
－妊娠～2歳まで専門家情報を日めくりでお届け－

2021年9月自社アンケート調査

調査レポートから見る
スキンケアアイテムを

効果的に訴求する
方法とは⁉
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スキンケアについて調査を実施

※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

ベビーカレンダー会員を対象に、
「妊娠中・産後のスキンケア事情」について調査を実施しました！

調査期間：2021年9月2日（木）～2021年9月6日（月）
回答者 ：ベビーカレンダー会員
回答数 ：1,432件

妊娠中・産後は、ホルモンの影響で体質や肌変化が起きやすいもの。
「解決策はどう探す？何を頼りにしている？」
「使うアイテムの重要視するポイントは？」

「実際購入に至った理由は？」
人気商品ランキングも合わせて、1,432人に伺いました！
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妊娠中のスキンケアについて

妊娠中、マタニティボディケアアイテムを
使いましたか？

使った

79%

使わなかった

21%

※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

いつ頃から、マタニティボディケアアイテムを
使いましたか？

妊娠初期

34%

妊娠中期

41%

妊娠後期

5%

使っていない

20%

ボディケアについて

3%

19%

1%

1%

18%

8%

26%

11%

13%

0% 10% 20% 30%

その他

情報収集していない

お医者さん

親

先輩ママ、ママ友

書籍

ママメディア以外のネット情報

ママメディア情報（ベビーカレンダー以外）

ベビーカレンダー内の情報

妊娠線対策の方法として、どう情報収集しましたか？

半数がネット情報を頼りにしています！
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※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

次の妊娠線予防アイテムで実際に使用したものは？

妊娠中のスキンケアについて

1位 〇〇〇〇〇 ２０％ ２９１人

2位 △△△△△△△△ １９％ ２６５人

3位 □□□□□□□ ８％ １０８人

4位 ●●● ？ ？

5位 ▲▲▲▲ ？ ？

6位 ■■■■■ ？ ？

7位 ◎◎◎◎◎◎◎ ？ ？

8位 ▽▽▽ ？ ？

9位 ◇◇◇◇◇ ？ ？

10位 ▼▼▼▼▼▼ ？ ？

商品名 割合 人数（1,432人中）

こちらのページの詳細は、直接お問い合わせください。
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産後のスキンケアについて

※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

出産を機に肌質に変化を感じた後、どういう
対策をとりましたか？

スキンケアを見直す際に「どんなアイテム」
を選ぶ？

スキンケア

を見直した

42%

食事を見直した

7%
睡眠時間を見直した

6%

適度な運動をした

2%

何もしていない

39%

その他 4%

「赤ちゃんでも使える」ものが
気になるよ！

敏感肌専用アイテム！

フェイスケアについて

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他 (具体的に)

CICAなど鎮静系アイテムを使用

病院処方アイテムを使用

シートマスクを使用

赤ちゃんでも使えるアイテムを使用

敏感肌専用アイテムを使用
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※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

スキンケアを見直して実際に使用したブランド（アイテム）は？

1位 〇〇〇〇〇 １３％ ４８人

2位 △△△△△△△△ ９％ ３４人

3位 □□□□□□□ ８％ ２８人

4位 ●●● ？ ？

5位 ▲▲▲▲ ？ ？

6位 ■■■■■ ？ ？

7位 ◎◎◎◎◎◎◎ ？ ？

8位 ▽▽▽ ？ ？

9位 ◇◇◇◇◇ ？ ？

10位 ▼▼▼▼▼▼ ？ ？

商品名 割合 人数（362人中）

こちらのページの詳細は、直接お問い合わせください。

産後のスキンケアについて
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スキンケア商材の訴求方法！

※2021年9月自社ユーザーアンケート調査より

妊娠線予防アイテムやスキンケア用品を選択する際に
「重要視するポイント」や、「購入に至った理由」で多かったのは・・・

SNSでの評判

⇒●インフルエンサーによるレビュー投稿を
タイアップ記事内に埋め込むと◎！（詳細P8）

サンプルやテスターを試して合うか

⇒●コラボ企画としてプレゼントキャンペーンを立ち上げ、
タイアップで紹介！（詳細P12）

●ベビーカレンダー会員にサンプリング！（ご与件に合わせてプランニングいたします！）

SNSでの評判をチェックするよ

サンプルやテスターを試して、
合うことを確認するよ

コスパの良さも考えるよ

0% 10% 20% 30%

その他 (具体的に)

パケージがおしゃれ

内容量が多い

病院で紹介アイテム

先輩ママやママ友のおすすめ

赤ちゃんにも使える

有名ブランド

リーズナブル

SNSでの評判

サンプルやテスターを試して合うかどうか

▼産後スキンケアアイテムを見直す際に重要視したポイントは？



インフルエンサーマーケティング
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NTT印刷株式会社様

■タイアップ記事広告
‐インフルエンサー投稿

■訴求対象：パーソナルちいくえほん
NTT研究所による「こどものことば発達に関する研究データ」を
基に、その子の成長ステージにぴったり合ったオリジナル知育絵
本が作成できるサービスを訴求。

