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子供には手作りのものを
身のまわりを飾るものはハンドメイドで美しく

「ママのリメイク発表会」

「デコアートリボンで
入園グッズを手作り」

「デコアートリボンで
ガーリーメイド」

芸能人ママ モデルママ　

プレスママ

Hand made

Education

Papa

Models

Money

nina's読者は子供の教育にも熱心です。とりわけ心を育てる教
育、可能性を育てる教育に興味を持っているnina's読者。ア
ンケートでも習い事や知育グッズに関する回答が目立ち、その
関心の高さが伺えます。

nina'sはパパ向けの記事も多くあるため、パパとマ
マ２人で読んでくれている率も高くなっております。
田村亮さんの育児連載を始め、パパ向け子育て論
や、パパ向け育児グッズ、日曜大工など、定期的に
特集されるパパ向け記事はどれもバリエーション豊
富で、わかりやすいと好評です。人気芸能人がパ
パとして登場してくれるのもnina'sならでは。アンケー
トでも、パパの育児参加率は１００％で、休日には子
供と遊んだり、家族でアウトドアを楽しむなど、育児
に積極的なパパが多いことがわかりました。

家庭的でおしゃれなnina's読者は手作りも得意で
す。特に、身のまわりを飾るものや、子供が身に
着けるものにはこだわりがあり、既成のものをアレ
ンジしたり、オリジナルのものを作るなど手作りを楽
しんでいます。

ママの有職率が高いnina's読
者は、車所有率も高く、世帯収
入にもゆとりがあります。また自
分磨きにも関心が高いため、子
供が小さいうちから、自分の習
い事をしたり、職場復帰をしてい
る読者も多くみられます。平均
年1回の海外旅行は、子供を連
れて楽しみます。

nina'sの特長の一つに、いろいろな業界の輝く
ママがたくさん登場することが挙げられます。大き
くわけて、芸能人ママ、モデルママ、プレスママ。
nina's読者は、それぞれ活躍している業界は違っ
ても、同じママとしての子育て術や、親子おしゃれ、
ママづきあいの悩みなどを伝えてくれるリーダーマ
マに、共感し憧れています。

nina's読者は子供の教育にも熱心　
絵本の読み聞かせや、
知育グッズにも関心が高く

パパの育児参加率100％！  休日は家族でアクティブに過ごします

憧れママがたくさん登場
タイアップにも起用可能です

最多世帯収入は650万円。車所有率は67％　
年1回の海外旅行や自分の習い事など、ゆとりある暮らしを楽しんでいます

「子育てのヒントをくれた1冊　ママとパパの本棚」

「おれの子育て」 「パパ大活躍　カンタンたのしい日曜大工」

「street family snap  すてきパパ、見つけました！」 「nina's for papa！　男の子育てギア」

「幸せママの時間割」「有名人ママ、パパ３０人が
子育てトーク！

子供のためにできること。」

「アパレル業界ママが予報！　
おそろスタイル新ルール10」

「クルマのなか、お部屋化してます!!」 「旅好き家族の旅行かばんの中身」 「みんなはじめる？　ママの習いごと事情」

「ワガ家の１冊を選ぶ　
いい絵本、ありますか？」

私らしく、 親子ライフ

ママになって   さらに輝く!!

を楽しむ達人です

「連載　田村亮のパパ日記　子の背中を見て親は育つ」



Family

Fashion

Eat

nina'sは、ママだからってあきらめない、
ママだからこそ、おしゃれや子育てを私らしく楽しむ。
そんな新世代のママに向けたファッション＆ライフマガジンです。
ここでは、アンケートからnina's読者の特性を読み解きます。

ママだからこそできるおしゃれをアクティブに楽しむnina's読者。家族で、色、柄をお揃いにしたり、同じアイテムを着こなすなど、さりげないおしゃれを楽しんでいます。
子供服ブランドの知識も豊富で、新製品には敏感。ニュースページに掲載されたアイテムは毎回多くの問い合わせが寄せられるなど、流行感度は抜群です。

nina's読者は、ママとして食の
面からも家族の健康を守りま
す。口に入れるものは、楽しみ
ながら安心安全な手作りを。新
レシピにも積極的にチャレンジ
します。お取り寄せで、おいしい
ものを探すことも大好きです。

nina's読者は、ビューティ、ヘ
ルスケアにも興味があり、産後
ビューティ記事や、ママ自身の
健康を守る連載などは人気の
高い記事です。また、最近では
マタニティヨガや、ベビーマッ
サージなど、ママならではの親子
で楽しめるビューティ情報にも
関心が高まっています。

