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子育てママに
アプローチできる
スマホアプリ

ママにリーチ！
ぱーぷるmama＋独自の
オーディエンスデータを

活用した
運用型広告配信

What’s	New！

UP	DATE：2019.5.30

「奈良の子育てママ」と「企業・店舗」の

マッチングを実現するメディアです。



MED IA DATA 特 集 企 画 例

『ぱーぷるmama＋』は、 主に30 代のライフスタイ
ルや⼦どもの教育、将来設計など、意識の⾼いママ
に⽀持されています。
⼦育てがもっと楽しく、ハ ッ ピ ー になるアイデア
やヒント、ニュースをお届け。
親⼦で楽しめるイベントやお出かけ情報はもちろ
ん、⼦育てコラムや奈良県内各エリアの⾏政サービ
スといったお役⽴ち情報も配信し、ママたちの便利
ツールとして活⽤いただいております。

サイト名：ぱーぷるmama＋（プラス）

ダウンロード数： 21,000DL

月間アクセス数：約45,000

3⽉ クリームパン、⼦ども連れで⾏けるランチ
4⽉ パンケーキ、⾃然公園
5⽉ 釣り・⿂つかみ、⽔遊び、バーベキュー 、あじさい
6⽉ かき氷
7⽉ プール、花⽕
8⽉ 収穫体験
9⽉ ピクニック＆キャンプ、⼦ども連れで⾏けるランチ
10⽉ 紅葉スポット、ハロウィン
11⽉ ⽇帰り温泉、星空スポット、クリスマス
12⽉ 室内あそび、イルミネーション
1⽉ プラネタリウム、温⽔プール
2⽉ いちご狩り、アニマルパン

シーズンイベントやお出かけ情報、親⼦で楽しめるスポットな
ど、⼦どもと過ごす時間がもっとハッピーになる情報を配信！

地域⼦育て特化型アプリ

公 式 S N S

Facebookページ

フォロワー数：4,250
Instagram

フォロワー数：：670

最新記事はぱーぷるmama公式SNSで告知。いち
早く旬の記事を届けます。

（2020.11.30時点）

●App Magazine



基本属性

Type of Readers

ぱーぷるmamaは、奈良県内で⽣活し、未就学児の⼦どもを持つ、
25〜39歳と幅広い世代のママに⽀持されているメディアです。

⼥性
85% 

男性
15% 

●性別

0-3歳
47% 

4-6歳
29% 

⼩学校低学年
12%

⼩学校中学年
8%

⼩学校⾼学年
4%

●子どもの年齢

奈良市
29%

北部
19% 

中部
39% 

南部
13% 

●住居エリア

20-24歳  
2% 

25-29歳
16% 

30-34歳
36% 

35-39歳
25% 

40歳以上
21%

●年齢

こんな読者・ユーザーが利用しています！
①年齢層：25〜39歳
②⼦どもの年齢：6歳以下の⼦どもがいる家庭が76%
③スマホ使⽤率：96% ④SNS利⽤率：78%

P o i n t !
●常にタイムリーな情報を配信しています
●データ解析で効果測定ができ、次のアクションに落とし込めます
●SNSから簡単にシェアしてもらうことができます
●能動的にユーザーへ情報を配信できます（プッシュ通知）
●ユーザーがアクションした情報を集積することができます（お気に入り機能）



App Magazine

子育てコラム
様々な壁にぶち当たる⼦育て。悩みや不安、わからない
こともいっぱい。そんなママに読んでもらいたいコラム。
働きたいママにお届けするコラムやライフプランや健康、
⼦どもの教育に関するコラムなど、役に⽴つ内容も充実。

お出かけSPOT・イベント情報
⾃然体験ができるスポットや季節のお出かけスポット、
体験やワークショップなどのイベント情報。
⼈気のキッズ撮影会や⾚ちゃんハイハイレースなど参加
型イベントの募集もしています。

行政サービス情報
市町村の⼦育てサービスやサークル、
⼦育て広場など、⼦育て世代が住み
よい街の情報。ベビーマッサージや
親⼦で参加できる遊び広場、交流会、
相談コーナーなどの情報も充実。

アプリ記事コンテンツ

人気の習い事
体操教室やサッカークラブなどス
ポーツ系スクール、ピアノ教室など
⽂化系スクール、英会話やプログラ
ミング教室などの勉強系スクールな
ど、⼦どもたちのスクール情報。

読者アンケート
ママの意識調査や、商品・サービス
に関するプレゼントアンケート。ア
ンケート結果はグラフで⾒ることが
できます。
回答数は平均200〜300。

ユーザー満⾜度が⾼く、定期的に訪問したくなるコンテンツが充実です。
奈良県のママさんによる⼦育てコラムなど、ユーザーの共感性の⾼いコンテンツも満載。 



App	Function

機能紹介 より効果的にユーザーに情報を
送り届けることができます！

配信アプローチにより、
行動や属性、環境に対して具体的にセグメントをおこない、

広告配信をおこなうことが可能になります。

開封率
が⾼い！

リアルタイム
な情報配信！

ユーザーがアプリを開いていなく
ても、直接端末に配信されるので、
少ないアクションで情報を⾒るこ
とが可能！

開封率
が⾼い！

今すぐにでも送りたい時に
端末に情報をリアルタイムで
配信することができる！

「プッシュ通知」とは？

プッシュ通知配信方法

01	ユーザー全配信 02	属性別配信 03	位置情報連動配信

ぱーぷるmamaが保有し
ている全ホルダーにプッ
シュ配信が可能。潜在的
なユーザーに対し、とく
に受容性の⾼い時間帯に
メッセージを配信するこ
とで、より開封率を向上
させます。

