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「家族のジカン」と「ママの⼈⽣」を応援
そして、⼦どもたちが育った地域を好きになるように

UP	DATE：2020.2.27



Concept
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ぱーぷるmamaは、様々な環境の変化の中で頑張っている⼦育て世代に焦点を当て、
まだまだ課題がある中でも、少しでもこの⼤切な⼦育て期間を楽しく過ごしてもらいたいという
想いから⽣まれたメディアです。
⼥性の社会進出が進み、共働きが当たり前になってきている現代、
ママの⽣き⽅や家族のライフスタイル、家族の形も変化しています。
ママ、パパは⼦育てに仕事、家事、たくさんのことを同時にしなければならないとても忙しい毎⽇…。
その中で、⽇常的なコミュニケーションの減少など、
家庭での「親⼦の関わり⽅」に悩みを抱える⼈もいます。
⼀⽅で、ママが⾃⼰実現に向けて、⾃分らしい働き⽅、⽣き⽅を求める時代にもなっています。
また、⼦どもたちにとっては、社会環境の変化にともない、教育の在り⽅も今後変わっていくでしょう。
そんな時代に⽣きるファミリーに向けて私たちができること。

・ママ・パパ・⼦どもたちが⼀緒に楽しく過ごせる情報をお届けすること。
・ママ、パパの新しい⽣き⽅やライフスタイルの情報をお届けすること。
・⼦どもたちに新しい学びや体験の情報をお届けすること。
そして、さらには、そのような機会を私たち⾃⾝が⽣み出すこと。

ぱーぷるmamaはただのメディアではありません。
奈良の⼦育てファミリーに幸せな「家族のジカン」を提供します。

ぱーぷるmama編集部



これらの相乗効果によって

ユーザー数 70,000を超える

県内の子育て世代プラットフォームを有しています。

発⾏部数45,000部 DL数 21,000
（2020.11.30時点）

フォロワー数4,250
（2020.11.30時点）

Magazine APP SNS

ぱーぷるmamaのユーザーは、⼦どもの教育や健康、家族が楽しめる場所などの情報を積極的に取
り⼊れる情報感度の⾼い、アクティブなママたちです。そんなママたちが求めているもの、共感
できるものを提供します。

県内の⼦育て世代に、ダイレクトに届
く流通インフラを整備。⾼いデザイン
性、共感性の⾼い編集記事で、お客様
のブランディングをお⼿伝いします。

アンケートやイベントの送客、プレゼ
ント企画などアプリならではの仕掛け
づくりが可能です！

ユーザーの「つながり」を使って、よ
り多くのリーチが⾒込めるので、効率
的にPR効果を狙うことができます。

各メディアを総合的に活用することで、
より多くの子育て世代にアプローチが可能です！

× ×

2020.9⽉現在



MEDIA DATA
■誌名：ぱーぷるmama
■版型：A4サイズ（天地297×左右210㎜）
■発⾏部数；45,000部
■中綴じ仕様、オールカラー約40〜56ページ
■発⾏⽇：年４回発⾏（2/20、5/20、8/20、11/20）
■配布エリア：
公⽴・私⽴の幼稚園・保育園・こども園
⼀部⼩学校（1〜3年⽣）
⼤型商業施設・百貨店、飲⾷店、スクール、病院
⺟⼦⼿帳交付窓⼝、⼦育て広場、図書館
などにて設置・配布
またママ読者会員に直接発送

2013年2⽉に創刊した、年に4回シーズンごと発刊
する雑誌。限りある「家族のジカン」を⼤切に。
をコンセプトに、様々な情報を発信しています。
家族との時間が少なくなっている現代だからこそ、
過ごし⽅が重要だと考えております。
エンターテイメント情報から⾷・暮らし、⼦育て、
教育といった社会テーマまで幅広く発信していま
す。

●Free Magazine



Reading Materials
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⼦育て世帯の社会的なテーマ、教育・⼦育ての分野で活動する奈良の⼈たち