読者の子育て率はプレママも含むとなんと１００％！　2
人以上子供がいる率は59％です。最も多い家族形態
は、4人家族、3歳、1歳の子供2人。家族の協力を仰
ぎながら家事、育児、仕事も楽しみ、自分らしく輝いてい
る新世代のママたち＝nina's読者です。

nina's読者特性

親子でおしゃれにコーディネート
ママだからこそできるおしゃれを楽しむ！

家族の口に入れるものは
こだわりをもって手作りを
お取り寄せも大好きです

ママになってさらにキレイに！　
産後ビューティ、ヘルスケア記事も充実

「親子でSNAP×SNAP×SNAP」

Home

居住空間にも自分らしさを求めるnina's読者。持家率も53%と高く、これから家を持とうと考えている読者
23%も含めると全体の8割近くになり、家を持つことへの関心の高さが伺えます。また最近では、リノベーショ
ンや、三世代住居など、新しい形での住まい方に関心の高い読者も多いことに加え、賃貸住宅であっても
インテリアに工夫を凝らす読者も多く、居住空間の充実を提案する記事は、アンケート人気上位に常時ラ
ンクインしております。

持家率は53％
自分らしく居住空間を充実させて

「夏を楽しむ家づくり」 「家族時間がもっと楽しくなる！　家づくり」

「大人ごはんと一緒につくるかんたん離乳食」

「キッズが喜ぶパーティレシピ」

「うちの、おいしいお取り寄せ」

「産後ビューティQ&A」

「パパスタイリストが提案！　ママ＆キッズのリアル秋スタイル」

「ウワサのBeauty掲示板」 「mamaのカラダを守るページ
　ママカラ」

「おNEW親子服、見せて！」

「nina's topic」

読者平均年齢は27歳　子育て率は100%　
最も多い家族形態は、4人家族、
3歳、1歳の子供2人です

私らしく、 親子ライフ

ママになって   さらに輝く!!
読者は

Beauty



料理部コラボ部

手芸部

生地メーカー×nina's手芸部のコラボ。柄からすべてnina's手芸部オ
リジナルで起こしました。ともするとファンシーになりがちな手芸用の生
地に、いままで全く使われたことのなかった世界観をいれることで、今ま
でにない生地を制作することができ、クライアント様、ターゲット顧客両
方から大変な支持を受け、その後リピートされた企画です。

生地メーカーとコラボ。オリジナルの生地づくり

例えばこんな広告展開が可能です

nina'sのＷＥＢ版として、2007年9月よ
りオープン。 nina'sWEBにはnina's 
blogやブランドインフォメーション、動画
などのコンテンツがあり、各種コンテンツ
は誌面と連動させてタイアップに使用す
ることが可能です。

nina'sで人気のあるブランドムックや、nina
's発の連載をまとめた書籍などが刊行されて
おります。ブランドムックは、本誌を制作して
いるチームが同様に制作にあたり、質の高
いページと付録を制作することで、ブランドイ
メージを高めることに成功しております。どの
ムックも、すべてリピートを頂いており、ムック
自体のファンも獲得しております。

誌面タイアップをそのままデジタル
ブックに活用し、クライアント様の
HPおよびnina'sＷＥＢからも見ら
れるようにしました。この他にも、
バナー広告、ブログ一斉ジャック
などのタイアップができるほか、動
画を利用し、動きを出した商品紹
介をすることも可能です。

