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はじめに

2020年5月から、「あんふぁん」「ぎゅって」を発行する が小学館グループにジョインしました。

それに伴い、小学館の幼児雑誌とフリーマガジン「あんふぁん」「ぎゅって」の広告セット商品をご用意しました。
雑誌とフリーマガジン、また、両社のWebを組み合わせることで、子育て世帯への圧倒的リーチ幅広い層へのリーチ
を実現します。是非この機会に貴社商品のPRの場としてご検討頂きますようお願い申し上げます。

平均１６．２万部

１０．０万部

約３１．８万部
（首都圏）

約２０．５万部
（首都圏）

１１００万PV

５００万PV

５８０万PV
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セット商品① 雑誌 親向け冊子 × 保育園フリーマガジン

めばえ with HugKum ※本誌に毎号ついている親向け冊子です
・発売日：毎月1回
・発行部数：平均 162,000部
・発行エリア：全国
・総ページ数：16ページ前後
・サイズ：AB判/オールカラー

保育園で配布されるフリーマガジン「ぎゅって」と、小学館の雑誌「めばえ」の親向け冊子の
組み合わせにより、0～6歳の子を持つ保護者への36万部超のリーチを実現します。

⇒特別セット料金 2,050,000円

• 発行日：月1回（初旬発行）
• 発行部数：205,678部（3,951園）
• 発行エリア：首都圏
• 総ページ数：20～44ページ想定
• サイズ：B5変形／オールカラー

掲載媒体 部数 定価
（中面1頁タイアップ）

めばえ with ＨｕｇKｕｍ 1頁 162,000部 1,075,000円
ぎゅって 1頁 首都圏版 205,678部 1,400,000円

合計 367,678部 2,475,000円

※上記消費税別。タイアップの基本的な制作費を含みます
※ぎゅっての色校は、別途1頁2万円（税別）かかります

コラボ部数
３６万部超!!
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＜タイアップイメージ＞

親向け冊子「 with ＨｕｇKｕｍ」４C１Pタイアップ の１ページタイアップ掲載例

例えば‥ ●読者参加型の合同コンテスト企画
●有識者＋読者モデル参加による座談会実施

※上記の掲載例は４Ｃ２Ｐとなります

セット商品① 雑誌 親向け冊子 × 保育園フリーマガジン
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スケジュール

With HugKum

掲載号 発売日 申込締切 掲載号 発行日 申込締切
年末年始号 １２月９日（水） ９月２５日（金）

２月号 １２月２９日（火） ９月１６日（水） ２月号 １月１２日（火） １０月２３日（金）

３月号
２月１日（月） １０月１６日（金） Spring

（首都圏版特別号） ２月９日（火） １１月２６日（木）

４月号
３月１日（月） １１月１３日（金） 4月号 ３月９日（火） １２月１４日（月）

ご希望の掲載号をそれぞれお選びください。掲載号によって、各媒体ごと締切が異なります。

【オプションプラン】

①WEB HugKumにてPR記事掲載 ＋300,000円グロス
写真は「めばえ」誌面ＴＵで使った素材の流用となります。

②ぎゅってWebにてPR記事掲載 ＋300,000円グロス
写真は「ぎゅって」誌面ＴＵで使った素材の流用となります。
※想定PV 2,000-3,000
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セット商品② 雑誌 別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ × 幼稚園フリーマガジン

• 発売日：2021年1月中旬 発売日調整中
• 発行部数：80,000～100,000部（調整中）
• 発行エリア：全国
• 総ページ数：子供向け本誌 約100ページ、
• 親向け別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ 約52ページ
• サイズ：AB版（本誌、別冊いずれも）

• 発行日：年末年始号 2020年12月4日（金）発行
• 発行部数：318,381部
• 発行エリア：首都圏4版
• 総ページ数：28～52ページ想定
• サイズ：A4変形／オールカラー

幼稚園で配布されるフリーマガジン「あんふぁん」と、小学館の雑誌「入学準備小学一年生」の
親向け「別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ」の組み合わせにより、入学前の保護者に約40万部のリーチを実現します。

掲載媒体／スペース 部数 定価
（中面４Cタイアップ）

入学準備小学一年生
別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ　　2頁 80,000～100,000部 2,040,000円

あんふぁん　　　     1頁 首都圏4版　　318,381部 2,000,000円
合計 4,040,000円

⇒特別セット料金 3,310,000円※上記消費税別。タイアップの基本的な制作費を含みます
※あんふぁんの色校は、別途1頁2万円（税別）かかります

コラボ部数
40万部超!!


