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ゼクシィ～ゼクシィ Baby へブランド拡張

これまでの数多くの「幸せ」に寄り添ってきたゼクシィが、

新しいファミリーとして『ゼクシィ Baby』をスタートしました。

大きな喜びとともに、漠然とした不安を抱く妊娠・出産・育児期の女性を、信頼性の高い情報と先輩ママのような

温かさでサポートしていきます。

妊娠・出産・育児結婚出会い

ゼクシィを知っている

91.0%

ゼクシィを知らない 9.0%

未婚女性の

91.0%
が認知

※ゼクシィキャンペーントレース調査
16～39歳未婚女性調べ（2020年5月実施・n=3263）
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ゼクシィBaby 妊婦のための本の特徴

読者の期待値を超える圧倒的なクオリティの媒体を無料で届けるリーチ力が最大の強み。

圧倒的に「読まれる」リーチ力 無料とは思えないコンテンツ力

結婚情報誌「ゼクシィ」×育児誌「赤すぐ」23年分の

編集ナレッジをフル活用。「ママ隊」と呼ばれる読

者組織を使いリアルな先輩ママを絡めた企画が可能

※赤すぐは2017年6月15日発行号をもって、休刊。

妊娠中（妊娠2～9ヶ月）のゼクシィBaby会員宅へ、

直接お届け。10万部を発行。妊娠中に必要な情報がま

とめて届き、家にいながらじっくり読み込むことがで

きる媒体。
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妊娠がわかってから、

喜びと不安を行き来する気持ちの中で、

「きちんと子育て」だけではなく、

妊娠・出産、子育てを自分ならではで楽しみたい

という自分軸を持つ前向きなプレママのための本。
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誌名 ゼクシィBaby 妊婦のための本

創刊 2017/12-2018/1月号（2017年11月24日発行）

発行 隔月 奇数月下旬

P数 約200P

判型 B5変形 228×179

配布方法 妊娠中（妊娠2～9ヶ月）のゼクシィBaby会員へDM便でお届け
※2020年7月発行号よりリニューアル

配布期間 2ヶ月 ※毎月送付

発行部数 10万部

定価 0円（無代誌）

ターゲット 妊娠初期～妊娠後期のプレママ

［ 読者プロフィール ］

※22’5月発行号送付対象者 ゼクシィBaby会員登録情報より
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妊娠がわかった時。

お腹が、だんだん大きくなって

赤ちゃんを産んで、育てはじめる時。

ママは喜びと不安の間を、行ったり来たりします。

いいママでいたいと思いながらも、

自分のことや仕事のことを考えたりします。

その中で、ママという役割と時間を楽しみたいと思っている気持ちに、

私たちは寄り添いたいと思います。

子どもを産み、育てることが楽しくなると、きっと人生が豊かになります。

ママになることが、けっして何かを諦めることではなく、

自分らしい楽しみをますます増やしてくれることになるように。

私たちは、妊娠・出産・育児に関する知識や情報を中立的な立場で正しく伝え、

出産や育児生活スタートに向かう不安な気持ちに寄り添います。

そして、ママという役割や時間を楽しむためのさまざまな提案を通して、

心の余裕を作り、より自分らしい妊娠・出産・育児を応援します。

媒体ステートメント
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編集ラインナップ

妊娠・出産・子育てを自分ならではで楽しみたいと考えるプレママに向けて、その時期におけるノウハウや知識を提供

するだけでなく、妊娠生活やママという役割、時間を楽しむためのさまざまな提案を行います。

BASIC for Maternity

BASIC for Baby

HOW TO

LIFE STYLE

[ 妊娠期の基礎知識 ]

[ 記事例 ]

・妊娠中にやっていいこと、ダメなこと

・胎動、胎教

・妊娠中の体重管理

・安産マニュアル

[ ベビーの基礎知識 ]

[ 記事例 ]

・産後 100 日のベビーの成長

・お世話、発育、発達ガイド

・ねんねテクニック & トレーニング

[ 出産準備ノウハウ ]

[ 記事例 ]

・ベビーカーの選び方

・出産準備アイテムガイド

・肌着＆アウター 選び方・着せ方

[マタニティ・ママライフ提案 ]

[ 記事例 ]

・マタニティファッション

・トツキトオカの楽しみ方

・ママになって変わったこと、変わらないこと
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プロダクト紹介