nina's発
ムック＆書籍

nina's部活動

・新製品開発
・タイアップ広告
・アンケート調査
・モニター実施
・読者調査会
・ブログ
・イベント連動

・タイアップ広告
・カタログ作成
・カスタム出版

Bland mook

誌面タイアップを
デジタルブックで活用

・バナー広告
・メール広告
・タイアップ広告
・アンケート調査

・モニター募集
・読者調査会
・プレゼント
・資料請求

nina's blog 

『X-girl Stages 2011 
Fall＆Winter』 

『ムチャチャ←→あちゃちゅむ 
2011 Autumn＆Ｗinter』

『Né-net　2011-2012 
Autumn/Winter Collection』

『archi 2011
AUTUMN＆ＷINTER』

『田村 亮のパパ日記 子の背中を
見て親は育つ／田村亮』

『Little Party 千秋の
おもてなし&子育てBOOK／千秋』

『子連れソウル／
佐々木千絵』

『おやこ劇場／
今井絵理子』

読者に人気、話題のママたちのブログが読める！

nina's
web

例えばこんな広告展開が可能です

本誌でのタイアップをそのまま小冊
子に落とし込んで。ムックではより深
いブランドの世界観に迫ります。それ
ぞれ個別や、複数の組み合わせもご
相談可能です。

ムック＋本誌＋小冊子の
トリプル展開

例えばこんな
広告展開が可能です

http://ninas-web.jp

イラストレーター　
佐々木千絵

recette ディレクター　
池田泉

読者モデル　
shuka

スタイリスト　
福岡邦子

fafa/チーフデザイナー　
Rie Eleni Miyaoka

Book

nina'sでは、リーダー読者ママが自分の得意分野に関する部活動で活動。その活動内容
は誌面やＷＥＢを通じて、またイベント等で目にすることができます。もっとも身近で憧れる
存在であるリーダー読者ママ。そんな読者ママがオススメするものはnina's読者にとって訴
求力大です。広告ＴＵでも組み合わせて起用することが可能です。



nina's mobile会員に向けて特別アン
ケートメールを配信。アンケート用オリジ
ナルサイトで子供靴について、カラー、
型、希望することなどを事前調査。さらに
新製品サンプルをモニター試着してもらう
という試みを実施。メール配信より2時間
で1000通を超える応募があったほか、マ
マのリアルな声を聞けたことが、商品化
する上で非常に有益だったと、クライアン
ト様の満足度も非常に高まりました。

大手靴ブランド子供向け新製品の
事前調査およびモニター

例えばこんな広告展開が可能です

参加可能な読者をメルマガで募り、子供
服ブランドのサンプルをモニター調査。あ
らかじめ参加者を、ブランドを知っている
人、知らない人、子供の年齢等でセグメ
ントすることで、様々な意見を聞くことが
可能となり、クライアント様にとっても貴重
な機会だったと非常に喜んで頂きました。

子供服ブランドの
サンプルモニター調査

nina'sの広告媒体としての価値は、本誌だけに留まりません。モバイルアンケートや読者モニターなどで、
読者の生の声を拾うこともできますし、イベントで直接アピールすることも可能、nina's部活動では、読者の
アイディアを活かしたコラボ展開を活発に行っております。また、本誌と連動しているnina's WEB、nina's
mobileではリアルタイムでの広告展開も可能。nina's発ムック＆書籍ではカスタム出版にも対応しておりま
す。

会 員 登 録しているユー
ザーに対し、定期的なメー
ルマガジンに加え、不定期
の特別メールマガジンを送
ることや、アンケート調査
の協力、モニター募集等を
することが可能です。

nina'sでは定期的に読者調査会を開いているほか、毎号
のアンケートに加え、不定期に行われる体験会などを実施
しております。クライアント様のご要望に合わせ、個別のア
ンケートや、体験会を実施することも可能です。

nina'sでは、本誌から派生した
様々な立体的広告展開が可能です

nina's本誌

nina's
mobile

読者調査会
アンケート
体験会

nina's発
EVENT

・バナー広告
・メール広告
・タイアップ広告
・アンケート調査
・モニター募集
・読者調査会
・プレゼント
・資料請求

・タイアップ広告
・アンケート調査
・モニター募集
・体験会
・読者調査会
・プレゼント
・資料請求

・タイアップ広告
・アンケート調査
・モニター募集
・体験会
・プレゼント
・資料請求
・サンプリング

読者とクライアント様を直に結び付けるイベント。
読者ママのリアルな声を聞ける場所としても、ク
ライアント様より重宝されております。nina'sの
読者ママが一堂に介するイベントでは親子で楽
しめる場所を提供しながら、サンプリング、アンケー
ト調査などクライアント様と読者を立体的につな
ぐことが可能です。

http://adto.jp/zipper-ninas/ 

例えばこんな広告展開が可能です 東京ビッグサイトで行われた、
3万人のママが一堂に介する
イベントmama fesにてサンプ
リングを実施。複数のクライア
ント様サンプル商品を、nina's
オリジナルエコバッグに入れて
計1000名様に配布致しまし
た。明確なターゲット層に配布
することが可能であり後日アン
ケート調査にご協力いただける
ことがクライアント様から好評
価を得ました。

