
全ては、ママと赤ちゃんのために

０～２才のベビーのいるママ妊娠後期～産後１ヶ月のママ

SHUFUNOTOMO.

媒体資料



どんな道を歩んできた人も

どんな境遇で授かった人も、

妊娠・出産・子育てが

その後の人生に勇気と

自信をもたらす経験となりますように。

プレモベビモは女性の

大きなライフイベントを応援し、

「安心」「信頼」の情報を

提供してまいります。

Pre-mo Baby-mo編集部より



平均年齢 30.9才
１人目ベビー 83.7%
世帯年収 平均720万円
（厚生労働省発表の全国平均560.2万円）

【今、欲しい情報】

１位 出産準備グッズのそろえ方
２位 本当に必要なもの、いらないもの
３位 赤ちゃんの名前
４位 お産の不安への答え
５位 ベビースペースや産後の生活のこと

平均年齢30.9才ではじめての妊娠&出産。
「ベビーグッズ情報」がとにかく欲しい時期！

妊娠後期～生後１ヶ月の妊婦さん



平均年齢 30.3才
１人目ベビー 81.2%
世帯年収 平均710万円
（厚生労働省発表の全国平均560.2万円）

０～２才のベビーのいるママ

大都市圏在住のママが多く、
アクティブな読者です！

【就労状況】

妊娠前から専業主婦：22％
妊娠・出産を機に退職：34％

育休後に復帰予定：40％
働いている： ４％



スケジュール ＆ 広告企画

4月 8月 9月5月 6月 7月

Pre-mo夏号
（4月15日発売）

Baby-mo夏秋号
（6月15日発売）

Pre-mo秋号
（7月15日発売）

Baby-mo秋冬号
（9月15日発売）

10月 2月 3月11月 12月 1月

Pre-moムック
（10月15日発売）
【仮タイトル】

ベストセラー
BabyGoods大全

Baby-mo冬春号
（12月15日発売）

Pre-mo春号
（1月15日発売）

Baby-mo春夏号
（3月15日発売）

■その他
・年間を通じた企画 ・お出かけ企画 ・AWARD企画
・Pre-moとBaby-moをセットした読者へのリーチ企画
・タイアップと連動したコンテンツ制作 ・イベント企画 etc...
Pre-mo＆Baby-moを活用したプランをご提案させていただきます！

