
広告掲載スケジュール
［媒体企画書］

松山市千舟町7丁目2-8
☎089- 931-7001
http://www.ehimeliving.co.jp

松山市湊町7丁目3-5
☎089-921-6500
http://www.kk-spc.co.jp

株式会社エス・ピー・シー
広告のお申し込みは

園 児 と パ パ・マ マ の た め の 情 報 誌

「えんじぃな 愛媛・松山」は、消費者を保護するため独自の掲載基準を設け、下記業種・内容の広告は取り扱いをしません。
消費者金融および投機的な電話業、出資金募集（協力者求む、重役招へいなど）、商品先物取引業、迷信に関わるもの、布教・寄付集め、易断鑑定（易学教室をのぞ
く）、風俗及び私営ギャンブル関連、調査・探偵業、尋ね人、交通共済（反則金肩代わり）、不良商法とみなされるもの（マルチ商法、霊感商法、催眠商法など）、報道記
事を否定するもの、他の広告を否定するもの、その他当社が不適切だと認めたもの

さらに「えんじぃな 愛媛・松山」は、幼稚園・保育園を通じての配布であることに配慮し、
下記業種・内容を広告しないよう、独自の基準を定めています。
家庭教師・消費者金融・政党広告・宗教団体・美容外科・エステティックサロン・弁護士・ギャンブル・風俗・代理店募集・墓地、霊園・幼稚園、保育園・中学校・高校・
大学（要相談）・進学塾、塾関連・託児サービス・その他、不適当と判断したもの

※事情により変更する月があります。
※スケジュール期間内に祝日がある場合や、園の大型連休などが
ある場合は、締切や工程が繰り上がる場合があります。

愛媛・松山

松山市松山東雲女子大学・短期大学聖カタリナ大学・短期大学部えひめリビング新聞社エス・ピー・シー
広告掲載料 （※1回あたり）

1回のみ

※上記料金には消費税は含まれておりません。
※制作費には、コピー・デザイン制作を含みます。撮影料は別途。
※ペイドパブリシティ広告の掲載料には、取材・編集・制作を含みます。

※1/3ページ（縦）は年間契約優先になります。広告ご出稿の場合は事前にご確認ください。

1年6回契約 2年12回契約 制作費

発行週の4週前の金曜日17時

ペイドパブリシティ広告
 校了締切

ディスプレイ広告
入稿締切発行日／毎奇数月第1金曜日

発行週の3週前の水曜日17時

協力提携誌 「えんじぃな 愛媛・松山」はサンケイリビング新聞社発行の「あんふぁん」「ぎゅって」の協力のもと誕生しました！

全国主要都市で発行される
園児とママの情報誌

2019年2月

「あんふぁん」
（全国10エリア・幼稚園配布・
71万4,879部）

「ぎゅって」
（全国3エリア・保育園配布・
34万3,259部）

首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）・
北海道・東北・関西・東海・

九州エリアおよび広島での
子育てファミリー層に向けた

プロモーションも、
ご相談ください。

株式会社エス・ピー・シー

@40,000円

@40,000円

@40,000円

240,000円

210,000円

320,000円

270,000円

230,000円

360,000円

300,000円

250,000円

400,000円

表2（天地284㎜ × 左右210㎜）

表3（天地284㎜ × 左右210㎜）

表4（天地270㎜ × 左右210㎜）

表まわり

ディスプレイ広告

ペイドパブリシティ広告 （ベースフォーマットあり）

@60,000円
@40,000円
@30,000円
@20,000円

270,000円
180,000円

90,000円
70,000円

300,000円
200,000円
110,000円

80,000円

330,000円
220,000円
130,000円

90,000円

2ページ（天地284㎜ × 左右210㎜）×2

1ページ（天地284㎜ × 左右210㎜）

1/2ページ（天地132㎜ × 左右190㎜）

1/3ページ（縦）（天地264㎜ × 左右70㎜）

2ページ（天地284㎜ × 左右210㎜）×2

1ページ（天地284㎜ × 左右210㎜）

1/2ページ（天地132㎜ × 左右190㎜）

450,000円
300,000円
180,000円

430,000円
270,000円
160,000円

400,000円
240,000円
140,000円

※掲載料に含む

●仕様
A4変形サイズ、全ページカラー、
中綴じ、全36ページ（予定）
●発行部数
25,000部
●発行サイクル
隔月刊、毎奇数月第1金曜日 
※事情により変更する月があります。

●配布方法
幼稚園・保育園を通じて配布
●配布先（予定）
松山エリアの幼稚園・保育園・
認定こども園（配布園数：約180園）
松山市役所、市関連施設・窓口、
児童館など
イエロースタンド

