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株式会社ベネッセコーポレーション 
情報サービス開発部 

TEL：０３－５３２０－１１５６ 

ベネッセコーポレーション  
妊娠・出産・育児媒体のご紹介 



■たまひよ系媒体 ラインナップ 
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創刊以来､部数､シェア､人気ともにＮＯ.１の妊娠・出産・育児専門メディアです｡ 

※「＊」の部数は、印刷証明付部数です。 

71,177部 133,143部 

80,000部 

86,000部 

妊娠がわかったら最初に読む本 

妊娠・出産・育児期の女性をターゲットとして絞り

込んだ広告展開に有効なメディアです。 

また、読者は次々に入れ替わりますので、効率的

な広告展開が可能です。 

 

 

 

●たまひよ5誌単号発行部数合計約43万部、高いジャンルシェア 

●ママ層からの支持だけでなく､パパ層への接触も可能 

●産前・産後の月齢を絞った訴求 

特長 と 媒体力 

●高い閲読率、高認知 

●情報（=広告）が響きやすいターゲット特性 

●誌面に留まらない展開が可能/媒体力を背景とした付加価値 

働く、育てる、暮らす。いろんな私を楽しむ 

たまひよは、 

＊ ＊ ＊ 

400万部万部／年 

48,700部 



2 

■たまごクラブ 

■雑誌名 ：たまごクラブ 
■発行形態：月刊誌（毎月15日） 
■創刊  ：1993年10月 
■発行部数：71,177部※ 
■読者年齢：30.7歳（平均年齢） 

※JMPA印刷証明部数2016年10-12月 

対象は第1子妊娠中期～後期のプレママ。赤ちゃんが無事に生まれる 
「出産」というゴールをめざし、赤ちゃんのためにできることについて 
妊娠中の情報収集を惜しまない積極的な読者です。 
出産準備グッズ・名づけ・体重管理＆産後の体形戻し・安産のための 
テクニック・妊娠線ケア・食事・胎教などの記事に注目が集まっています。 
特集にはすべて、産婦人科医や助産師、スペシャリストが 
最新の医療に基づいて監修しています。 
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読者の有職率50% 読者の居住地域（三大都市圏） 
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マタニティジャンル実売No.1。 
約半年で読者は入れ替わり。 

妊 娠 し た ら 
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■ひよこクラブ 

■雑誌名 ：ひよこクラブ 
■発行形態：月刊誌（毎月15日） 
■創刊  ：1993年10月 
■発行部数：133,143部※ 
■読者年齢：30.5歳（平均年齢） 

※JMPA印刷証明部数2016年10-12月 

対象は第1子の出産後から2歳までの赤ちゃんをもつママ。 
読者参加型で、毎日の育児グッズや 離乳食、お出かけ情報など 
育児情報全般に興味関心が高い。育休中の読者も多く、 復職準備特集や 
保育園、ワーママ企画が最近注目されている特集です。 
「ママだけの育児から社会全体での育児」といった観点も積極的に特集。 
政治家、ジャーナリスト、芸能人など幅広い方の「育児」についての 
意見を掲載中。また医療情報、食育情報等はすべて医師、専門家に監修 
頂いた最新情報を提供。育児世代に圧倒的支持を得ています。 

読者の有職率46％ 読者の居住地域（三大都市圏） 

出産育児ジャンルNo.1。 
約1年半で読者が入れ替わります。 
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■初めてのたまごクラブ 

■雑誌名 ：初めてのたまごクラブ 
■発行形態：季刊誌（3、6、9、12月の15日） 

■創刊  ：2001年3月 
■発行部数： 86,000部※ 
■読者年齢：30.6歳（平均年齢） 

※JMPA印刷証明部数2016年10-12月 

対象は第1子妊娠の超初期。妊娠が分かって早々に、 
産婦人科受診の直後に購入いただく読者が圧倒的多数。  
読者平均妊娠月数が妊娠2.8か月と、どのマタニティ誌よりも 
妊娠超初期の読者にリーチできます。 
読者は、これから始まる妊娠生活について期待と不安も高く、 
「つわり」「体の変化」「Q&A」「これからの自分の体や肌質の変化」 
「食事の食べていいものｖｓ悪いもの」など、課題解決型の情報に敏感です。 

読者の有職率66％ 読者の居住地域（三大都市圏） 

妊娠「超」初期に 
どこよりも早くリーチ。 
季刊であり、書店で 
長期間販売されます。 
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■1才2才のひよこクラブ 

■雑誌名 ：1才2才のひよこクラブ 
■発行形態：年2回（5、11月の15日） 

■創刊  ：2011年11月 
■発行部数： 48,700部 
■読者年齢：31.8歳（平均年齢） 

ひよこクラブの姉妹誌 
夏秋号はおむつはずれ。冬春号はイヤイヤ特集と1才からの二大悩みを 
それぞれの号で大特集。教育熱心な読者が多く、運動能力を高める特集、 
脳を刺激する特集、食育、より良いグッズ情報など、 
常に一歩上の情報を提供しています。 

読者の有職率43％ 

1才からの悩みを解決！ 
教育熱心な読者 
にアプローチ 
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■bizmom（ビズマム） 

■雑誌名 ：bizmom（ビズマム） 

■発行形態：年2回（6、12月の15日） 

■創刊  ：2005年12月 
■発行部数： 80,000部 
■読者年齢：30代前半 

出産しても働き続けるママは10年前の3割から5割に増え、 
ママになっても働き続けることが普通の時代に。 
とはいえ、子育てしながら働き続ける上で毎日に課題はつきもの。 
育児と仕事の両立には正解はなく、100人いれば悩みも100通りです。 
約半数の読者が世帯年収800万円以上の世帯。 
ビズマムはたくさんのワーキングマザーの悩みや日常の本音を集めて、 
働くママのリアルを追及していきます。 

