
－妊娠～2歳まで専門家情報を日めくりでお届け－

妊娠週数や月齢で
セグメント可能な
記事広告とは？
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訴求商材：葉酸サプリ
注力顧客：妊活中・妊娠前

妊娠を意識し始めたばかりで、葉酸も最近耳にした。
葉酸の必要性等の知識はまだ乏しい。

訴求ターゲットを明確に絞り、
そこにフォーカスした記事の作成が可能に

▼記事広告原稿例

妊娠のために知っておきたい！
葉酸が必要な理由を医師が解説
おすすめのサプリメントもご紹介

①妊娠のために知っておきたい健康な体づくりに
ついて
・食生活
・運動と睡眠
・健康的な体重
・葉酸！

②妊娠と葉酸について詳しく解説
どうして葉酸が必要なの？
いつから摂れば良い？
食べ物で摂れるの？

③編集部がみつけたおすすめの葉酸サプリはコレ！

医師が解説

与件例

セグメント：妊活中の方
妊娠を考え始めた方
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セグメント例
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セグメントは自由にお選びいただけます！

セグメント例 商材例

妊娠前・妊活中
・サプリメント
・妊娠検査薬

妊娠初期 妊娠4～15週
・サプリメント
・ボディケア用品
・マタニティウエア

妊娠中期 妊娠16～27週
・マタニティウエア
・骨盤ベルト、腹帯
・ボディケア容認

妊娠後期 妊娠28～43週
・入院グッズ
・出産準備品、育児用品

（ベビーカー、ベビーウエア）

出産前後 妊娠28週～生後3か月

・育児用品
（紙おむつ、育児用粉ミルク）

・内祝い
・リフォームインナー

育児中 生後0か月～1歳
・育児用品

（離乳食、スキンケア用品）
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プラン例
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※料金の詳細は当社担当へお問い合わせください
※ご希望のセグメント・配信ボリュームによって、誘導期間は調整させていただきます
※一部、希望セグメント外のユーザーによるアクセスが発生する可能性がございます

記事広告 セグメントプラン例① ボリューム 料金（税抜グロス）

セグメント内容 妊娠4週～48週 ※お問合せ下さい ※お問合せ下さい

記事広告 スクロールタイアップ1本 2万PV保証 ¥1,000,000

制作メニュー 専門家手配 ーーー ¥150,000

合計 ※お問合せ下さい

記事広告 セグメントプラン例② ボリューム 料金（税抜グロス）

セグメント内容 妊娠前・妊活中 ※お問合せ下さい ※お問合せ下さい

記事広告 スクロールタイアップ1本 2万PV保証 ¥1,000,000

制作メニュー マンガ記事 ーーー ¥300,000

合計 ※お問合せ下さい

各ボリューム調整も遠慮なくご相談ください！

人気制作メニューでの一例です！



メニュー詳細
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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 短納期プラン

人気の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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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。



ベビーカレンダー
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妊娠・出産・育児に関わる人を支援

妊娠から育児までの信頼できる情報とリアルな声が集まる場

約500万PV

※2021年11月時点

2015年4月1日 株式会社イーウェルから「ハッピーママ」事業取得
2015年5月1日 「クックパッドベビー」へ名称変更
2017年5月27日 「ベビーカレンダー」へ名称変更
2021年3月25日 東京証券取引所マザーズ市場に上場

月間閲覧数

約2.40億回

月間利用者数

約1,055万人
メディア
専門家監修の生活に
役立つ記事を毎日
配信。

編集部署名記事
月間制作

約750本
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ユーザー属性

妊娠中・乳児期・幼児期がそれぞれボリュームあり
妊娠中 ：39%
0～12ヶ月：47％
1～3歳 ：33%
4歳以上 ：23%

お子さんの年齢

※2021年5月自社ユーザーアンケート調査より

※複数回答プレママ・ママ

プレママ・ママが多数

妊娠中

38.9%

育児中

60.6%

その他 0.5%

0.48%

9.99%

5.82%

7.02%

9.11%

11.48%

12.84%

10.87%

35.79%

17.17%

12.56%

9.19%

いずれでもない

6歳以上

5歳

4歳

3歳

2歳

1歳

生後7～12ヶ月

生後0～6ヶ月

妊娠後期（8～10ヶ月）

妊娠中期（5～7ヶ月）

妊娠初期（0～4ヶ月）
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ベビーカレンダーの強み

「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

コンテンツを生み出し続ける組織力

権威のある監修陣

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

管理栄養士 堤ちはる

皮膚科 馬場直子

助産師 加藤千晶

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！ 全100名以上！

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750本

※2022年5月時点

相模女子大学栄養科学部 教授
厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会委員

神奈川県立こども医療センター皮膚科部長
横浜市立大学皮膚科臨床教授
小児アトピー性皮膚炎など、専門は小児皮膚科学全般

杏林大学保健学部看護学科助産師課程准教授

ユーザーから
の

“信頼”
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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


