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2010年11月19日（金）発売予定 

2010年9月1日 

ぴあ株式会社レジャーグループ 

2010 首都圏版
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01．はじめに 

●読者ターゲット 
３～６歳をコアに、０～７歳の子供を持つ首都圏に在住するママ・パパ。 

●販売拠点 
首都圏大手書店ほか、母親層の購買を狙い、スーパー書店コーナー、スーパー併設の書店、 
コンビニエンスストアをメインに配本。 

●発売日等 
●誌 名 ： 冬ぴあファミリー こどもと遊ぼう 2010 首都圏版 
●発売日 ： 2010年11月19日（金） 
●体 裁 ： Ａ４変型・中綴じ 
●発行部数 ： 90,000部予定 
●定 価 ： 690円（本体657円） -予価- 

媒体概要 

【2009年版表紙】 

季節限定ぴあファミリーシリーズの１ブランドとしてご好評をいただいている季刊「こどもと遊ぼう」の2010年冬号を今年も 
発刊いたします。 

コンセプトは、「バリュー＆リーズナブル」。 
本誌を読むことにより、お出かけ先で「思い出」や「経験」などの“付加価値＜バリュー＞”を見つけられ、支払った金額よりも 
ずっと大切なものを手に入れられる“お得感＜リーズナブル＞”がある、そんな意味を込めています。 

おかげさまで、「ファミリーレジャー誌」のジャンルでは市場にすっかり定着し、冬のファミリーレジャー誌ではトップシェアとなりま 
した。 

今回は、この「冬ぴあファミリーこどもと遊ぼう」での、年賀状企画をご案内いたします。 
家族でのおでかけの写真を年賀状にしたり、こどもと一緒にオリジナルの年賀状を作ったり、と、家族の冬の年賀状作りを提 
案する企画となっております。 

是非御社宣伝展開の一環としてご検討いただけますと幸いです。
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０２．読者データ ※2009年発行「こどもと遊ぼう冬号」読者アンケートより抜粋 
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０３．企画概要 

雑誌「冬ぴあファミリーこどもと遊ぼう」にて、年賀状作りを提案する編集2Pを掲載。 
この編集ページ内では、どんな家族でのおでかけ写真を選び方や、ぴあファミリーシリーズのキャラクターである「ピピ太」のイラストレーター 
である天明幸子さんのオリジナルフレームの紹介などをいたします。 
その後、本企画にご協賛いただけるクライアント様のタイアップページへと続けます。 

① 雑誌『冬ぴあファミリー こどもと遊ぼう』 

純広告 
年賀状企画 
導入編集 タイアップ 

＜イメージ＞ 

タイアップ タイアップ 

WEB「こどもと遊ぼう」にて、冬の特集のひとつとして年賀状作り特集を掲載。 
雑誌の編集コンテンツを掲載しながら、天明幸子さんオリジナルフレームのダウンロードができるようにいたします。 
また、ご協賛いただいたクライアント様のタイアップページもWEBコンテンツにアレンジして掲載いたします。 

②  WEB『こどもと遊ぼう』 

TOPページ 年賀状特集1P 

ダウンロード 
ページ 

クライアント様 
タイアップページ 

クライアント様 
タイアップページ 

＜イメージ＞
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０４．雑誌展開 

以下のようなイメージの2P編集の直後に、御社の年賀状関連商品の紹介をいたします。デザインは、導入編集とイメージを合わせ、 
自然な流れでタイアップページへとつなげます。（※競合排除はいたしませんので予めご了承くださいませ。）
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０５．WEB展開 

SAMPLE 

家族のおでかけ写真で年賀状作りにチャレンジ！ 

オリジナルフレームで作ろう♪ 

ダウンロード 

おすすめプリンタで簡単年賀状… 

ダウンロードページ 

ご協賛クライアント様 
タイアップページ 

【TOPページ】 【特集ページ】 

特集コンテンツのひとつとしてTOPページより特集ページへ誘導します。（期間：11月19日～12月31日予定） 
特集ページでは、雑誌と同様のコンテンツを掲載し、オリジナルフレームのダウンロードと各クライアント様へのタイアップページへ誘導します。
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０６．企画料金・スケジュール 

＜プランA＞ 年賀状企画内4C2P編集タイアップ ＋ WEB紹介 

【 新規撮影可／制作費込 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 企画料金 ２００万円 

＜プランB＞ 年賀状企画内4C1P純広告＋4C1P編集フォロー ＋ WEB紹介 

【 新規撮影なし・素材ご提供／制作費込 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 企画料金 １１０万円 

＞＞＞同時期に発売される（11/11発売）「冬ぴあ首都圏版」とのお得なセット出稿も可能です。 

※「冬ぴあ首都圏版」4C1P純広告定価90万円 

＜プランA＞ ＋ 「冬ぴあ首都圏版」4C1P純広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ セット料金 ２５０万円 

＜プランB＞ ＋ 「冬ぴあ首都圏版」4C1P純広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ セット料金 １６０万円 

◆ お申込み締切：2010年10月1日（金） 

◆ お問い合わせ 
ぴあ株式会社 レジャー営業ユニット  TEL 0332651423／FAX 0332651458 

※競合他社排除はいたしません。掲載順序は弊社にお任せください。 
※3社以上の協賛をもって企画成立とさせていただきます。予めご了承くださいませ。 

参考：「こどもと遊ぼう」4C1P純広告定価１１０万円
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サイト全体 