ママ向けイベントでのサンプリング

例えばこんな広告展開が可能です



　

nina'sママにとっても
身近なWEB、
mobileと連動させ
より立体的な広告
展開をしております

WEB 
mobile
連動

nina'sならではの商品づくりに定評あり。nina's×ブランドのみならず、ブランド×ブランド、ブランド×芸能人と、多彩なコラボが可能ですコラボ別注

nina'sタイアップの特長の一つがママパパタレントの起用です。知名度のあるタレントを起用することでより読者へのリーチを高めますタレント起用

読者とクライアント様を直に結び付けます。クライアント様に応じて効果的なイベントをご提案いたしますイベント連動

クライアント様の子供専用スペースを紹介。あら
かじめ告知をして集まっていただいた方の撮影を
行い、誌面、WEBに参加者全員を掲載いたしま
した。また参加者には、プロカメラマンによる家族
写真のプレゼントを行い、非常に喜んでいただき
ました。

発売以来、継続して人気の抱っこひ
もに新進作家のイラスト＆デザインを
コラージュ。他では絶対みつけられ
ない、かわいく使いやすいアイテム
に読者の注文が殺到しました。

東京ビッグサイトに3万人
ものママが一堂に介し行
われたイベントmama  
fesにてサンプリングを
実施。複数のクライア
ント様サンプル商品を、
nina'sオリジナルエコ
バッグに入れて計1000
名様に配布致しました。

大人気ブランドであるarchiと、同じく
大人気バッグブランドスーパープランニ
ングががっちりタッグを組んだアイテム。
nina'sは全体のプロデュースをサポート
し、大人気モデル米田有希さんに紹介
いただくことで大ヒット。予想を大きく上
回る個数を売り上げました。

JENNI専属モデルオーディションをnina'sがサ
ポート。大賞のほかnina's賞も設け、選ばれた
キッズは後日誌面掲載させていただきました。た
くさんの応募があり大変盛況のうちに幕を閉じま
した。

歴史あるシルバニアファミリーを
nina's手芸部流にアレンジ。シ
ルバニアファミリーハウスを思い
思いにデコレート。昔遊んでいた
記憶をよみがえらせ親子で楽しん
でほしいというクライアント様のご
要望に応えることができました。

誌面と連動し、モバイルにてアンケート調査を
実施。子供靴について、望むことなど事前調査
したほか、新製品サンプルをモニターを募集し
意見を聞くなど、読者との双方向コミュニケー
ションが図れるタイアップになりました。

主人公はどんなものでも直してくれ
る修理屋マニー。そのアニメ放映
にちなんで開催された、家族で参
加できる、工作イベントのレポート。
自然な流れでアニメの紹介をするこ
とが可能になりました。

楽天サイト内でママ向けの商品を扱うお店をピック
アップ。誌面では商品紹介とともにWEBサイトで
の購入までを誘導。好評につき、第二弾、第三弾
と回数を重ねているほか、新プロジェクトとしてモバ
イル大手ECサイトとのプロジェクトが進行中です。

クライアント様がこだわって行って
いるワークショップのレポートの対向
に純広風ビジュアルを配すること
で、無理なくブランドの世界観を伝
えることができました。

坂下千里子さんをブランドアドバイザーとして迎え、ママに優
しい靴としてのマジョエールをアピール。千里子さんのビジュ
アルは店頭POPとしても使用され、いままでブランドになじ
みのなかったターゲットにも届くことを可能としました。

本誌でも人気連載を持ち、いいパパとして知られている田村
亮さんを起用。家族で着られる、XLARGE®、X-girl stag
esを認知させることに成功しました。

日本人の足によく合うサイズ展開をしているシューズブランド
rubb。素敵なママとしてのイメージが強い乙葉さんとキッズモ
デルを組ませることで親子ではけるrubbを印象づけました。