（県内フジ各店、市内スーパー）
※一部事情により配布されない園があります。
　また園により配布時期が遅くなる場合があります。

●協力
松山市、松山東雲女子大学・短期大学、
聖カタリナ大学・短期大学部
●提携会社
サンケイリビング新聞社

媒体概要

まつやま笑顔の子育て応援連携協定事業

無 料

PC・スマホからも読める！
えんじぃなが電子書籍化して、パソコンやスマホから読めるようになりました。さらに子育てママの
ブログや専門家が応える子育てQ&A、イベント日程などサイトならではの情報も配信しています。



［配布先］
幼稚園・保育園
市内スーパー

（イエロースタンド）
松山市関連施設

園の配布
カバー率
97.1％

愛媛県私立幼稚園協会
中予私立幼稚園連盟
松山市子育て支援課
松山市保育・幼稚園課

による配布協力

ペイド
パブリシティ

「えんじぃな 愛媛・松山」の配布システム 「えんじぃな 愛媛・松山」読者の消費マインド

「えんじぃな 愛媛・松山」の情報発信

子どもの病院ガイド
子育て世代の家づくり
レジャー、グルメ、
習い事企画 など

園児とパパ・ママの
ための情報誌

『えんじぃな 愛媛・松山』

パパ・ママが主役の
“共感”メディア

『えんじぃなweb 愛媛・松山』

県内最大級のイベントから
勉強会・体験セミナーまで

イベント・セミナーなど

松山市内に住む
園児2万人の家庭に隔月で届く

しっかり読まれるメディアです。

園児とパパ・ママ、じぃじ・ばぁば、みんなが主役の
子育て“共感”メディアです。

愛媛・松山園児とパパ・ママの
ための情報誌

旬なニーズを
しっかりキャッチ

Information Communication Event商品・サービスに合わせて有効にご活用ください！

シーズン
営業企画

編集スタッフが
取材をして
第3者目線で表現する
記事スタイルの広告

※各データについては
「園児とママのデータ」より引用

読みやすく、
伝わりやすい！

※あんふぁん調べ

モラルの高い
独自の

広告掲載基準
安心の

生活情報を子育てママは
20代後半～
30代後半
※あんふぁん調べ

「えんじぃな 愛媛・松山」がつくる子育てサポート情報サービス

子育てファミリーにより良いライフスタイルを提案！

住まい

奇数月に1回、幼稚園・保育園に
届きます

❶ ❷ ❸
先生から園児または
お迎えママに手渡し

パパ・ママ・家族が
お家でゆっくり読みます

子育て世代のマイホーム計画予定は4割以上。
リフォーム願望は2割以上。

「もちろん、視点は戸建て・マンション共に
子育てに適した住まいで、

二世帯住居への関心もあり」

おでかけ
家族のレジャーはママで決まるほど、
お出かけスポットは常にチェック。

園児家庭の国内旅行は年平均1.6回。

じぃじ・ばぁば
祖父母との三世代旅は6割が経験。
入学祝い10万円以上が2割超え。

こんな濃厚な祖父母世代との交流は、
今どきスタイル。

「だから、思い出は一緒に作りたい」

健康・美容
むし歯・歯並びは8割超のママが心配。
アレルギーや紫外線対策にも敏感。

「家族の健康も大事だけど、ママも健康で
キレイでいたいのが子育て女性の本音」

ショッピング
消費行動が最も盛んな世代。

ふだんの買い物はスーパーが9割以上。
「でも、新しいお店やリーズナブルショップ、

こだわり店へのアンテナは
いつも鋭く磨いていたい」

習い事
スイミング、体操、ピアノ、英語など、
園児の習い事は5割を超えている。
「情操教育や体力作りは親からの

子どもの未来へのプレゼントだから」

家計・保険

グルメ
月1回以上の外食をする家庭は9割以上。

子連れでも気を使わなくていい店の情報を
ママたちは常に探している

月1回以上の外食をする家庭は9割以上。
子連れでも気を使わなくていい店の情報を

ママたちは常に探している

季節の行事
七五三、入園、発表会、運動会、遠足、

七夕、イチゴ狩り、クリスマス eｔｃ…。
「準備や記録、子どもとの思い出の
ハイライトはきちんとしてやりたい」

車
子育て世代にとって

マイカーも家族の一部。
ママもショッピング、子どもの送迎など

週に5日以上運転する人が4割も。
「運転のしやすい、女性に

やさしい車を選びたい」

毎月のやりくりをしながら、
どれだけ貯蓄に回せるか、

将来を考えてどの保険が適しているのか、
保険を選ぶポイントは
商品内容、価格、信用

IMAGEIMAGE

対象園児
約20,000人

※松山市エリア サンケイリビング新聞社
との協力体制で

子育て最新トレンド
も読める

松山市と
連携協定締結

地域の子育て
最新情報を掲載

幼稚園ママは70%が
専業主婦

保育園ママは88%が
ワーキングマザー


