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はじまりは 『みんなの〇〇日記』シリーズ 
翔泳社の人気書籍『みんなの○○日記』シリーズ。 

累計販売部数37万部を誇り、お陰様でたくさんのファンに愛されています。 

「暮らしを大切に」というシリーズのコンセプトはそのままに 

いつでも、どこでも、最新の情報へ気軽にアクセスできる場所を作りたい…… 

そんな想いから、無料Webメディア『みんなの暮らし日記 ONLINE』を立ち上げることになりました。 



コンセプト 

• 「暮らし」をテーマにしたWebマガジン 

 

• 衣食住の「食」と「住」が得意分野 

 

• 具体的な家事のノウハウはもちろん、 

 モチベーションUPのための読み物や、 

 著名人へのインタビューで記事を構成 



想定読者 
独身 既婚 子育て中 子育て卒業 

20代 

30代 

40代 

50代 
年代、家族構成、キャリアに違いこそあれど 

 

「ていねいな暮らしを大切にしたい」 
「おうち時間を充実させたい」 

「大量消費＜よいものを長く使い続ける」 
 

というマインドにおいて共通している人たち。 
 

浪費はしないが 
 

「心地よい暮らしのために必要な出費を惜しまない」 
 

という点では、比較的 
経済的に余裕のある人たちでもある。 



想定コンテンツ（キーワード） 

衣 食 住 
器 

作り置き 

家呑み 

収納 ガーデニング 

おやつ 

手しごと 

掃除 

北欧家具 

持ち家 

冷え取り 

おもてなし 

コーヒー 紅茶 

日本酒 ワイン 

琺瑯 

曲げわっぱ 

せいろ蒸し 出汁 

天然酵母パン ぬか床 

DIY 

インテリア 

手作り 

ナチュラル シンプル よいものを長く ていねいに 暮らし 

エプロン 

てぬぐい 

読書 
音楽 

映画 
ドラマ 

雑貨 

断捨離 

本革 

リネン 
カシミア 

リノベーション ドライフラワー 



著者傾向 

衣 食 住 

ノウハウ 

あさひさん 

渥美まいこさん 

Tammyさん 

ayakoteramotoさん 

大木聖美さん 

大谷製作所さん 

Sachiさん 

曾布川裕子さん 

あやさん 

chikoさん 

napoconさん 

hanaさん 

母熊さん 

ひとみさん 

ぴょこぴょこさん 

holonさん 

マダム愛さん 

Marchさん 
めろんぱんママさん 

森映子さん 

森嶋マリさん 

山口さきさん 

やまぐちせいこさん 
ゆりさん 

ryokoさん 
misaさん 

Instagramのフォロワー数300～60万人の
マイクロインフルエンサーをはじめ、 
各領域で人気の方々に 
寄稿いただいています。 

盛り上げてくださる著者 
募集中！ 

やまぐちせいこさん 

「装う」のではなく、心地よい
暮らしの中の「衣」として、
「住」の著者さんが執筆したり
しています。 

マインド 



媒体ポジショニング 

暮らし全般 

読み物 コミュニティサイト 
キュレーションメディア 

ハレタル 
働きたいママ向け 

メディア 

北欧暮らしの道具店 
暮らし系 

EC＆メディア 

キナリノ 
暮らし系 

キュレーションメディア 
みんなの暮らし日記 ONLINE 

ほぼ日刊イトイ新聞 
暮らし、カルチャー系 

エッセイ、EC 

専門 

クックパッド 
レシピの 

コミュニティサイト 

LIMIA 
住まいの 

コミュニティサイト 

朝時間.jp 
朝の過ごし方 

キュレーションメディア 



みんなの暮らし日記 ONLINEの考える広告 

『みんなの暮らし日記 ONLINE』は 

暮らしを大切にする読者のためのWebメディアです。 

 

暮らしを支えたり、彩ったりしてくれるモノやコトを 

読者は愛し、求めています。 

 

誰もがそれぞれの形で日々を暮らしているように、 

それぞれのモノ（＝プロダクト）やコト（＝サービス）に合ったお伝えのしかたで 

読者に良さを紹介したい。 

 

