
－妊娠～2歳まで専門家情報を日めくりでお届け－

タイアップレポート新指標

「態度変容」
「ユーザーアンケート」も
効果測定に加えませんか？
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ベビーカレンダーの強み「信頼」

「ベビーカレンダーは、信頼できる情報を知りたい時に使う！」

『信頼』という付加価値を提供

※2021年9月自社ユーザーアンケート「複数のプレママ・ママ向けメディアを使用するユーザーの使い分け方」より

主要ママメディア（7つ）
の平均

ベビーカレンダー

信頼できる情報を調べたい！ 276ポイント 511ポイント

専門家に質問したい！ 26ポイント 77ポイント

離乳食レシピを調べたい！ 40ポイント 94ポイント

▼Q：主要ママメディアをどのように使い分けていますか？

約2倍！

約3倍！

約2倍！

専門家に直接質問ができ、アドバイスがもらえる♪

「専門家が監修した確かな情報」といった印象があります！

記事数が多く、情報量が豊富だと思います！

インターネット上には、口コミや不確かな妊娠出産情報が

多く氾濫し、正しい情報を判断できにくい状況

妊娠出産に関与しているママ／パパにとって

正しい情報を発信し続けるメディアとして

コンテンツを展開している
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ベビーカレンダーの強み「信頼」

コンテンツを生み出し続ける組織力

訴求効果が高い！と
注目の漫画に編集長登場

専門性の高いコンテンツ

①雑誌クオリティ
▼編集長プロフィール
13年7月「ひよこクラブ」編集長就任
18年9月「ベビーカレンダー編集長就任

③過去記事の見直し
制度改定などの最新情報を反映

②専門家による記事チェック

①専門家相談
直接専門家への相談が
無料で何度でも可能

②レシピ
全て管理栄養士監修による
「あんしん基準」を満たす
レシピのみ掲載
離乳食レシピ1,300以上

「わかりやすい・スキマ時間にサクッと読める・共感しやすい」というメリットだけじゃない！

④圧倒的な情報量
月間閲覧回数：約2.40億回
月間利用者数：約1,055万人
編集部署名記事の月間制作数：約670本

※2021年11月時点

ユーザーから
の

“信頼”

編集長

ベビーカレンダーの漫画記事では、編集長キャラコラボがおすすめ！

＜効果＞
①ベビーカレンダー発信色がアップ！
②ママアンケート結果を発表する形式にすることで、情報の信頼度アップ！
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商品（サービス）の信頼性を高めるならベビカレ！

「どれだけ信頼性が上がったか」を可視化できる！

さらに

ベビーカレンダーは、

情報の信頼性という点で評価されています！

だからこそ
商品（サービス）を訴求するなら
ベビーカレンダーにお任せ！

とは…？（次ページへ）
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タイアップレポートの新指標

タイアップのあるある課題

タイアップ記事は、「PV数・クリック数・遷移率」のみの指標が
ほどんどですが、

ベビーカレンダーでは、購買意欲の変化、次回施策の参考情報も獲得し、
『今回実施施策の見える化』＆『次回施策の方向性を見える化』させます！

認知施策って実施したものの、
結果、効果がよくわからないな～

記事を読んで、商品（サービス）について
十分な理解は得られたのかな？

購買意欲が高まる訴求が
できたのかな？

目標のリーチがとれたはいいけど、
次の一手はどうしようかな…

「態度変容」「ユーザーアンケート」も
効果測定に加えませんか？
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読了後アンケートで3要素の調査が可能！

記事の構成や訴求方法が良かったのか確認する設問
記事の見せ方が閲覧者にとって理解しやすいものであったか、
どの点が魅力的な訴求につながったかを確認することで、次
回実施時の参考情報の取得が可能。