実践したママインフルエンサーがレビューを投稿し、その投稿内
容を記事に埋め込む他、ベビーカレンダー編集部から見た「すご
いポイント」を伝えるなど、客観的なレビューを多く盛り込むこ
とで、購入への後押しに。

さらにベビーカレンダーの枠を超えて「SNSユーザー」へも同
時にリーチできる。

▼記事ページ
https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/19202

投稿画像

投稿文

ハッシュタグ

※記事抜粋

参考：インフルエンサー活用
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https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/19202
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ママの情報検索主要ツールとなっているSNS (※1)

“投稿”を活用すればプレママ・ママ層へのリーチ、反応確認が可能(※2)

インフルエンサーマーケティング

新商品を発売したけど、
プレママ・ママにどうリーチすれば、、、

プレママ・ママにつかってもらった
リアルな声を届けたい、、

プレママ・ママに知ってもらいたいのに
想定しているキーワードで検索順位が

上がらない、、

広告出稿したけど
ユーザーの反応があまりわからない

参考 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000029931.html
調査期間：2019年9月21日（土）～2019年9月24日（火）
有効回答数：2,047件

※1. 当社リリース「子育てママのスマートフォン利用状況」 に関する調査より ※2. SNSを活用した情報収集イメージ

【行動】
フォローする

アカウントやハッシュタグ
の投稿閲覧

【行動】
ハッシュタグ検索で
表示される投稿閲覧

【反応】
気になる投稿にコメント
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000029931.html
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 メニュー名 ベビカレインフルエンサーマーケティング

 プラットフォーム  Instagram,Twitter

 課金形態
 フォロワー単価 

 ※投稿内容や企画内容に応じて別途制作費などが発生する場合がございます。

 ※サンプル配布の際には、サンプル郵送費用が別途かかります。

 費用目安

（ネット）

@５円～
※投稿内容などに応じて変動致しますので都度お見積り致します。

 最低出稿料金

（ネット）

300,000円～
※企画内容に応じて、変動致しますので都度お見積りとさせていただきます。

 注意事項

・投稿内容、企画内容に応じて金額が変動する為、

　都度お見積りを致します。

・別途掲載可否が必要となります。

・原則、投稿には＃PR及び、＠babycalendar表記が入ります。

・原則、インフルエンサーの選定は事前のヒアリング情報をもとに

　当社にて実施させていただきます。

・インフルエンサーの投稿に関して、競合排除は承っておりません。

・インフルエンサーの投稿に関して、具体的な執筆内容の指示、

　投稿日時の指定、掲載される記事内容についての事前確認や

　修正はできません。
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ママインフルエンサーを活用し、
ママの情報検索主要ツールとなっているSNSで展開が可能

トップインフルエンサー

ミドルインフルエンサー

マイクロインフルエンサー

ナノインフルエンサー
一般ユーザー

ベビカレインフルエンサーネットワークのメイン階層

インフルエンサー階層
＜提携インフルエンサー＞

400人以上

＜総フォロワー数＞

15,000,000人以上

※提携パートナー含む

インフルエンサー
（投稿・拡散）

SNSユーザーへリーチ

投稿へのコメントなど
ユーザーの反応もチェック

※2020年5月時点

貴社キャンペーンや商品・サービス

ユーザーへのリーチだけでなく
反応まで確認が可能！

※. メディアポリシーに基づく掲載可否、ならびにインフルエンサーの掲載
可否等が必要となります。ご検討の際は、営業担当へご連絡ください。

インフルエンサーマーケティング



プレゼント企画（コラボ企画）
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日本サニパック株式会社様

■タイアップ記事広告
‐漫画×プレゼントキャンペーン

■訴求対象：消臭袋 ニオワイナ

使用済みおむつのにおい対策として消臭効果のあるポリ袋を紹介。
消臭効果や、防臭との違いを漫画でわかりやすく説明。

コラボ企画として、アンケートに答えると、抽選で紹介商品が
もらえるプレゼントキャンペーンを実施。

アンケートでは、記事を読んでの態度変容調査や商品設計に関す
る設問を展開し、定量的な情報を取得。

▼記事ページ
https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/20135

※記事抜粋

参考：プレゼントキャンペーン活用
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タイアップ記事メニュー
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記事広告/スクロールタイアップ