働く、育てる、暮らす。 
いろんな私を楽しむ 
ワーキングマザー向け 

ライフスタイルマガジンの 
決定版 
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就業状況 世帯年収 
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■たまひよSHOP 商品同梱 

■たまひよSHOP 
for Maternity（ 20代後半～30代前半第一子妊娠中の妊婦） 

for Mama&Baby（妊娠7ヵ月以降の妊婦さんのいるご家庭） 

for Baby（ 0ヵ月～24ヵ月までの赤ちゃんのいるご家庭） 

■発行形態： DM/雑誌付録 
 【Maternity・Mama＆Baby】⇒「たまごクラブ」付録 

  【Baby】           ⇒「ひよこクラブ」付録 

■発行部数： 雑誌部数に準ずる 
■ユーザ年齢：28-35歳前後 

【ショップ特徴】 
①赤ちゃんのために「安心・安全」であることを最優先に 
②何気ない日も特別な日も一瞬一瞬の想いを大切に残せる
アイテムを 
③ママと赤ちゃんをサポートするのはママ達のリアルな体
験から生まれたアイデアと工夫 
④赤ちゃんのものを選ぶとき、私のものを選ぶとき、その
時々で「自分らしさ」を楽しめるデザインをラインアップ 
 

ママと赤ちゃんのとっておき  
「たまひよSHOP」 

通販商品購入者への 
サンプル、チラシ、冊子同梱 

各通販誌への 
特殊面（表3）掲載 

◆発行部数：50万部/キャンペーンあたり 
◆カタログ掲載タイミング：９月/２月 
◆掲載期間：春夏キャンペーン2月～8月 
      秋冬キャンペーン9月～1月 
◆特殊面 表３：150万円G 
◆申込締切：発行日の6カ月前 
（詳細は問い合わせください） 
◆校了日：発行日の40日前 
（詳細は問い合わせください） 

【Maternity]】【Mama＆Baby】 

◆発行部数：150万部／キャンペーンあたり 
◆カタログ掲載タイミング：９月/２月 
◆掲載期間：春夏キャンペーン2月～8月 
      秋冬キャンペーン9月～1月 
◆特殊面 表３：200万円G 
◆申込締切：発行日の6カ月前 
（詳細は問い合わせください） 
◆校了日：発行日の40日前 
（詳細は問い合わせください） 

【Baby】 

パンフレットや抜き刷り、サンプルをベネッセの通販購入者に 
同梱することが可能です。申込締日は配送希望日の４５日前。 
 

同梱料金 100円G／通 

※同梱物、納品スケジュールについては 

詳細お問い合わせ下さい 



■広告料金表 

たまごクラブ＆初めてのたまごクラブ ひよこクラブ 

掲載面 料金 サイズ 

表4 1,300,000 280×221 

表2見開き 1,750,000 297×462 

特表2見開き 

第1～3 

1,700,000 297×462 

表3 750,000 297×231 

目次対向 

第1~2 

860,000 297×231 

 

目次裏見開き 1,700,000 297×462 

４C1P  750,000 297×231 

４Cタテ1/3P 380,000 267×64 

１C1P 430,000 297×231 

１Cタテ1/3P 200,000 267×64 

ハガキ１C 

（中面） 

1,100,000 148×
（107+20) 
※キリトリ線
つき 

ハガキ１C 

（巻末） 

800,000 148×107 

タイアップ 

制作費（１P） 

250,000
（ネット） 

掲載面 料金 サイズ 

表4 1,500,000 280×221 

表2見開き 2,200,000 297×462 

特表2見開き 2,130,000 297×462 

表3 900,000 297×231 

目次対向 1,000,000 297×231 

目次裏見開き 2,130,000 297×462 

４C1P  900,000 297×231 

４Cタテ1/3P 450,000 267×64 

１C1P 550,000 297×231 

１Cタテ1/3P 300,000 267×64 

ハガキ１C（中
面） 

1,300,000 148×
（107+20) 
※キリトリ線
つき 

ハガキ１C（巻
末） 

1,000,000 148×107 

タイアップ 

制作費（１P） 

250,000
（ネット） 

bizmom 

掲載面 料金 サイズ 

表4 1,800,000 280×221 

表2見開き 2,700,000 297×462 

表3 1,100,000 297×231 

４C1P  1,100,000 297×231 

ハガキ１C

（中面） 

1,350,000 148×
（107+20) 
※キリトリ線つ
き 

ハガキ１C

（巻末） 

1,250,000 148×107 

タイアップ 

制作費（１P） 

300,000
（ネット） 

【たまごクラブ】 

A4変形判 無線綴  

定価650円 毎月15日発売（標準発売日） 

 

【初めてのたまごクラブ】 

A4変形判 無線綴 210ページ前後 

定価650円 3・6・9・12月の15日発売 

【ひよこクラブ】 

A4変形判 無線綴  

定価650円 毎月15日発売（標準発売日） 

 

【1才2才のひよこクラブ】 

A4変形判 無線綴  

定価700円 5・11月の15日発売 

【bizmom】 

A4変形判 無線綴  

定価650円  6・12月の15日発売 

株式会社ベネッセコーポレーション 
情報サービス開発部 

TEL：０３－５３２０－１１５６ 

１才２才のひよこクラブ 

掲載面 料金 サイズ 

表4 1,800,000 280×221 

表2見開き 2,700,000 297×462 

特表2見開き 2,600,000 297×462 

表3 1,100,000 297×231 

４C1P  1,100,000 297×231 

タイアップ 

制作費（１P） 

250,000
（ネット） 