Sheet1

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		小学一年生　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ ショウガク イチネンセイ		62,000部 ブ		825,000

		あんふぁん		全国11エリア　　726,666部 ゼンコク ブ		4,400,000

		合計 ゴウケイ		778,666部 ブ		5,225,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		1,175,000

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		2,100,000

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ		3,275,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		純広・掲載面 ジュン ヒロ ケイサイ メン		定価 テイカ

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		中面４C・1ページ ナカ メン		700,000		（天地260㎜×左右210㎜）

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		表４・1ページ ヒョウ		2,200,000		（天地●㎜×左右●㎜）

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ				2,900,000

		掲載媒体／スペース ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価
（中面４Cタイアップ） テイカ ナカ メン

		入学準備小学一年生　
別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ　　2頁 ニュウガク ジュンビ ショウガク イチネンセイ ページ		80,000～100,000部 ブ		2,040,000円 エン

		あんふぁん　　　     1頁 ページ		首都圏4版　　318,381部 シュトケン ハン ブ		2,000,000円 エン

		合計 ゴウケイ				4,040,000円 エン
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＜タイアップイメージ＞

見本貼付

別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍの２ページタイアップ掲載例 の１ページタイアップ掲載例

例えば‥ ●両誌のアンケートデータを生かしたプラン
●モデル連動プランなど、様々なご提案が可能です！

セット商品② 雑誌 別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ × 幼稚園フリーマガジン
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スケジュール

★2誌ともに 申し込み締め切り…９月28日（月）
オリエン締め切り…10月 2日（金）

ラフ出し ～１０月6日（火）
撮影 ～１１月6日（金）までに
デザイン出し ～１１月２４日（火）
初校出し ～１２月１日（火）ごろ
校了 ～１２月１４日（月）ごろ 予定

ラフ出し ～１０月6日（火）
撮影 ～１０月１６日（金）までに
初校出し ～１０月２７日（火）
確認校出し～１１月２日（月）
校了 ～１１月６日（金）

【オプションプラン】

①WEB HugKumにてPR記事掲載 ＋300,000円グロス
写真は「入学準備 小学一年生」誌面ＴＵで使った素材の流用となります。

②あんふぁんWebにてPR記事掲載 ＋300,000円グロス
写真は「あんふぁん」誌面ＴＵで使った素材の流用となります
想定PV 2,000-3,000



99 © k o d o m o l i v i n g I n c .9[お問い合わせ ] s a l e s @ k o d o m o l i v i n g . c o . j p

「HugKum」、「あんふぁんweb」、「ぎゅってweb」はそれぞれWEBで未就学児の保護者
に向け情報を発信しています。３メディアを組み合わせることでターゲットを効率的に拡張し
ていくことが可能になります。

Webメディア特徴比較

コンセプト

子の年齢
（メイン）

訴求点

POINT

その他

時短共感信頼

0-2歳 0-2歳3-5歳

教育感度が高い 幼稚園ママのリアル 働く世帯の効率化

有識者アサイン 読者アサイン 読者ブロガー
アサイン

高所得世帯へリーチ メルマガ有 公式ライター有
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セット商品③Web ×

• 月刊PV 1100万
• 月刊UU 600万

それぞれの雑誌・フリーマガジン制作で長年培った編集力・読者との信頼関係により、
商品やサービスをユーザー目線でわかりやすく伝え、認知拡大・理解促進に効果を発揮します

⇒特別セット料金 2,000,000円

＜タイアップ例＞
Hugkumでは、
有識者へのインタビューを
メインに構成。

あんふぁんWeb掲載の読者に
よる商品体感への誘導も可能

• 月刊PV 500万
• 月刊UU 210万
• 会員数 10.6万人
• メルマガ 7.3万通
• スマホ率 91％

＜タイアップ例＞
あんふぁんWebでは、
読者による商品体感を
メインに構成。

Hugkuｍ掲載の有識者
インタビューへの誘導も可能

掲載媒体 PV 定価（スタンダードタイアップ）
Ｈｕｇ♥ｋｕｍ 通常10,000PV保証→12,000 PV保証 1,200,000円
あんふぁんweb 通常10,000PV保証→12,000 PV保証 1,000,000円

合計 24,000PV保証 2,200,000円

※上記消費税別。基本的な制作費込み


Sheet1

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		小学一年生　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ ショウガク イチネンセイ		62,000部 ブ		825,000

		あんふぁん		全国11エリア　　726,666部 ゼンコク ブ		4,400,000

		合計 ゴウケイ		778,666部 ブ		5,225,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		1,175,000

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		2,100,000

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ		3,275,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		純広・掲載面 ジュン ヒロ ケイサイ メン		定価 テイカ

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		中面４C・1ページ ナカ メン		700,000		（天地260㎜×左右210㎜）

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		表４・1ページ ヒョウ		2,200,000		（天地●㎜×左右●㎜）

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ				2,900,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・純広） テイカ ナカ メン ジュン ヒロ

		小学一年生　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ ショウガク イチネンセイ		62,000部 ブ		450,000