Pre-mo/Baby-mo
グッズAWARD

読者ママから強い信頼を得ています！



Pre-mo年間特集予定

※内容は変更することがございます。

2021夏（4月売） 2021秋（7月売） 2022春（1月売）

表紙 五月千和加 タレント タレント

TOPCS

グッズAWARD

五月千和加／篠田麻里子／近藤千尋

／川崎希／香川照之／東原亜希

名づけBOOK 名づけBOOK

グッズAWARD2022

付録

・考えない出産準備BOOK

・MARLMARLスタイプレゼント

・しあわせ名前BOOK

・買うものリストBOOK

・名づけ無料診断

・しあわせ名前BOOK

・買うものリストBOOK

・名づけ無料診断300名様

・おなかの赤ちゃん実物大シート

大特集
6・7・8・9月

＆双子ママの出産準備全部見せ

9・10・11・12・1・2月

＆双子ママの出産準備全部見せ

3・4・5・6・7・8月

＆双子ママの出産準備全部見せ

第２特集 育児グッズアワード2021！ 育児グッズアワード2022！

出産

妊娠中・出産時・コロナ出産ドキュメント！

先輩ママのやってよかった＆しくじりポイント

安産だったママがやっていたこと全部！

お産入院を乗り切る便利＆攻略グッズ

みんなの出産ドキュメント

痛みに弱い私のお産乗り切り術

陣痛・破水お産の始まり初動マニュアル

陣痛の痛みを乗り切る方法

みんなの出産ドキュメント

ファッション UNIQLO・GUプチプラ妊婦コーデ UNIQLO・GUプチプラ妊婦コーデ

グッズ

インテリア

無印良品のインテリア ベビーグッズ大全

赤ちゃんがいる家の収納＆インテリア

先輩ママのベビーカー＆抱っこひも選んだ理由教えて！

産後をお助け！「この家電がすごい」

ベビーグッズ大全

ママバッグ・母子手帳ケース・おむつポーチ「かわいい袋も

の」カタログ

産後をお助け！先輩ママのおすすめ子育て家電

赤ちゃん

赤ちゃんの肌育＆スキンケア

失敗しない名づけのコツ

秋冬生まれ赤ちゃんの肌着とウエア

新生児のお世話の基本ガイド

春夏生まれ赤ちゃんの肌着とウエア

ベビースペースの作り方

新生児のお世話の基本ガイド

妊娠中の体

トラブル

母乳で育てるために妊娠中からできること

体調スッキリヨガ！

会陰切開で泣く人泣かない人の分かれ道

新型コロナにかからないために

おなかの張りと痛みこれって大丈夫？

ラク産みポーズ10

妊娠中のセックスあなたはどうしてる？

逆子になったら知りたいこと

正しい夏の水分補給

ぐっすり眠りたい妊婦の睡眠講座

便秘がつらい！を解消しよう

新型コロナ再流行！妊婦さんが気をつけることは？

冷え取り＆安産マタニティヨガ

増えすぎ妊婦さんの体重管理

あそこをジョキ？会陰切開はこわくない！

スキンケア

夏の妊娠線ケアこれが正解

今どき妊婦のニューノーマルなスキンケア

真夏の妊娠線ケア

産後もきれいな肌は保湿ケアから

乾燥シーズン到来！冬の妊娠線ケア

産前産後すぐのスキンケア

食事・レシピ

ワタナベマキさんの冷凍作りおきレシピ

妊娠中に食べていいもの・悪いもの

妊娠中の食事の基本＆レシピ 妊娠中に食べていいもの・悪いもの

産前産後を救う冷凍作りおきレシピ

お金・手続き 赤ちゃんが生まれたあとの申請＆手続き 妊娠・出産・育児にかかるお金大全

パパ パパプレモ パパ白書



Baby-mo年間特集予定

※内容は変更することがございます。

2021夏（6月売） 2021秋（9月売） 2021-22冬（12月売） 2022春（3月売）

表紙 ベビー ベビー ベビー ベビー

TOPCS

・お悩み解決離乳食

・積んで楽しいおもちゃカップ

・クマーバ絵本

・篠田麻里子さん連載スタート

・ベビモ認定お出かけAWARD

・はじめてのトーマスあそびセット

・離乳食付録＆絵本

・グッズ＆スポットAWARD

・ペアレンティングアワード

・離乳食付録＆絵本

・指でくるくる赤ちゃん時計

・離乳食付録＆絵本

・組み立て付録

付録

①お悩み解決離乳食BOOK

②積んで楽しいおもちゃカップ

③絵本「クマーバたべもの図鑑」

①離乳食BOOK

②絵本

