活セグメント送客

想定PV：8,000PV~/4週間
4週間は誘導枠掲載。
4週間掲載後は誘導枠の掲載終了。

特別パッケージプラン

特別企画料金 300万円（G)
<詳細＞
■妊活たまごクラブ4c2pタイアップ（定価200万円）
■たまひよWEB 雑誌転載TU／妊活カテゴリー（定価100万円）
※タイアップ掲載終了後もアーカイブされます
■たまひよDMP（定価100万円～）タイアップ誘導強化

※実施時期によっては、新型コロナウイルスの感染状況により、
モデル撮影に制限が発生することが考えられます。営業担当へご相談ください。
※Web転載ボリュームは3~5段落構成、800～1200文字程度を想定。
基本的には本誌タイアップ内容の抜粋転載をご提案しますが、デバイスの違いにより、
タイトル、キャプションのテキストや写真の使用方法をご提案させていただく場合がございます。

◆媒体スペック
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媒体仕様・広告料金・進行スケジュール

2022年3月刊 妊活たまごクラブ
赤ちゃんが欲しくなったら最初に読む本
2021～2022
・・・・・・・・・・・・・・・・
【発行部数】40,000部
【仕様】A4ワイド版

無線綴じ 4C128P～想定
【価格】1,200円＋税（予定）

【料金】
表4 １P 1,300,000円G*
表2 １P 875,000円G*
表3 １P 750,000円G*
*カバー付き仕様
中面１P 750,000円G
編集タイアップ制作費１Ｐ250,000円Ｎ
※タイアップについては基本２Ｐから承ります。

【スケジュール】
校了予定：2021年2月18日(金）
タイアップ申込締切日 2021年12月24日(金）
発売日 2022年3月16日(水）
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オススメのクライアント様

体温計

サプリ（葉酸・亜鉛・マカ）

ノンカフェイン飲料

発酵食品（減塩等）

入浴剤

カイロ

お灸

ノンアルコール

82.7 

59.3 

55.4 

52.1 

45.3 

38.1 

33.2 

32.9 

32.9 

25.1 

24.4 

19.2 

11.1 

4.6 

3.9 

3.9 

2.6 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基礎体温をつける

葉酸など必要な栄養素を摂る

婦人科、産婦人科、不妊治療専門病院へ…

妊娠についてインターネットで記事を読んだ

カラダを冷やさないようにする

妊娠についての雑誌・書籍を読んだ

カラダを温める

食事に気を付ける

排卵日検査薬を使った

アルコールやたばこを控える・やめる

カラダを温めるグッズ（腹巻き、レッグウォー…

入浴で湯船に浸かるようにする

ハーブティーを飲む

その他

ホルモンバランスを整える市販薬を飲む

転職をした

社内で業務内容や時間を変更した

あてはまるものはない

妊活を始めてから行ったことはどんなことですか？よろしければ教えてください。

（複数）(n=307)
温
め
る

計

る

整
え
る