マタニティデニムの紹介を、自身もマタニティママであった、
奥菜恵さんに着ていただき紹介。機能性、ファッション性を
効果的に広告することができました。

「丸井様　こどもテラスタイアップ」

「フェリシモ様タイアップ／
ano:ne×nina's抱っこひも」

「エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ様　ママフェスタイアップ」

「スーパープランニング様／
archi×スーパープランニング　
マザーズバッグ」

「ジェニィ様　JENNIタイアップ」

生地メーカー×nina's手芸部のコ
ラボ。柄からすべてnina's手芸部
オリジナルで起こし、いままでにな
かった世界観を表現することでクラ
イアント様、ターゲット顧客両方か
ら大変な支持を受け、その後リピー
トされた企画です。

全2色、２サイズで展開された大人
気Leeの子供リュック。nina's別
注のオリジナルカラーと、名入れが
受け、いまだに売れ続けている商
品です。

Né-netの 人 気キャラクター、
にゃーの顔があしらわれたパンツ
は、ママとキッズでお揃いが可
能。限定店舗での販売にも関わ
らず、完売店が続出しました。

nina'sでも人気連載を持つ千秋
さんがロディとコラボ。根強い
ファンを持つ玩具ロディが千秋さ
んとコラボするとどうなるのか…。
nina's誌面ではその制作過程を
追うことで販売までを読者が追
体験できるようにしました。

「KOKKA様／nina's
手芸部コラボ生地」

「stompstamp様
／LEEコラボnina's別注」

「エイ・ネット様／
nina's×Né-net 
もこもこにゃー
フェイスパンツ」

「JAMMY様／ロディ
×千秋さんコラボ」

「エポック様／
シルバニアファミリー×
nina's手芸部コラボ」

「アシックス商事様　
cheri brinタイアップ」

「ディズニー・チャンネル様　
おたすけマニータイアップ」

「楽天様　
通販ショップタイアップ」

「CAN様　
LAGOMタイアップ」

「アシックス商事様　マジョエール
タイアップ／坂下千里子さん」

「ビーズインターナショナル様　X-girl 
Stagesタイアップ／田村亮さん」

「Will様　rubbタイアップ／乙葉さん」 「ビーズインターナショナル様　X-girl 
Stagesタイアップ／奥菜恵さん」

親子撮影会 mama fes モデルオーディション WORKSHOP

nina's タイアップは
ここが売りです

・編集スタッフ、制作スタッフとも本誌と同じスタッフで制作しております
・クライアントのニーズにきめ細やかに対応。オリジナルプランを作成します
・誌面のみの展開にとどまらない立体的な広告展開を提案します
・豊富な実績により、常に高い評価をいただいております



　

私らしく、親子ライフを楽しむ読者に、効果的に訴求するタイアップの数々ですLifestyle

nina’sの強みは、すべてのタイアップ広告に関して、編集部員がクライアント様のご要望をお伺いしながら制作することにあります。
そのために、最高のスタッフを揃え編集ページと同じクオリティ保ち、かつ反響のある広告ページ作りが可能となっております。

有名人ママとして人気の高い乙葉さんを起用してのタイアップ。表紙連動で、表４（裏表紙）、表３見開きから４P、計５Pのタイアップを行
いました。

本誌ブックインブックをそのまま小冊子にアレンジ。ブランドの世界観を本誌と連動させ、店頭でもリーチさせることにより顧客にブランドを
よりアピールすることが可能です。

タイアップ広告も充実！  広告実例集

親子ファッションをはじめとして、nina'sらしさを感じていただけるタイアップです

「エイ・ネット様　Né-netタイアップ」

「ファーストリテイリング様　UNIQLOタイアップ」

人気タレント山口もえさんを起用し、ブランドアドバ
イザーとしてプティマインの魅力を語っていただきま
した。対向ページには純広告を配することによりブ
ランドの世界観も同時に伝えております。

H&M日本上陸とともに、KIDSラインのPRをかね
てご出稿いただきました。外国人プロモデルを起
用、おしゃれなイメージづくりにこだわっております。

新ブランドPartyParty立ち上がりの際、nina'sがイ
メージするブランドということで作ったページです。
子供がパーティに行く様子をカラフルな色合いで
表現。クライアント様にも喜んでいただきました。