下記は構成要素を把握するためのもので、台割イメージではありません。

1 ［ 純広告 ］

・表 2 見開き

・表 3

・表 4

・目次対向

・巻頭記事対向

2 ［ 編集記事 ］

・妊娠期の基礎知識

・出産準備ノウハウ

・ベビーの基礎知識

・マタニティ・ママライフ提案

3 ［ マタニティ・ベビー・ママグッズ広告］

・マタニティ・ママグッズ

・ベビーグッズ

4 ［ その他 ］

・目次

・読者プレゼント＆アンケート

・インフォメーション

・資料請求

・キャンペーン告知

1

2

3

4

表紙
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広告商品の種類

下記の広告商品をご用意しています。 商品内容・枠数などは号毎に変更になります。

弊社営業担当にお問い合わせください。

企画名 特集名 ページ数 広告料金(万)

純広告

表2見開き 2 280

表3 1 160

表4 1 200

目次対向 1 140

巻頭記事対向 1 140

巻頭フリーA 2 260

巻頭フリーB 2 240

巻頭フリーC 2 240

巻頭フリーD 2 240

巻頭フリーE 2 240

巻頭フリーF 2 240

中面フリー 1～ 90

編集タイアップ

単独タイアップ 2～ 180

特集後付タイアップ 2～ 180

クチコミランキング 2～ 240

前付記事付タイアップ
（複数社）

2～ 210

前付記事付タイアップ
（一社単独）

2～ 別途見積り

クチコミエンブレム 1 60

制作費 1Pあたり 30

※ 上記料金は税抜価格です。※1 単価にご注意ください。

※ 純広告は貴社での完全データ入稿です。 純広告で弊社制作をご希望の場合は、弊社営業担当にお問い合わせください。

※ 資料請求ハガキは、編集タイアップまたは、純広告にご出稿される場合のみご参画可能です。

※ 従量課金同梱企画は、編集タイアップまたは、純広告にご出稿される場合のみ参画可能です。同梱できるサイズに制限がございます。（サイズ228×179mm未満、厚さ6mm未満、重量500g未満）

各号における発送数や発送可能な商材、枠制限については、弊社営業担当にお問い合わせください。

企画名 特集名 ページ数 広告料金(万）

資料請求ハガキ 掲載費 1 100

専用ハガキ 掲載費 1 200

サンプル貼込企画 1 1100

小冊子一社買取企画 別途見積り

従量課金同梱企画

妊娠初期(妊娠2-4ヶ月)

100円/件※1妊娠中期(妊娠5-7ヶ月)

妊娠後期(妊娠8-9ヶ月)
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スケジュール

下記日程までにお申し込みください。

発行予定日は、変更になることもございます。ご了承ください。詳細は営業担当までお問い合わせください。

発行予定日 1月下旬 3月下旬 5月下旬 7月下旬 9月下旬 11月下旬

サンプル貼込企画 9月下旬 11月下旬 1月下旬 3月下旬 5月下旬 7月下旬

小冊子一社買取企画 9月下旬 11月下旬 1月下旬 3月下旬 5月下旬 7月下旬

編集タイアップ 9月下旬 11月下旬 1月下旬 3月下旬 5月下旬 7月下旬

専用ハガキ 9月下旬 11月下旬 1月下旬 3月下旬 5月下旬 7月下旬

純広告 11月上旬 1月上旬 3月上旬 5月上旬 7月上旬 9月上旬

資料請求ハガキ ※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※編集タイアップ、
純広告〆に準ずる

※ 特殊面広告については、別途確認が必要なため弊社営業担当にお問い合わせください。

※ 初掲載の場合は、上記スケジュールよりお早めにご相談くださいますようお願いいたします。

※ 資料請求ハガキは、編集タイアップまたは、純広告にご出稿される際、ご一緒にお申し込みください。
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お問い合わせ

電話：0120-258-870（11:00～13:00、14:00～17:00 ※土日祝日・年末年始除く）

WEB：https://zexybaby.zexy.net/media/ ※ページ最下部のメールで問合わせるボタンよりお問い合わせください

所在地: 〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-30 oak Meguro

株式会社リクルート

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ統括本部 マリッジ＆ファミリーＤｉｖｉｓｉｏｎ Ｂａｂｙ事業部