奈良で暮らすママたち、⼦どもとの暮らし・⾷

⼦育て世帯が出かけられる奈良県内スポットやイベント

編集部が編集した記事を掲載。
他メディアでは⾒られないオリジナリティに
こだわったオンリーワンの⼦育てマガジンです

編 集 記 事



Free Magazine

6

2019年度 特集 子育てママ編集者が、今伝えたいコトを発信します。

夏

号

秋

号

冬

号

春

号

次
号

メイン特集

生き物に触れる～自然から学ぶこと～
・空から蝶 道端さんインタビュー
・橿原市昆⾍館インタビュー
・うだ・アニマルパークインタビュー
・ママ友と出かけよう！⽣き物と触れ合いスポット
・家族キャンプのススメ

サブ特集

自然遊びへGO!!
・⿂つかみ取り、釣りスポット ・⽔遊びスポット
・バーベキュースポット ・あじさい、ひまわりスポット

メイン特集

子どもの絵本・児童文学
～子どもの世界を広げ、心を育む～
・奈良の絵本作家を知ろう
・本屋さんが選ぶ 年齢別で読みたい絵本

サブ特集

秋の収穫体験
フィールドアスレチック・アウトドア施設

メイン特集

子育てしやすい社会へ
ALRIGHT BABY FES
社会学者 古市憲寿さん×仲川げん奈良市⻑トークセッションレポ
これからの新しい教育
仲川げん奈良市⻑×中室雄俊奈良市教育⻑インタビュー
幼児教育、⽣きた英語教育、プログラミング教育、学びの個別最適化とICT

サブ特集

室内あそび
子育て支援センター紹介
ママが働くこと・mama求人

メイン特集

発達、発育！子どものカラダを育てる
・幼児期の運動の重要性とは
・神経系の発達、プレゴールデンエイジとゴールデンエイジ
・療育 〜⼦どものためにできること〜
・⾜は⾝体を⽀える⼟台「⾜育」
・⾒る⼒「ビジョントレーニング」

サブ特集

お外遊び・公園
いちご狩り
mama求人
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2020年度 特集（予定）

夏

号

秋

号

冬

号

春

号

次
号

メイン特集

「やってみたい！」をしてみよう
子どもの好奇心を叶える夏
・⼤きい遊具で遊びたい！/ITADAKI ⽣駒⼭上遊園地（⽣駒市）
・ひつじのショーンに会いたい/ローザンベリー多和⽥（滋賀県）
・テントで寝てみたい！/LOGOSLAND(京都府城陽市）
・忍者になってみたい！/甲賀忍術村（滋賀県）
他多数の遊びの施設を紹介

サブ特集

自然遊びへGO!!
・農家⺠宿 ・昆⾍体験 ・天体観測 ・⽔遊び

メイン特集

人（次世代）を育てるということ～コロナ後の教育～
・⽇本の教育の課題とより良いものに進化させるためには〜市町村⻑トークセッション〜
・働くことと⼦どもを育てることの狭間
・変化する教育の価値観と仕組み、ICT教育の現在
・教育現場の課題と未来、これからどうあるべきか
・スポーツで⼈を育てる、そして地域を変える
・お家や公園でもできる運動を教えてもらおう

サブ特集

秋の収穫体験
アウトドアを楽しもう

メイン特集

強いづくりのために！免疫力
・免疫とは？〜免疫のしくみ・役割〜
・免疫と⾷の関係性
・免疫アップ⾷材とレシピ
・おうちでできる免疫アップ運動

サブ特集

子どもたちの能力開発 ワーキングメモリー
おうちでアート＆工作

メイン特集

見えないチカラが未来を作る
・⼦どもの⾃⼰肯定感をあげる
・⼦どもの未来を⼤予想（⾮認知能⼒の重要性）
・⼦どもたちに将来の夢をインタビュー
・イライラしちゃうお⺟さんへ/サロンドキッズインタビュー