		あんふぁん		全国11エリア　　726,666部 ゼンコク ブ		3,650,000

		合計 ゴウケイ		778,666部 ブ		4,100,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		PV		定価（スタンダードタイアップ） テイカ

		Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,200,000円 エン

		あんふぁんweb		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,000,000円 エン

		合計 ゴウケイ		24,000PV保証 ホショウ		2,200,000円 エン

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		PV		定価（スタンダードタイアップ） テイカ

		Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,200,000

		ぎゅってweb		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,000,000

		合計 ゴウケイ		24,000PV保証 ホショウ		2,200,000
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セット商品④Web ×

それぞれの雑誌・フリーマガジン制作で長年培った編集力・読者との信頼関係により、
商品やサービスをユーザー目線でわかりやすく伝え、認知拡大・理解促進に効果を発揮します

• 月刊PV 580万
• 月刊UU 350万
• スマホ率 91％

• 月刊PV 1100万
• 月刊UU 600万

※上記消費税別。基本的な制作費込み ⇒特別セット料金 2,000,000円

掲載媒体 PV 定価（スタンダードタイアップ）
Ｈｕｇ♥ｋｕｍ 通常10,000PV保証→12,000 PV保証 1,200,000円
ぎゅってweb 通常10,000PV保証→12,000 PV保証 1,000,000円

合計 24,000PV保証 2,200,000円

＜タイアップ例＞
Hugkumでは、
有識者へのインタビューを
メインに構成。

ぎゅってWeb掲載の読者に
よる商品体感への誘導も可能

＜タイアップ例＞
ぎゅってWebでは、
読者による商品体感を
メインに構成。

Hugkuｍ掲載の有識者
インタビューへの誘導も可能


Sheet1

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		小学一年生　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ ショウガク イチネンセイ		62,000部 ブ		825,000

		あんふぁん		全国11エリア　　726,666部 ゼンコク ブ		4,400,000

		合計 ゴウケイ		778,666部 ブ		5,225,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・タイアップ） テイカ ナカ メン

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		1,175,000

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		2,100,000

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ		3,275,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		純広・掲載面 ジュン ヒロ ケイサイ メン		定価 テイカ

		めばえ　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		162,000部 ブ		中面４C・1ページ ナカ メン		700,000		（天地260㎜×左右210㎜）

		ぎゅって		首都圏・関西・東海　349,444部 シュトケン カンサイ トウカイ ブ		表４・1ページ ヒョウ		2,200,000		（天地●㎜×左右●㎜）

		合計 ゴウケイ		511,444部 ブ				2,900,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		部数 ブスウ		定価（中面４C１ページ・純広） テイカ ナカ メン ジュン ヒロ

		小学一年生　別冊Ｈｕｇ♥ｋｕｍ ショウガク イチネンセイ		62,000部 ブ		450,000

		あんふぁん		全国11エリア　　726,666部 ゼンコク ブ		3,650,000

		合計 ゴウケイ		778,666部 ブ		4,100,000

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		PV		定価（スタンダードタイアップ） テイカ

		Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,200,000円 エン

		ぎゅってweb		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,000,000円 エン

		合計 ゴウケイ		24,000PV保証 ホショウ		2,200,000円 エン

		掲載媒体 ケイサイ バイタイ		PV		定価（スタンダードタイアップ） テイカ

		Ｈｕｇ♥ｋｕｍ		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,200,000

		ぎゅってweb		通常10,000PV保証→12,000 PV保証 ツウジョウ ホショウ ホショウ		1,000,000

		合計 ゴウケイ		24,000PV保証 ホショウ		2,200,000
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スケジュール



【お問い合わせ】
◆小学館 広告局 メディア営業室

◆こどもりびんぐ メディアビジネス部
kodosho@shogakukan.co.jp表示価格は税別価格です。

■注意事項

小学館及びこどもりびんぐの媒体規定により、当特別セットプランをご利用いただけない広告業種・広告主があります。
事前にお問い合わせ下さい。

＜掲載できない業種・広告主例＞
通信教育、出版社、家庭教師、消費者金融、宗教団体、政党広告、美容外科、エステ、
弁護士、ギャンブル、風俗、墓地・霊園、私立幼稚園・保育園、託児サービス、
その他不適切と判断したもの

■キャンセルポリシー

申込締切日以前、ペイドパブリシティの制作開始以前のキャンセル
：キャンセル料金無料

ペイドパブリシティの制作開始以後から校了締切日前までのキャンセル
：出稿額の５０％のキャンセル費用

ペイドパブリシティ校了以後のキャンセル
：出稿額の１００％のキャンセル費用

■その他
・あんふぁんぎゅっては首都圏版以外の発行もあります。

掲載をご希望の場合はお問合せください
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