記事がユーザーに与えた影響を確認する設問
記事を読む前と後でどのような変化があったかを確認する
設問を設定することで、影響を定量的な情報へ落とし込む。

商品設計に関する設問
貴社商品設計に関する設問を設定することで、消費者・ユー
ザーの生の声として商品設計のご参考になる情報の取得も
可能。

※ 記載はイメージとなります、企画内容については別途ご要望を伺いながら協議させていただきます。
※ 回答数保証は致しかねますのでご了承ください。

設問数 最大20問可能！ 回答ローデータをお渡し！

6

タイアップ記事の下にアンケートへのリンクを設置する他、
ベビーカレンダー会員を対象にアンケートとを実施いたします。 ¥300,000

1,000~2,000回答取得！

読了後アンケート人気サービス

態度変容

次回施策の参考情報

商品設計の参考情報

3要素の調査
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（レポート例）態度変容

Q：（商品名）への理解が深まりましたか？

Q： （商品名）を購入したいとおもいましたか？

記事を読んだことで

商品への理解度・購買意欲が

どのように、どれだけ変わったか

を見ることが可能に！

とてもそう思う 35.0%

ややそう思う 58.2%

どちらともいえない 4.8%

あまりそう思わない 1.2%

まったくそう思わない 0.8%

購入したいと思った 33.3%

試してみたいと思った 34.5%

もっと知りたいと思った 10.8%

興味は持ったが、今使っている商品に
満足している

12.2%

興味は持ったが、対象となる子どもは
現在いない

8.0%

あまり興味を持てなかった 1.2%
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（レポート例）次の施策の参考情報

Q：最も印象に残った内容はなんですか？ Q：（商品）を選ぶ際にどんな情報が盛り

込まれていると購入の参考になりますか？

Q：漫画を用いて紹介しましたが、どのような

印象をお持ちになりましたか？

Q：専門家の解説について、どのような

印象をお持ちになりましたか？
「印象に残ったポイントとして

〇〇という声が多くあがっていたから、

次回タイアップ記事を展開する際は、

ここをメインに訴求しよう！」

「漫画記事の評判が良かったので、

次回も漫画を用いて訴求しよう！」

など、次回タイアップ記事を作成する際の

参考情報が得られます！

品質の良さとその理由 32.0%

赤ちゃんのお世話の注意点 15.2%

ママモニターの感想 32.8%

使用方法動画 12.2%

キャンペーン情報 7.8%

専門家のコメント 32.0%

使用した人の感想 15.2%

使用している際の動画 32.8%

取り扱い店舗情報 12.2%

その他（具体的に） 7.8%

わかりやすかった 35.2％

信頼できる情報だと思えた 32.4%

ためになる情報だと思えた 30.8%

わかりにくかった 1.6%

空いた時間にストレスなく読めた 35.2％

わかりやすかった 32.4%

今後の展開が気になる 30.8%

わかりにくかった 1.6%
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（レポート例）商品設計・その他

■商品設計に関すること

Q： （商品名）は1つ〇円で販売されていますが、

購入対象として検討可能でしょうか？

■記事の感想（フリー回答）

「価格がお手頃な理由がクリアになって、

商品品質への不安がなくなりました！」

「以前よりテレビで商品の事は知っていました。

気になっていたものの販路が今までわからず

でしたが、今回の記事を読み購入先がわかり

助かりました！」

消費者、ユーザーの生の声として

商品設計の参考になる情報も

取得可能！

強く訴求すべきポイントや

見えていなかった課題発見に

つながる！

検討可能 35.2％

やや高い印象 32.4%

高い印象 30.8%

対象外 1.6%
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ベビーカレンダー読了後アンケートの魅力！

＜全部で20問も設定可能！＞
ボリュームがあるからこそ、一度に「態度変容調査・記事についての調査・商品設計の調査」など

多くの情報を収集できるのが魅力！

年齢・お子さんの月齢・プレママorママといった、回答者情報も設定することで、どんな方が回答

されているのかも把握できます。

＜ローデータをお渡し＞（※個人情報除く）

年齢・お子さんの月齢・プレママorママといった、回答者情報も設定することで

どんな方がどのような回答をされたのかクロス集計も可能！

＜レポーティング＞
ローデータとは別に、レポーティングも作成提出いたします！

レポート例：次ページ

＜Ｎ数＝1000件以上＞（※配信条件によります）

1週間前後で1,000～2,000件程の回答を回収

設問数 最大20問可能！ 回答ローデータをお渡し！

¥300,000

1,000~2,000回答取得！

読了後アンケート
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読了後アンケートレポート例

▼子どもの人数 ▼子どもの年齢（複数回答） ▼記事を読んで、購入したいと思いましたか？

購入意欲がアップ！★★★★☆
記事を読んで「購入したい」と思った人が70％に！

購入したい

70%

他ブランドの商品を

利用している

15%

興味は持ったが、対象となる子ども

がいない

10%

あまり必要性を感じない

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

品質が良い

低価格

コスパが良い

デザインがおしゃれ

ベビーカレンダーアワード1位

その他

▼記事を読んで、魅力に感じた点は？

「品質の良さ」に魅力を感じた方が多数！
「その他」の回答では、SNSで話題になっている点や
有名芸能人愛用アイテムであることについての回答が
ありました。
次回は、インフルエンサーを活用し、SNSでのリーチ
をしつつ、「品質の良さ」を中心に訴求されるのはい
かがでしょうか？