サブ特集

景色の良いSPOT
いちご狩り



ショッピングモール
百貨店、スーパー

公立・私立
幼稚園・保育園・こども園・小学校

小児科
産婦人科

役場・図書館
子育て広場・サークル

ママ読者
ご自宅へ直送

掲載店
配布・設置協力

22,000部

3,500部 2,000部5,000部1,200部

ぱーぷるmama独自の配布・設置先

媒体スペックに、他誌とは明確な差があります！

イオンモール⼤和郡⼭
近鉄百貨店 奈良店
近鉄百貨店 橿原店
ならファミリー
アピタ⼤和郡⼭店
ラスパ⻄⼤和
トナリエ⼤和⾼⽥
ガーデンモール⽊津川

県内の子育て世帯に届く部数＝45,000部
奈良県の子育て世帯数（15歳未満のお子様がいる家庭）：約13万世帯（15歳未満の人口➗出生率）

10,000部

1,300部

母子手帳
交付場所にて配布

NEW

〈奈良市〉公⽴：39園 私⽴：29園 ⼩学校：7校
〈大和高田市〉公⽴：14園 私⽴：4園
〈大和郡山市〉公⽴：17園 私⽴：4園
〈天理市〉公⽴：13園 私⽴：2園 ⼩学校：9校
〈橿原市〉公⽴：13園 私⽴：6園
〈桜井市〉公⽴：5園 私⽴：3園
〈五條市〉公⽴：8園 私⽴：1園
〈御所市〉公⽴：6園 私⽴：1園
〈生駒市〉公⽴：11園 私⽴：17園
〈香芝市〉公⽴：14園 私⽴：9園
〈葛城市〉公⽴：8園 私⽴：3園
〈宇陀市〉公⽴：7園
〈生駒郡〉公⽴：5園 私⽴：6園 ⼩学校：1校
〈磯城郡〉公⽴：2園 私⽴：5園
〈北葛城郡〉公⽴：3園 私⽴：6園
〈吉野郡〉公⽴：17園 私⽴：4園
〈山辺郡〉公⽴：3園
〈宇陀郡〉公⽴：1園

配

布
・
設

置

一

覧

設

置

一

覧

さらに、ぱーぷるmamaのウェブサイトおよびSNSにて冊子のPDFを配信し
ウェブ上でのリーチも伸ばします！

●Free Magazine



掲載面 サイズ
（天地×左右） 単発 2号掲載 3号掲載 4号掲載 制作費 撮影費

表４ 297×192 \310,000 \294,500 \279,000 \248,000 \30,000 \40,000

表２ 297×210 \280,000 \266,000 \252,000 \224,000 \30,000 \40,000

表２対向 297×210 \252,000 \239,400 \226,800 \201,600 \30,000 \40,000

表３ 297×210 \230,000 \218,500 \207,000 \184,000 \30,000 \40,000

⽬次対向１ページ 297×210 \210,000 \199,500 \189,000 \168,000 \30,000 \40,000

本⽂２ページ 594×210 \350,000 \332,500 \315,000 \280,000 \60,000 \80,000

本⽂１ページ 297×210 \190,000 \180,500 \171,000 \152,000 \30,000 \40,000

本⽂１/３ページ 87×185 \120,000 \114,000 \108,000 \96,000 \15,000 \25,000

本⽂１/４ページ 65×185 \100,000 \95,000 \90,000 \80,000 \15,000 \25,000

本⽂１/６ページ 87×90 \60,000 ー ー ー \10,000 \20,000

※下記の料⾦には消費税は含まれておりません。

※弊社との新規ご契約の場合は、ご掲載にかかる費⽤を前⾦で頂戴いたします。
※掲載場所のご指定の場合は、掲載費の20%増でご請求させていただきます。
※制作費・撮影費は1号あたりの費⽤となります。また⾦額は⽬安となりますので、内容によって⾦額が変動する場合もあります。
※オーダーの締め切りは、発⾏⽇の30⽇前、データ⼊稿は20⽇前になります。

掲載面 サイズ
（天地×左右） 単発 2号掲載 3号掲載 4号掲載 制作費 撮影費

記事１P 267×177 \150,000 \142500 \135,000 \120,000 ー ー

記事１/２P 131×177 \100,000 \95,000 \90,000 \80,000 ー ー

記事１/４P 131×85 \60,000 \57,000 \54,000 \48,000 ー ー

記事型広告（mama NEWS/習い事）

※オーダーの締め切りは、発⾏⽇の30⽇前、データ⼊稿は20⽇前になります。

ご成約済

広告のお申込スケジュール

お申込
※発行前月の20日締切

掲載内容
お打合せ

広告
デザイン取材・撮影 原稿

ご確認

※スペースによっては締切⽇以前になくなる場合がありますので、お早めにお申込ください。

ご成約済

ご成約済

ご成約済

●Free Magazine

出稿プラン・料⾦（フリーレイアウト広告）