約600,000PV/月 
TOPページ 約7万PV／月 

UU数  6万人 

○職業 

●ユーザープロフィール 

○こどもの現学歴 

●サイトの特徴 

・季節のおでかけ情報や、お得に楽しむコツなど充実の特集を毎月展開。 

・こどもと一緒に楽しめる、ぴあオススメのイベントや映画、演劇、アート、音楽、スポーツを紹介。 
そのままチケット購入することもできます。 

・いま話題のトピック情報をはじめ、ファミリーレジャーやアミューズメントスポットの最新情報、 
子育てに関するニュースなど旬のネタを毎日発信！ 

・「注目の情報」欄では、見逃せない記事をピックアップ！ 
タイアップも積極的に取り込みます。 

・キッズ向けの楽しいおもちゃプレゼントや、お得なクーポンを掲載。 
季刊MOOK「こどもと遊ぼう」（春・夏・秋・冬 年4回発刊）と連動したクーポンを掲載しています。 

・エリア・ジャンルはもちろん、ママやキッズのお好みに合わせたスポット検索が大人気!! 
年齢や季節にあわせたおすすめ検索もできます。 
全国1,700件以上のレジャースポット・遊び場・ショップなどから、 
お気に入りのスポットを見つけよう。 

ピピ太の秘密も初公開！ 
かわいいコンテンツも配信 

※2010年前期アンケート調査より 

○普段の遊び 

※2010年６月～2010年８月実績平均 

【資料】  WEB「こどもと遊ぼう」 メディア概要
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【巻頭企画】 
WEBでハガキで応募して“得”しよう！ 読者限定スペシャルプレゼント（＆WEBサイトクーポン） 

⇒合計700名様に当たる！ 冬休みに行きたいゲレンデやレジャースポット、人気イベントなどのチケットを中心に、レアな映画グッズ 
など一挙大放出。 

【巻頭ニュース】 
ホットな情報満載！ 冬のおでかけ最新NEWS 

⇒この冬注目のおでかけトピックスやニューオープン情報、シーズンイベントの数々をダイジェスト記事風に展開。 
○ニューオープン＆リニューアルオープン（羽田空港新国際線旅客ターミナルビル ほか） 
○おでかけイベント＆トピック 
○東京ディズニーリゾート 

【資料】 雑誌「冬ぴあファミリー」編集内容① ※編集内容は変更になる場合がございます。 

別冊付録大特集！！ 別冊付録大特集！！ 

キッズパークやスノーアクティビティを家族で満喫！ ファミリーゲレンデで雪あそび攻略 

⇒本誌コア読者層3～6歳を意識し、スキーはもちろん、「雪遊び」情報にクローズアップ。 
○ファミリーゲレンデ読者モデル体験レポート 
○キッズパーク＆アクティビティで比較！ おすすめゲレンデ選び 
ほか、目的別選び：スクール、イベント、宿泊、温泉、etc、、、 
○行きたいゲレンデをファミスキアイコンでチェック！ 2011高速道路別最新ゲレンデカタログ ほか 

【冬の巻頭特集】 
遊べる、学べる、のびのびできる！ あったかインドアスポット 

⇒遊具がいっぱいのプレイランド、キャラクタースポット、スケートリンクなど、冬の寒さへっちゃらの屋内で楽しめるさまざまなスポッ 
トを紹介。 
○キッザニア東京／プレイスポット／TV局／キャラクターパーク／スポーツパーク 
○工場見学／各種ミュージアム ほか 

＞＞＞約50Pを予定
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【レギュラー特集】 
キッズだいすき！ ファミリーエンタメ＆イベント2010-11 ～Xmasから春休みまで～ 
⇒キッズが夢中になって大はしゃぎの各種テーマを設定。仮面ライダーやプリキュア、イナズマイレブンなどのキャラクターショーやクリス 
マス＆年末年始イベントのほか、冬休み映画、いきもの博、のりもの博、アート、音楽、スポーツなど。 

【冬の企画特集①】 
子供と楽しむ東京スカイツリーと正月下町さんぽ 
⇒年末には495ｍに達する東京スカイツリーと、その観光客で賑わう下町エリアを特集。正月の浅草エリアをメインに、浅草寺・牛嶋 
神社・亀戸天神社ほか初詣スポット、展望レストランや展望スポット、子供連れにおすすめの下町飲食店を紹介。 

【冬の企画特集②】 
キッズもママもうれしい親子カフェ＆レストラン 
⇒子供連れ歓迎の飲食スポットをエリア別に紹介。『キッズルームあり』『子供用アメニティあり』『キッズメニューあり』『アレルギー対応あ 
り』ほか、キッズ満足でママも安心の最新レストラン＆カフェカタログ。 

【冬の企画特集③】 
家族でホ～ンワカ温浴パーク週末プラン 
⇒小さい子供が入場OK、ファミリーに嬉しいおすすめ温浴パークカタログ。年齢別の楽しみ方・ママパパの注意点や、お得に利用する 
ためのポイントなどを詳細にガイド。 

【冬の企画特集④】 
乳幼児連れにおすすめファミリーホテル 
⇒「遊具」「離乳食」「アメニティ」など、乳幼児向けサービス・設備が自慢のホテルを厳選紹介。ホテル周辺のレジャー施設やゲレンデへ 
のアクセスも併記。 

【冬の企画特集⑤】 
12月から解禁 イチゴ狩りデビュー！ 
⇒12月から始まり2月までが旬のイチゴ狩り。子供の味覚狩りデビューで気をつけたいポイントのハウツーや、首都圏のおすすめ農園と 
その周辺の観光スポットまでをカバー。 

【資料】 雑誌「冬ぴあファミリー」編集内容② ※編集内容は変更になる場合がございます。