※ レポート一部抜粋

▼「このようなミルクがあったら良い」など、ご要望などあれば教えてください。（フリー回答）

「少量のおためし商品があると、大缶を買う前に好き嫌いがわかるので助かります。」
「飲む量が増えると何さじもすくうのが大変なので、大きめスプーンがほしい。」
「20mlずつ調乳でき、持運びができる商品が増えてほしい。」
「液体ミルクの複数サイズ展開があるとうれしい。」
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広告基本方針・約款
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広告基本方針

●違法またはそれに準ずるもの、それを連想、助長させる恐れがあるものや、詐欺的なもの、

いわゆる不良商法とみなされるもの

●第三者に不利益を与えるもの

●誇大表現のおそれがある広告表現

・バナー内・リンク先ページにおいて、NO.1、世界初、当社だけなど、最大級・絶対表現のある
広告表現は原則として第三者機関による直近の調査資料などの客観的な裏付けが必要です。

※なお、その様な広告表現を使用の際は、必ず同一視界内にデータや出典および

調査機関の明記をお願いしております。
※調査データは、最新のデータを使用し、1年以内のデータであることを条件といたします。
※また、上記以外の言文でも、弊社媒体判断により修正をお願いする場合がありますのでご了承くださ

い。

●明示的あるいは暗黙に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、
不公平な基準による比較表現が含まれるもの

●紙幣・通貨（またそれに類似するもの）を連想させるもの

●性に関する表現、または性を連想させる表現で卑猥性の高いもの、その他風紀を乱したり、犯罪を
誘発する恐れのあるもの、公序良俗に反しているもの

●投機、射幸心を著しく煽るものや強迫観念を煽るようなもの

●車両等（※道路交通法第65条でいう車両と同義）とアルコール飲料の同時掲載
（※主として自動車、原動機付き自転車、軽車両をいう）

●選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する恐れのあるもの

●妊娠もしくは授乳中のアルコールやカフェイン、ハーブ等の摂取を推奨する恐れのあるもの

●ユーザーに不快感を与えるようなバナーイメージ（バナー、テキスト表記、使用画像等）

・妊娠生活や育児生活にふさわしくないもの ・体の一部分のアップ ・アラートイメージ

・振動イメージ （バナー全体が振動するイメージは不可） ・点滅イメージ 等
※バナークリエイティブは原則として、点滅の感覚が0.4秒より短いもの、コントラストの強い画面の

反転表示が
継続するもの、点滅が2秒以上継続するもの、点滅の領域が画面の多くを占めるものを基準として、掲

載の可否を

判断いたします。

●QRコードに代表される二次元コードなどの文字情報

・バナークリエイティブ内に入れる場合は、申込み時にご相談ください。注意点をご案内いたします。
・実際に機能しない二次元コードなどをデザインとして入れる場合は、機能しない旨をバナー内に明記

するか、明ら
かに機能しなことがわかるデザインとしてください。

広告表現規制
●訴求内容が不明確なもの

・gif/jpg 60KB,flash 100KBの状態の際テキストが視認不可能なもの
・バナークリエイティブとリンク先ページの内容が一致しないもの
・キャンペーン情報、レシピ情報などの記載がバナー内にある場合は、必ずリンク先ページ

（ファーストビュー：1,000x550内）に同様の記載があることが必須となります。
※入稿の時点でリンク先ページが確認できない場合は、完成イメージの画面キャプチャを送付くださ

い。

● マウスアクション規制

インタラクティブ性のあるバナー範囲内での全ての演出や操作性については、
下記の場合においてのみ、実行できるものとします。

・ユーザーがクリエイティブのマウスオーバーエリアと判断できるオブジェクトに対して
マウスオーバーの動作をした場合

・ユーザーがクリエイティブのクリックエリアと判断できるオブジェクトに対し、クリックした場合
・ユーザーの意思により、クリエイティブのアクションが促された場合

（禁止事項）
・マウスオーバーやマウスアウト動作で特定のサイトへジャンプする、もしくはポップアップが立ちあ

がる
・上記以外のその他の新たな操作概念の創出
・マウスカーソルの変形、変色。拡大、縮小、消失など、ユーザーの混乱を招く動作

●ベビーカレンダー内のコンテンツと混同する可能性のある表現
※バナーは必ず、コンテンツとの混同を避けるため、1px以上の線で囲ってください。（角丸不可）

例）ベビーカレンダーが主体的に広告していると誤認を与える可能性のある表現
例）ベビーカレンダーオフィシャルロゴ・テキストの表記
例）「レシピを投稿する」「MYニュース」「○○人おめでとう！」マークを使用する等のベビーカレン

