
－妊娠～2歳まで専門家情報を日めくりでお届け－

「マンガ×〇〇」で
タイアップ記事効果を
最大化しませんか？
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ベビーカレンダーの強み「マンガ」

▼マンガ記事が豊富だと思うママメディアは？
（ｎ＝297）

空いた時間にストレスなく読めました♪

わかりやすかったです！

ベビーカレンダー 101ポイント

ママメディアA 70ポイント

ママメディアB 44ポイント

ママメディアC 30ポイント

ママメディアD 27ポイント

ママメディアE 18ポイント

ママメディアF 7ポイント

▼マンガタイアップ記事に
ポジティブな印象をもった方

98％以上！（※）

※タイアップ記事広告態度変容調査（22年1月～2月）より

＜マンガのメリット＞

■文章量が少なく、イラストで理解できるから
＝スキマ時間にサクッと読める！＆ライトユーザーや忙しいママとの親和性が◎！

■絵で表現することでイメージしやすくなり、難しい内容もわかりやすく伝えることができる！

■ママキャラクターで体験シーンを見せたり、ママキャラクターが心の声を発することで
「あるある！」「そうそう！」といった共感をうみやすく！

マンガ記事
50％以上

月の記事数750本

①月に約750本記事配信しているうちの、半数がマンガ記事！
②記事ランキング上位に多く入る形式！
③マンガ家100名以上！

POINT

約1.5倍！

マンガを活用し、さらにタイアップ記事効果を最大化するには・・・？
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マンガ活用術①マンガ×アンケート

★ベビーカレンダー発信色がアップ！
★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！

主な効果

＜方法＞
ベビーカレンダー編集長をキャラクター化し、
アンケート結果を発表するマンガに！

編集長

・20～30問設定可能！

・1週間程度で、約1,000～2,000程の回答を回収！

・ローデータ納品可！
調査目的の質問も織り交ぜ、次の施策に向けた材料にも！

アンケート

支持される
ポイント

https://baby-calendar.jp/special/article/cow-soap/kewpie-baby/02
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専門家

支持される
ポイント

マンガ活用術②マンガ×専門家

専門家

・全100名以上！

・産院向け事業を展開しているベビーカレンダー特有の専門家ネット
ワーク！

・「専門家相談」コンテンツが常設されているから、記事に専門家が
登場することが自然に受け入れられています！

★専門家を起用した際の硬くなりがちな情報を
ライトに見せる！

★文字だけでは難解な説明をよりわかりやすく！

主な効果

＜方法＞
専門家をキャラクター化し、権威性のある情報を
マンガ内で展開！

https://baby-calendar.jp/special/article/meg-snow/snowbaby/03

4

https://baby-calendar.jp/special/article/meg-snow/snowbaby/03


©baby calendar Inc.

体験レポート

支持される
ポイント

マンガ活用術③マンガ×体験レポート

・客観的なレビューを多く取り込めるため、
信頼性の高い情報に！

・ママの実際の体験談から、共感・興味関心を引くことが可能！

★商品（サービス）の利用シーンを具体的に想起
させることが可能！

★インフルエンサーを活用することで、さらなる
情報の拡散も！

主な効果

＜方法＞
モニターによる商品（サービス）の体験シーンを
マンガで表現！

イヤイヤ歯みがきのお助けアイテム
シュガーレスのタブレット
（ミュータンスコントロール「オー
バルゲンDC」と「キシリトール」
をダブル配合）

https://baby-calendar.jp/special/article/beanstalksnow/hakira_tab/01
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※上記イラストレーター以外にも、多数在籍。
※イラスレーターの指定はできかねますが、ご希望を伺いながら決定してまいります。

マンガテイスト例

かわいい

スタイリッシュ

マジメ ギャグ

山口がたこ たぐちまり

サトウユカ はたこ

キヨ

まっふ やましたともこ

しおみなおこ こちょれーと

和田フミ江 ババア

みいの

マンガ家100名以上！
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マンガタイアップ記事広告メニュー
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記事制作メニュー

制作物 ご提供内容
制作追加期間

（目安）

料金

（グロス）（税別）

 専門家手配
小児科医、助産師、管理栄養士など有資格者に監修を依頼できます。

取材が必要な場合は、別途取材費用が掛ります。

※メディアポリシーに基づく掲載可否確認が必要となります。

 ＋10日  ￥150,000～

 マンガ記事
マンガライターを手配し、コンテンツ作成～イラスト作成まで編集部がディレクションします。

ライターへの謝礼込。

作成した素材納品についてはご相談下さい。

 ＋10日  ￥300,000～

 アンケート記事
ベビーカレンダー会員を対象にアンケートを実施、その内容をまとめて記事化します。

※最大20問まで、想定回答数500～

実施したアンケート結果納品についてはご相談ください。

 ＋10日  ￥300,000～

 取材
編集部が取材に出向き、インタビュー記事等を制作いたします。（撮影費込）

※移動費や場所代等、別途実費をご負担いただく場合がございます。
 ＋5日  ￥250,000～

 座談会
座談会をアレンジします。子どもの年齢等オーダーを受け、4名程度のキャスティングから

当日の司会進行まで行います。

撮影および参加者への謝礼は込となります。※撮影した素材の納品についてはご相談ください。

 ＋10日  ￥400,000～

 体験レポート
モニターを手配し、オーダーに添うような体験の場を提供いたします。

その内容をまとめ、タイアップ記事に仕上げます。

モニターへの謝礼込となります。

 ＋10日  ￥300,000～

 サンプリング
ベビーカレンダー会員を対象に実施。使用感アンケートを回収いたします。

※サンプリング上限100名

※商品を送付する際の郵送料により料金の変動がございます。

 ＋10日  ￥700,000～

 動画制作・設置
編集部のデレクションにより動画作成を行います。

※移動費や場所代等、別途実費をご負担いただく場合がございます。

※既存動画の設置は無償。

 ＋20日  ￥300,000～

イラスト アイキャッチ画像など、1枚～マンガイラスト画像の制作が可能です。  ＋10日 ￥50,000～

インフルエンサー
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で展開が可能です。

※インフルエンサーマーケティング詳細ページ参照
 ＋10日 要見積り

※メディアポリシーに基づく掲載可否確認が必要となります。

※編集権はベビーカレンダーが保有します。

※仕様変更等によりメディア内アーカイブは継続できない場合がございます。
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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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ポイント

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！

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
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