べビーカレンダー編集部監修のもと、プレママ・ママ目線で貴社のサービス・商品の
魅力を訴求しご掲載いたします。

※ PV進捗によって外部ネットワーク拡散をする場合があります。
※ 画像作成、トリミング以外の画像調整、YouTube以外の動画埋込みは

別途費用をいただきます。

メニュー名 ミニマム ライト スタンダード

料金（グロス） ¥1,000,000 ¥1,400,000 ¥2,000,000

保証PV数 20,000PV 35,000PV 53,000PV
PV単価 50円 40円 38円
誘導期間 28日間想定 42日間想定 60日間想定

掲載タイプ

掲載デバイス

制作物

掲載開始日時

お申込み期限

素材必要点数・形式

記事制作費

レポート提出日

制作に関しての

注意事項

注意事項

スペシャルタイプorニュースタイプ

レポート項目

・PV数

・クリック数／CTR

・ページ訪問数

・平均滞在時間

掲載期間終了後 5営業日程度

・フォーマットページとなる為、自由なレイアウトやPC/SPで異なる画像・

　デザイン・カラーのご指定はできません。

・特長やポイントに合う商品画像（JPG/PNG）オリエンシートと共にご提供

　いただけましたら適宜ピックアップし掲載いたします。

・記事の上部にPRの表記が入ります。

・掲載に関しての競合調整は行いません。

・記事修正は2回までとさせていただきます。

・校了後の記事修正は追加費用が発生いたします。

・PV進捗によって外部ネットワーク拡散をする場合があります。

SP・PC

1記事

平日11時～16時

配信開始日の30営業日前

必要に応じ相談となります。

含む（取材、座談会など実施の場合は別途お見積り）
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記事広告/プレミアムタイアップ

貴社のご要望に応じたコンテンツの
カスタマイズが可能で、リッチでわかり易い記事の制作ができます。

※ PV進捗によって外部ネットワーク拡散をする場合があります。
※ 画像作成、トリミング以外の画像調整、YouTube以外の動画埋込みは別途費用をいただきます。

※タイアップ基本フォーマット

メニュー名 ライト スタンダード

料金（グロス） ¥900,000 ¥1,750,000

保証PV数 12,000PV 25,000PV
PV単価 75円 70円
誘導期間

掲載タイプ

掲載デバイス

制作物

掲載開始日時

お申込み期限

素材必要点数・形式

撮影

記事制作費

レポート提出日

注意事項

 必要に応じ相談となります。

 簡易な物撮り撮影含む（2～3点まで）

 含む （取材、座談会など実施の場合は別途お見積り）

レポート項目

・記事の上部にPRの表記が入ります。

・掲載に関しての競合調整は行いません。

・記事修正は2回までとさせていただきます。

・校了後の記事修正は追加費用が発生いたします。

・PV進捗によって外部ネットワーク拡散をする場合があります。

  掲載期間終了後 5営業日程度

・PV数

・クリック数／CTR

・ページ訪問数

・平均滞在時間

 平日11時～16時

 配信開始日の35営業日前

 4週間想定

スペシャルタイプ

 SP・PC

 1ページ制作
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ポイント
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記事広告 短納期プラン

人気のタイアップ記事広告を短納期で掲載できるプラン！

NEW

1営業日目 素材のご提供

2～6営業日目 制作期間

7営業日 初稿提出

8営業日 初稿お戻し（責了）

9～13営業日 調整、公開設定

14営業日目 公開

スケジュールイメージ

・画像素材、リリース、ヒアリングシートで作成
この3点がそろった段階から最短14営業日で掲載

・事前オリエン、画像の加工なし

・修正1回までかつ中1営業日でお戻しが必要

メニュー名 ミニマム ライト スタンダード

料金（グロス） ¥620,000 ¥1,200,000 ¥1,800,000

保証PV数 10,000PV 20,000PV 32,000PV
PV単価 62円 60円 56円
誘導期間 21日間想定 30日間想定 40日間想定

掲載タイプ

掲載デバイス

制作物

掲載開始日時

素材必要点数・形式

記事制作費

レポート項目

レポート提出日

制作に関しての

注意事項

注意事項

含む（取材、座談会など実施の場合は別途お見積り）

PV数・クリック数／CTR・平均滞在時間・ページ訪問数

掲載期間終了後 5営業日程度

・最大2,000文字程度

・誘導バナー3サイズ×1種のみ（弊社作成、デザインチェックなし）

・関連リンクは1つまで

・構成の変更や制作メニュー追加の際は、制作日数追加となります。

・基本的に制作は弊社に一任となります。

・フォーマットページとなる為、自由なレイアウトやPC/SPで異なる画像・

　デザイン・カラーのご指定はできません。

・特長やポイントに合う商品画像（JPG/PNG）ヒアリングシートと共にご提供

　いただけましたら適宜ピックアップし掲載いたします。

・記事の上部にPRの表記が入ります。

・掲載に関しての競合調整は行いません。

・校了後の記事修正は追加費用が発生いたします。

・PV進捗によって外部ネットワーク拡散をする場合があります。

必要に応じ相談となります。

スペシャルタイプ

SP・PC

1記事

平日11時～16時



©baby calendar Inc. 18

お問い合せ

広告に関する各種お問合せは、以下までお願い致します

お問い合わせ窓口: adsales@baby-calendar.jp

株式会社ベビーカレンダー メディア事業部 広告営業担当宛

東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル10F

Tel:03-6631-3600/Fax:03-6631-3601