時間や手間はかかるかもしれませんが、 

広告主のみなさまと一緒にコンテンツを作りたいと 

みんなの暮らし日記 ONLINE編集部は考えています。 



• オープン日：2017年6月22日 

• サイトPV：約200,000／月 

• モバイル：PC＝7：3 

媒体プロフィール 

人気記事 
 
■空っぽにして、一から整える 32,640pv 
 （やまぐちせいこさん）  
 #持たない暮らし #住 #収納 
 
■フランス人が太らない、5つの習慣 32,117pv  
 （マダム愛さん） 
 #食 #フランス人 #フランス #パリ #体形 #習慣 #ダイエット 
 
■おいしくて元気になる、お弁当作りの秘密 18,654pv 
 （大木聖美さん）   
 #作りおき #お弁当 #家しごと #食 #料理 

 
■子育てに「向き・不向き」はあるのか問題 28,046pv 
 （あさひさん）   
 #育児 #子ども  

※2017年12月時点 



広告メニュー 

レクタングルバナー
×2か月間 

想定imp：300,000 

貴社サービスサイト 

お見積り 
 

・タイアップ記事×1本 
・レクタングルバナー×30万imp 
 

計 70万円（税別） 

 

記事コンテンツ案 
 

 「使ってみた」記事 
  みんなの暮らし日記ONLINEの著者さんに、 
  貴社の製品を実際に使ってみてもらった様子を記事化します。 
  シェアが得意なユーザーを豊富に抱えています。(右記事） 
 
 貴社製品の工場見学レポート 
  作り手の顔や生産過程を見たい読者に向けて、 
  工場見学の模様をレポートします。 
 
 テーマに沿った座談会・ワークショップ記事 
  貴社製品に関連するテーマについて、 
  集まってもらった読者に座談会形式で話を伺い、 
  抱えている課題の解決策として、貴社製品をご紹介する仕立てです。 
 
 季節ごとの特集記事 
  1年を通して季節ごとの特集を組み、 
  時期に合わせた快適な暮らし方をトピックごとに提案。 
  貴社製品の活用アイディアを訴求します。 

 
などなど 

詳細はお打合せで編集部が直接ご提案させていただきます！ 

タイアップ記事 
想定PV：2,000～

3,000／月 



「みんなの暮らし日記ONLINE」のスタートと、 
書籍『みんなの暮らし日記 家事をシンプルに楽しむための、ちょっとしたこと。』 
の刊行を記念したパーティー＆ワークショップを開催しました。 
 
 会場              3331 Arts Chiyoda 
 ワークショップ参加人数  77名 
 日時              2017年7月21日 15:00～18:15 （各1.5時間） 
 参加費用           500～1,500円 
 
■実施プログラム 
  トーストアートを作ってみよう               森映子さん 
  楽しく、貯まる。はじめての「づんの家計簿」      づんさん 
  ミニマルライフ入門                    やまぐちせいこさん 
  親子でつくろう！消しゴムはんこ＆うちわ       TAM’S WORKSさん 
  整理収納キホンのキ！                  大木聖美さん 
  大人のInstagram入門                   Tammyさん 
  玄米と常備菜で作るワンプレートごはん         植木俊裕（utosh）さん  
  大人世代のシンプルファッションルール        窪田千紘さん 
 
 

イベント開催実績 



季節に連動した特集企画 

季節の移り変わりにとともに、 

御社アイテムを取り入れた素敵な暮らしを提案します。 

 

【想定テーマ】 

4月：新しい暮らしをはじめよう（インテリア特集） 

5月：初夏の暮らしを楽しもう（おでかけ/旅行） 

6月：梅雨の季節を心地よく（梅雨対策/掃除） 

 

■特別年間プラン 

 通常：タイアップ記事制作          ￥500,000/本 

                 ↓ ↓ ↓ 

 年間4本発注の場合、1本追加制作  ￥2,000,000/5本 

              

特集例：新生活（ 4-6月） 

インテリア おでかけ 
旅行 

梅雨対策 
掃除 