ダウンロード時に登録い
ただいた（任意）、ユー
ザー情報を⽤いて、条件
に当てはまるターゲット
ユーザーに対してプッ
シュ配信することが可能
です！

ユーザー⾏動に合わせ、
場所と期間を特定し、対
象のユーザーにプッシュ
配信すうることが可能で
す。



❶ユーザー全配信

❷属性別（セグメント）配信

❸位置情報連動配信

ぱーぷるmamaが保有している全ホルダーにプッシュ配信が
可能。潜在的なユーザーに対し、とくに受容性の⾼い時間帯
にメッセージを配信することで、より開封率を向上させます。

※ダウンロードユーザーの約30%がプッシュ通知ONに設定しています。

ダウンロード時に登録いただいた（任意）、
ユーザー情報を⽤いて、条件に当てはまるター
ゲットユーザーに対してプッシュ配信すること
が可能です！

【取得する属性項目】
・登録ユーザーの生年月日・性別
・お住まいのエリア（39市町村より選択）
・お子さまの人数・生年月日・性別

ユーザーが指定エリアに⼊ったタイミングで情報配
信ができる位置連動プッシュ通知。
そのため、ユーザーの必要な情報を必要なタイミン
グで発信することが可能です。
PCから簡単に配信することができ、⼀回の配信で
複数のプラットフォームに同時配信可能。

（GPS、Wi-Fi、Bluetooth連動）

位置情報×属性×時間を組み合わせたプッシュ通知により、
ユーザーへ最適なタイミングで情報配信し、

アクションへつなげるO2Oソリューションです。



❶トップバナー➕PUSH通知を1回ご利用

1週間／30,000円
2週間／50,000円

❷イベントバナー or 各カテゴリー下バナー
➕PUSH通知を1回ご利用

1週間／20,000円
※原稿制作費は別途10,000円
※バナー制作費は別途5,000円
※イベントバナーは2社限定
※各カテゴリー下バナーは1社限定

1社
限定

計3社
限定

❸TOP画面配信➕PUSH通知を1回ご利用

1記事につき 40,000円
※原稿制作費は別途10,000円
※アプリ内掲載期間：最⻑31⽇間
※ TOP設置期間：5⽇間

SPOT
PLAN イベント告知などにもオススメです！

■制作オプション

●原稿制作（簡易ライティング）…10,000円/1本
※原稿制作の元となる資料などはご提供ください。

●バナー制作（1点）…5,000円
●撮影費（⽬安3〜5カット）…30,000円〜
●取材費（1時間程度）…20,000円〜

※ライター１名派遣し、取材いたします。原稿制作含む。

■SNSオプション

●ぱーぷるmama公式Facebook配信（1回）…30,000円
※Facebook広告費込み

■アンケートオプション

●フォーム作成・利⽤料：50,000円
※集計結果提供（個⼈情報の提供はいたしません）

■イベント予約フォームオプション

●フォーム作成・利⽤料：50,000円
●問い合わせ・キャンセル対応：50,000円

※すべて税別価格になります。※原稿・バナー制作費は別途必要です。下記の制作オプションをご確認ください。

※原稿制作費は別途10,000円
※バナー制作費は別途5,000円

配信したい時だけご利用いただける単体プラン！

●App Magazine

出稿プラン・料⾦



STANDARD
PLAN

TOP画面配信：２記事

プッシュ通知
（2回配信）

月額料金 50,000円（税別）

PREMIUM
PLAN

TOP画面配信：２記事（原稿制作込み）

プッシュ
通知

（2回配信）

●編集部が資料を元に簡易ライティング（原稿制作）を行います

月額料金 100,000円（税別）

Facebookページ
4,200
拡散

ぱーぷるmama公式

広告運用
実施

※配信⽅法はご相談の上、決定いたします。

※配信⽅法はご相談の上、決定いたします。

※上記のプランは年間契約となります。※配信設定はすべて弊社が⾏います。※ぱーぷるmama公式Facebookの広告額は、弊社に
お任せいただくことが条件となります。 ※STANDARD PLANの場合はテキスト原稿を納品ください。PREMIUM PLANの場合は、
原稿制作の元となる資料などはご提供ください。

●テキスト原稿を納品いただきます

●App Magazine

1本配信単価がグッとお得な年契プラン！出稿プラン・料⾦



NEW

COUPON
PLAN

クーポン特集配信：記事＋店舗情報＋クーポン

月額料金 5,000円（税別）

店舗紹介記事 店舗情報画面 クーポン画面

クーポンまとめ記事
（今月のクーポン特集）を

プッシュ通知
（3回配信）
※配信⽅法はご相談の上、決定いたします。

※1ヶ月間のクーポンをご提供いただける店舗様に限ります

※すべて税別価格となります。※上記のプランは年間契約となります。
※プッシュ通知の配信⽅法は３パターンからお選びいただきます。※配信設定
はすべて弊社が⾏います。※記事制作における原稿ご提供ください。

クーポンまとめ記事
（今月のクーポン特集）を

バナー配信
（2週間）

TOP画面（バナー）

クーポンまとめ記事
（今月のクーポン特集）

【4月】今月の
クーポン特集

●App Magazine

店舗様向けのお得なプラン！出稿プラン・料⾦


