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ゼクシィ Baby とは？

これまで数多くの「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。

全国の会員ご自宅へ無料で配送！

妊娠期・産後それぞれに、正しい基礎

知識やノウハウと、ママ達が毎日を楽

しむための情報をお届けするフリー

ペーパー。必要な月齢に合わせて、

ピンポイントでお届けします。

ゼクシィBaby

妊婦のための本／

赤ちゃんが生まれたら読む本

ゼクシィBaby

みんなの体験記

妊娠・出産・育児の実話を毎日更新

ゼクシィBaby

出産内祝い

お得な特典やサービスがいっぱい！

ゼクシィBaby

おでかけＰａｒｋ

大人気の無料イベント！

先輩ママの妊娠、出産、育児の体験談

を紹介するサイト。思わず吹き出して

しまう漫画や多彩な記事で頑張る妊婦

さんやママを応援します。

※平日毎日更新

定番人気からオリジナルまで、豊富な

品揃えの内祝いギフト専門サイト。

2500円（税抜）以上送料無料。三越や

伊勢丹の包装紙が使用できるなど充実

したサービスが魅力。

妊婦さんも、子育て中のママやパパも、

赤ちゃんと一緒の新しい生活をもっと

楽しむための無料イベントを開催！リ

アル、オンライン共にラインナップを

ご用意しています。
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ゼクシィBaby メルマガ会員属性

ゼクシィ Baby メルマガ会員はゼクシィ Baby 妊婦のための本、ゼクシィBaby みんなの体験記での告知やその他プレ
ゼントキャンペーンの実施により登録促進をしています。

ゼクシィ Baby メルマガ会員データ※ 2022 年7月時点
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全配信メール（HTML 版 or テキスト版）

ゼクシィ Baby メルマガ会員全員に対して配信できる、１社限定メールマガジン広告。
広告主様の訴求内容だけをコンテンツとして配信します。

商品名 ゼクシィBaby全配信メール（HTML版 or テキスト版）

料 金 ￥1,500,000（税抜）

配信数 HTML版58万通、TEXT版61万通（※2022年 7月時点）

配信日 火曜・木曜・金曜（祝日除く）

最大枠数 3本 / 週

HTML 版 テキスト版

お申込・制作ご依頼〆 当方制作：配信日より 20 営業日前
当方制作：配信日より 14営業日前

貴社制作：配信日より 8 営業日前

ご入稿〆 配信日より 5 営業日前 配信日より 5 営業日前

制作費 ¥100,000（税抜） ¥32,000（税抜）

レポート
配信数、開封数、開封率、

リンク先 URL に対する CT/CTR

配信数、

リンク先 URL に対する CT/CTR

規 定

[ 件名 ]：38 文字以内推奨

[ リンク先 ]：URL の種類は 10 種類以内、

URL の設置数は不問

[ 件名 ]：38 文字以内推奨

[ 本文 ]：全角 38 文字以内× 200 行以内

[ リンク先 ]：URL の種類は 10 種類以内、

URL の設置数は不問
※ 原稿はテキストファイル（.txt）で作成して下さい。
※ URL を含む行には他の文字は入れないで下さい。

注意事項 ※広告主名・問い合わせ先電話番号の記載必須
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ターゲティングメール（HTML 版 or テキスト版）

ゼクシィ Baby メルマガ会員をターゲティングして配信できる、
１社限定メールマガジン広告。

商品名 ゼクシィBaby ターゲティングメール（HTML版 or テキスト版）

料 金

通 数 配信単価（税抜）

5,000 通〜 9,999 通 ¥100

10,000 通〜 19,999 通 ¥70

20,000 通〜 29,999 通 ¥50

30,000 通〜 49,999 通 ¥30

50,000 通〜 69,999 通 ¥20

70,000 通〜 99,999 通 ¥15

100,000 通〜 ¥10

配信日 火曜・木曜・金曜（祝日除く）

最大枠数 3 本 / 週

HTML 版 テキスト版

お申込・制作ご依頼〆 当方制作：配信日より 20 営業日前
当方制作：配信日より 14 営業日前

貴社制作：配信日より 8 営業日前

ご入稿〆 配信日より 5 営業日前 配信日より 5 営業日前

制作費 ¥100,000（税抜） ¥32,000（税抜）

レポート 配信数、開封数、開封率、リンク先URLに対する CT/CTR 配信数、リンク先 URL に対する CT/CTR

規 定

[ 件名 ]：38 文字以内推奨

[ リンク先 ]：URL の種類は 10 種類以内、

URL の設置数は不問

[ 件名 ]：38 文字以内推奨

[ 本文 ]：全角 38 文字以内× 200 行以内

[ リンク先 ]：URL の種類は 10 種類以内、

URL の設置数は不問
※ 原稿はテキストファイル（.txt）で作成して下さい。
※ URL を含む行には他の文字は入れないで下さい。

注意事項 ※広告主名・問い合わせ先電話番号の記載必須
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ターゲティングメール（HTML 版 or テキスト版）

ターゲティングのお見積りは下記のセグメントからご指定ください。

居住地域

月齢（妊娠・産後）

こどもの性別

こどもの有無

本人年齢

配信セグメント / 会員登録時の基本項目

※見積もり時とお申込み時に、配信数が異なる場合ご相談させていただく場合がございます。

※抽出パターンが多い場合、お時間をいただく場合がございます。

※例えば、妊婦さん限定など「○○限定」とターゲットが限られる内容の場合は、ターゲティングメールをご利用ください。

都道府県：

妊娠 ※妊娠〜１歳未満は月単位、１歳以上は年単位でご記入ください。ヶ月〜生後

男の子

こども（出産予定）有

歳

こども無 両方

女の子 不明

歳〜 歳〜歳 ※ 歳を除く
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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