ダー内のコンテンツ等と混同する可能性のある表現
例）茶色系統の帯（茶色系統の背景）の場合、上に重ねる文字色を白色にすることは不可、等

●OSやウェブブラウザ機能の模倣

●ベビーカレンダーと競合する会社、サービスの広告、その他当サイト運営を妨げるもの

●広告の主体社が不明瞭なもの

・画像内に広告主様の社名・製品名・サービス名等のロゴを表記し、
広告主が明確になるようにしてください。
※テキストでの表記はNGとなります。

ロゴは目視できるサイズで記載してください。

※その他、コンテンツになじまない場合など
不適切と判断したものはお断りする場合がございます。

※詳細は、広告掲載約款を参照ください。

例）

例）
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広告掲載約款

第１条（総則）
本約款は、株式会社ベビーカレンダー（以下「当社」といいます。）の運営するウェブサイト（以下「当社媒体」といいます。）への広告掲載に関する契約条件となりま
す。

第２条（広告掲載契約の成立）
1. 広告掲載の申込者（以下、「申込者」といいます。）が広告掲載の申込みを行うにあたっては、当社の定める様式の申込書（以下、「申込書」といいます。）によるも
のとします。
2. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、ここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書に本約款に定める事項と異なる記載が

ある場合にも、第６条１項に定める支払条件を除き、本約款が優先して適用されるものとします。
3. 申込者からの広告掲載申込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに、本約款と申込書を契約内容とする広告掲載契約が成立します。

ただし、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。

第３条（申込者の責務）
1. 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを

当社に対して保証するものとします。
2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。

ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第４条（広告掲載基準）
当社では、申込者からの広告掲載申込みにあたり、掲載する広告の内容及び当該広告のリンク先の内容が以下の各号（以下、「本広告掲載基準」といいます。）に該当す
るか否かの審査を行い、本広告掲載基準に違反すると判断した場合には、当社は第２条３項の承諾を行わないものとします。

（1）暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
（2）醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの
（3）性に関する表現で、卑猥性の高いもの
（4）風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの
（5）公序良俗に反しているもの
（6）犯罪的行為に結び付くもの
（7）第三者の財産、プライバシーを侵害するもの
（8）第三者に不利益を与えるもの
（9）第三者を誹謗中傷するもの
（10）妊娠生活や育児生活において身体や気分を害する可能性のあるもの
（11）当社において広告掲載不可としているサービス、商品に関するもの
（12）法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反するもの。またその恐れのあるもの
（13）広告の表現とリンク先の内容が著しく異なるもの
（14）明示的もしくは黙示的に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現が含まれるもの
（15）投機、射幸心を著しく煽るもの
（16）薬事法の定めを遵守していないもの
（17）非科学的、または迷信に類するもので、当社媒体の利用者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
（18）氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
（19）内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
（20）欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
（21）特定の宗教や政治に関するもの
（22）紙幣、通貨（またはそれに類似するもの）を連想させる表現のあるもの
（23）当社もしくは当社媒体と競合する会社、サービスに関するもの
（24）当社もしくは当社媒体の運営を妨げるもの
（25）その他当社もしくは当社媒体の品位を損なうと判断されるもの
（26）過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿
（27）内容その他につき責任の所在が不明確なもの
（28）内容およびその目的が不明確なもの
（29）内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
（30）その他、当社が不適切と判断したもの

第５条（競合排除について）
当社では事前に協議して合意した場合を除き、広告掲載に関して、競合排除 （ここで「競合排除」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告が同一時期に掲載されな
いこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。）は一切行いません。

第６条（広告料金の支払方法）
1. 当社は、申込者に対し、申込書に記載された広告掲載期間の最後の日の属する月の翌月第5営業日までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社から

請求された当該広告料金全額を翌月末までに支払うものとします。本項の規定にかかわらず、広告掲載期間が2か月以上に渡る場合など当社が特に必要と認めた場合
には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を申込書により申込者に通知するものとします。

2. 契約成立後から広告掲載開始前もしくは掲載期間中に申込者の都合による解約が行われた場合には、解約の申込がなされた日の属する月の末日までに広告料金の
請求書を発行するものとし、申込者は、第1１条の定めに従い算定された金額を翌月末までに支払うものとします。

3. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。
なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第７条（支払遅延の効果）
1. 申込者が第６条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による

支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできない
ものと

します。
2. 申込者は第６条に定める広告料金の支払を行わない場合、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利１０％の遅延損害金を支払うものとします。

第８条（広告原稿の入稿方法）
1. 申込者が当社媒体に掲載を希望する広告の原稿は、当社が指定する日時までに、当社が広告仕様書において指定する形式・形態で行うものとします

（以下、「入稿」といいます。） また、申込者がすでに入稿した広告の内容を変更する場合も同様とします。
2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。

その場合も、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間を含めて広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

第９条（広告内容の変更）
1. 当社は、広告掲載契約が成立した後も、申込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、

あるいはそのおそれがある、または本広告掲載基準に抵触していると判断した場合、申込者に対し、当該申込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の
変更を求めることができるものとします。

2. 広告掲載期間かどうかを問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に対して、
催告その他何らの手続きを要せずに、債務不履行責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができ、かつ、この場合においては、
申込者からの解約の申込があったものとして第６条２項及び第１１条の定めを適用するものとします。

第１０条（契約の解除）
1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約
の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合でも、当社は、申込者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。
(1) 本約款または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あ
るいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生 手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小
切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
(2) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または申込者の利益ま
たは信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
(3) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(4) 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または本広告掲載基準に抵触
しているとき
(5) 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき

2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が当社に対して負担する一切の債務（この広告掲載契約における債務に限らない）に関する期限の利益は直ちに喪失
するものとします。

第１１条（契約成立後の申込者の都合による解約）
申込者は、広告掲載契約の成立後においても、申込者の都合で広告配信契約を解約することができますが、その場合、申込者は、第６条２項に従い、当社に対し広告料金
に
下記の料率を乗じた算出するところの金員を支払わなければならないものとします。

（1）当社による広告ページの制作を伴わないもの
①広告掲載開始日の１５日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の５０％
②広告掲載開始日の１４日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の１００％

（2）当社による広告ページの制作を伴うもの
①広告掲載開始日の９０日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の５０％
②広告掲載開始日の８９日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の１００％

第１２条（免責）
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など

当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、
当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません

。
なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。

2. 広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、
当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。

3. 当社媒体に広告を掲載中に、当該広告からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することが
できるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。

4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は申込者との間の広告掲載契約における広告料金を
上限とします。

第１３条（秘密保持）
当社と申込者は、本約款に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、
漏洩しないものとします。

第１４条（反社会的勢力との取引排除）
申込者は、以下の各号について表明し、保証するものとする。

（1）自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、これに準ずる顧客等、又は経営に実質的に影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という)が、
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力（以下総称して「反社会的勢力」という）ではなく、過去に反社会的勢力で
なかったこと、また今後もそのようなことはないこと

（2）自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
（3）自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
（4）自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、

また今後もそのようなことはないこと
（5）申込者は、自己又は第三者をして、当社及び当社の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先（以下「関係先等」という）に対し暴力的行為、

詐術、驚異的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方及び相手方の関係会社等の業務を妨害しないこと

第１５条（管轄）
この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第１６条（準拠法）
本約款の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。

第１７条（契約条件の変更）
当社はいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載の申込みを行った日
（申込書記載の申込日）における本約款の各条項が適用されるものとします。
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企業プロフィール

「子どもがいる家族っていいよね！」を情報発信する企業

株式会社ベビーカレンダー

代表取締役社長 安田啓司

【代表経歴】

・株式会社福武書店
（現ベネッセコーポレーション入社）

女性向けサイト「ウィメンズパーク」の立ち
上げ、妊娠出産育児雑誌「たまひよ」の事業
責任者

・クックパッド株式会社
有料会員事業／広告事業、広報などを担当後、
ベビー領域、キッズ領域、ダイエット領域を
担当

会社概要 沿革

2015年6月：
「株式会社クックパッドベビー」に社名変更

2015年10月：
全国の産婦人科にレシピカードの設置を開始

2016年6月：
LINE NEWSにおける、LINEアカウントメディア
プラットフォームに参画

2016年9月：
オオサキメディカル株式会社と産婦人科向け
事業において業務提携

2017年5月：
メディア名を「ベビーカレンダー」に、
社名を「株式会社ベビーカレンダー」に変更

2018年9月：
メディア「ベビーカレンダー」が、
キッズデザイン賞少子化対策担当大臣賞を受賞

2021年3月：
東京証券取引所マザーズ市場に上場
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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