「ナルミヤ・インターナショナル様　
petit mainタイアップ」

「H&M様　H＆Mタイアップ」

「F.O.インターナショナル様　
PARTY PARTYタイアップ」

写真館で誌面に掲載されているものと同じスタイ
ルの撮影ができるというユニークな企画がうけ、
継続してご出稿いただいております。

人気モデル米田有希さんにご登場いただき、お
しゃれな生活に溶け込む子ども用食器オクソを紹
介。ブランドの認知度、イメージアップにつながり
ました。

これからママになる女性と赤ちゃんのためのオーガ
ニックスキンケア、エルバビーバ。読者に人気の
あるスタイリストママ川島ゆきさん一家にご登場い
ただき、実際の生活の中で使用してもらうことで、
より身近に商品をアピールすることができました。

family photo

eat

beauty

「キタムラ様　
スタジオマリオタイアップ」

「ダッドウェイ様　OXO Totタイアップ」

「スタイラ様　
エルバビーバタイアップ」

ミサワホームの家を一軒まるごとプロデュース。独
創的なアイディアで、nina's手芸部のママたちが
家をプロデュース。経過を追うことで読み物記事と
しても大変見応えのある企画となりました。

条例により３人乗り自転車の走行が認められるこ
ととなったタイミングで、ご出稿いただきました。実
際に読者モデルに乗ってもらう様子を掲載するこ
とでブリヂストンサイクル自転車の安全性、機能
性をよりアピールすることが可能になりました。

創刊当初から、継続したタイアップ。WEBにてミ
シン使用法の動画配信、ミシン体験会、レシピの
ダウンロードなど、その活動は誌面のみにとどまら
ない、立体的なものとなっており、毎回反響があり
ました。

home

cycle

hobby

「ミサワホーム様　
ミサワホームタイアップ」

「ブリヂストンサイクル様　
アンジェリーノタイアップ」

「ブラザー販売様　
イノヴィスCR1000タイアップ」

Fashion 



輝くママは衣・食・住・遊プロデューサー
　「母になってもcute&cool」でいたい女性たちが、世間の目を

気にしつつ、ちょっと肩肘張っておしゃれを楽しんでいた時代から、

誰もが「自分らしく、親子ライフ」を自然体で楽しめる時代になりま

した。2005年にnina’sがスタートしてから、わずか数年ほどの間

の変化です。

　ママでもおしゃれ、は当たり前な今、新世代の母たちが求める

のは、自分と家族をもっと輝かせるための衣・食・住・遊、ライフ

スタイル全般を彩るアイテムでしょう。彼女たちは言わば、向上心

旺盛でちょっとよくばりな“親子ライフ・プロデューサー”なのです。

　ニナーズは良質で豊富な情報をお届けすることによって、 

「私×子育て=Happy2!!」の方程式をすべてのママたちに活用し

てもらいたいと願っています。（nina’s編集長・川口里美）

●タイアップ料金はモデル、ロケ地などに特別な指定がない場合、広告料金の20%（ネット）を別途制作
費として頂きます。
●原稿サイズは、掲載ページによって若干変わることがあります。商品写真、社名、コピーなどは、仕上が
り寸法から15mm以上内側にデザインして頂きますよう、よろしくお願いいたします。

○判型‥‥‥‥‥‥IG判／中綴じ
○発行部数‥‥‥‥80,000部
○刊行形態‥‥‥‥隔月刊（偶数月7日）
○基本ページ数‥‥約170ページ
○定価‥‥‥‥‥‥600円（税込）

株式会社 祥伝社 広告部
〒101-8701 東京都千代田区神田神保町3-3
TEL 03-3265-1081　FAX 03-3265-1082

広告情報サイト　http://www.shodensha.co.jp/koukoku/
nina’s webサイト　http://ninas-web.jp

私たちがつくっています！

nina's編集部

広告掲載料金

DATA

お問い合わせ

掲載面 色数 スペース 広告料金 サイズ（mm)

表４ 4C １P 1,800,000 280×218

表2見開き 4C ２P 2,800,000 297×466

表3見開き 4C ２P 2,400,000 297×466

中面 4C １P 1,200,000 297×233

センター見開き 4C ２P 2,600,000 297×466

中面 1C １P 700,000 297×233

ハガキ 1C １葉 1,200,000 148×100
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