③トーマスセット

①離乳食BOOK

②絵本

③立体付録（キャラクターコラボ）

①離乳食BOOK

②絵本

③立体付録（キャラクターコラボ）

大特集
夏の過ごし方＆お世話大特集！ 生活リズムの立て直し＆

ぐっすり眠れるねんね講座

ベビーグッズ大賞2021！（22P） うちの子の夜泣きはいつ終わる？

第２特集

赤ちゃんの発達「これってふつう？」 ベビモ認定お出かけAWARD 真冬赤ちゃんの過ごし方＆ママの24時間 お世話のやめどき＆はじめどき

ファッション
IENAアンファンで親子コーデ

ユニクロ・GU夏のプチプラ親子コーデ

プチプラウエア全部2000円以下！

全国親子SNAP

冬の着せ方の正解＆冬ベビーコーデ！ 赤ちゃん好みのベビ服＆ラクコーデ

離乳食

（天断ち）ポリ袋でぽりにゅ～しょく BFアレンジで無限離乳食

使える・便利な離乳食グッズはコレ！

離乳食もう悩まなくて大丈夫！

はじめてママの赤ちゃんケーキの作り方

手づかみ食べ離乳食

絵本
この絵本がおもしろい 0才からの幸せ絵本ガイド（天断ち16P） この絵本がおもしろい！ この絵本がおもしろい！

遊び
楽しい！おもちゃカップ遊びベスト10

GAOーな恐竜グッズ

感じる心がぐんぐん育つ外遊び・おうち遊び30

YouTube連動手遊び歌

パパと♪ママと♪楽しいお風呂あそび 親子で癒やし合い遊び

病気・事故ケ

ガ

夏の事故ケガ110番！ 新型コロナの予防接種と感染しないために

できること

赤ちゃんの冬の事故＆ケガ

くせになりやすい中耳炎と耳の病気

小児科医に伝わる魔法のコトバ

救急車を呼ぶのはどんなとき？

スキンケア
おむつモレ学園 カサカサかゆかゆ真冬のスキンケア 意外と一番過酷な季節！ベビースキンケア

赤ちゃんの

心と体

動かない族・走る族・地べた族

・・・お出かけイヤイヤどうする？

今日からできる♡おうちでモンテッソーリ！

コップ・ストローレッスン

夏に多い赤ちゃんの中耳炎

赤ちゃんの「この世の終わり泣き」

0～1才半まで「成長ダイアリー」

いつから話す？最初の言葉は？赤ちゃんの

おしゃべり

男の子ママのためのおちんちん一問一答

赤ちゃんの寝ない・泣き止まない

赤ちゃんのうんち観察隊

気がかり相談室

赤ちゃんの目と耳、どう発達する？

赤ちゃんのあざとほくろ

成長早い子・ゆっくりな子

赤ちゃんのオーラルケア

赤ちゃんの骨と関節

赤ちゃんとの

暮らし

先輩親子のおうち水遊びレポート

赤ちゃんWelcomeな温泉宿

知ってるとラク！育児の裏わざ100連発

赤ちゃんがいる家の収納＆インテリア

赤ちゃん防災「今振り返る大地震」

パパ白書

家事中赤ちゃん何してる？

初めてのお出かけHow to

無印良品の部屋づくり

ハンドメイド かわいいものをハンドメイド♡

ママのこと

おっぱい・ミルク授乳の悩み相談室

二人目タイミング何歳差がいい？

みんなのそれぞれ！卒乳STORY

育児がんばった証選手権

保育園入園までにやっておくことカレンダー

ママバッグの中身全部見せます！

ママの24時間スケジュール



【広告料金表】

主婦の友社
メディア営業部 メディア営業ユニット

TEL:03-5280-7510

お問い合わせはこちら！

年３回（１、４、７月の１５日発売）



広告企画

年間の『Pre-mo＆Baby-mo編集部おすすめ』認定企画

G650万円プラン
Baby-mo４号分、Pre-mo３号分
①毎号１ページ純広告
②毎号１ページタイアップ
③編集部イチオシロゴ進呈（使用期間：１年間）
④AWARD盾進呈
⑤10月発売ベストセラー「BabyGoods大全」

にて１ページ編集記事サービス

G1000万円
Baby-mo４号分、Pre-mo３号分

①毎号２ページ純広告
②毎号２ページタイアップ

※タレント起用も可能です。（タレント起用の場合は別途御見積り）
③編集部イチオシロゴ進呈（使用期間は１年間）
④AWARD盾進呈
⑤10月発売ベストセラー「 BabyGoods大全」

にて１ページ編集記事サービス
⑥毎号ベビモ公式インスタにてフィード＆ストーリーズ投稿
⑦ご希望月にて１回動画制作あり（インスタリール想定：二次使用OK）


