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tel:03-5362-3844


• オープン日：2017年6月22日

• サイトPV：約700,000／月

• モバイル：PC＝8：2

• 広告案内特設ページ：https://minna-no-kurashi.jp/ad

媒体プロフィール

コンセプト

暮らしにまつわること全般をテーマとし、
なかでも「食」と「住」が得意分野。

・実践的な暮らしのノウハウ
・日々のモチベーションUP

・悩みの共感

といった記事を届けています。

ブロガーやインフルエンサーなど、
「ていねいな暮らし」をテーマに等身大の発信を通し
一日の終わりに一息つきながら読みたくなるような、

毎日をささやかに応援する内容を中心に構成しています。

※2019年 9時点
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読者プロフィール
実施期間：2018年11月16日～12月7日
対象：みんなの暮らし日記ONLINEのweb、Instagram、Twitter、Facebookで記入を呼びかけ
回答者数：189名

【特徴】
・メイン読者は30代～40代の主婦
・専業主婦、兼業主婦が半々で、世帯年収は中流層

より良い暮らしを保つための正しい投資を歓迎し、
良いアイテムを厳選して使いたいという思考がある

・読者/インスタグラマーともに全国に点在しており、
居住地アンケートでも回答結果は各拠点に分かれている
都会～地方のライフスタイルを問わず幅広く共感を得ている
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20代 30代 40代 50代 それ以上 無回答

77%

21%

1%

1%

婚姻について

既婚 未婚 その他 無回答

3



読者プロフィール
実施期間：2018年2月5日～2月15日
対象：みんなの暮らし日記ONLINEのweb、Instagram、Twitter、Facebookで記入を呼びかけ
回答者数：48名（100％女性）
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子供の有無

いる いない 妊娠中
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2% 1%職業

会社員 専業主婦 パート／バイト その他 育休・産休中 自営業 公務員 無回答
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世帯年収

～300万 300万～500万 500万～800万 800万～1200万 それ以上 無回答
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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

macaroni
食のトレンド&簡単
レシピメディア

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

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
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＼総フォロワー数 170万人／

30名の「プレミアムアンバサダー」と
毎月、テーマの違う特集コンテンツをスタートしています。

【今後のスケジュール(予定)】

6月 梅仕事を楽しむ
7月 健やかに気持ちよく過ごす夏
8月 夏の朝 早起きして朝食を楽しむ
9月 お米再発見(仮)
10月 大人の夜の過ごし方(仮)
11月 わたしお疲れさま。 (仮)
12月 おもてなし特集(仮)

などなど

4月のテーマは「おべんとう暮らし」です



アンバサダーの例

やまぐちせいこさん(ミニマリストブロガー。ブログ「少ない物ですっきり暮らす」は月間ＰＶ150万)
人気記事：「使う幸せ、生かす幸せ」「『嫌われたくない！』を手放す幸せ」

<読者の声>
やまさんの記事は欠かさず読んでいます。シンプルライフに興味を持ったきっかけが、やまさんの書いているブログと書籍でした。

やまぐちせいこさんの、嫌われたくない…の記事を読んで、どうしたら好かれるようになるのかを考えるのではなく、
どうしたら、日々心地良く過ごせるかを考えてみようと思いました。

やまぐちせいこさんが好きで、やまぐちさんのブログからこちらに飛んできました。
どの方も楽しく拝読させていただいておりますが、パスタの話をされていた曽布川優子さんの記事がとても興味深かったです。

ryokoさん(Instagram：フォロワー116,000人)

人気記事：「『今日ご飯いらない』で飲みに行ける夫」「考えずに済む！家事のルーティンを作ろう」
<読者の声>

「今日ごはんいらないで飲みに行ける夫」という記事を読んで、自分のイライラする気持ちを自身で理解し、整理することができました。
それと同時に、みんなも同じなんだと分かり、ホッとしました。

母熊さん(Instagram：フォロワー54,000人)

人気記事：「意外に簡単！ おいしい手作り常備菜」「我が子の「ハイハイ」「お弁当」最後の日」
<読者の声>

『我が子の「ハイハイ」「お弁当」最後の日』 子育てに限らず、
日々の色々な事に対し「最後に○○した日」を意識することの重みに気付かせてもらえた。
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タイアップ記事メニュー

貴社サービスサイト

【記事広告プラン】
・タイアップ記事×1本
・レクタングルバナー×30万imp/月
・著者への謝礼/スタジオ代 など

￥1,000,000（税別）

記事コンテンツ案

製品訴求はもちろんのこと、レシピ考案や、製品レビュー、
モニターキャンペーンなど組み合わせ、ご要望に応じて広報施策用、
マーケット調査用、サンプリングレビュー用など様々な内容で企画可能で

す。 認知～アンケート調査～情報拡散までワンストップに行えます。

「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。
拡散や共感が得意なインフルエンサーを豊富に抱えています。

テーマに沿った座談会・ワークショップ記事
御社製品について一般読者に座談会形式で話を伺ったり、
作り手の顔や生産過程が見える生産所・工場見学など、
レビューの収集や、商品認知・情報拡散に役立てます。

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。

タイアップ記事
想定PV：5,000

※外部配信で1万～1万5千PVまで
のばすことも可能です

詳しくは担当者にお問合せください

レクタングルバナー
×2か月間

想定imp：600,000



インフルエンサー投稿メニュー

想定エンゲージメント率 3～15％ ※いいね・コメントの合計/対フォロワー

実施内容
・インフルエンサーへのサンプリングから商品体験
・インスタグラム投稿 ※保証

Instagram投稿 投稿保証 ※ハッシュタグ指定：3つまで

PR表記 企業様名の表記必須 / ハッシュタグ#pr必須

レポート項目 リーチ数/エンゲージメント数/ユーザーコメント抜粋

レポート提出日 Instagram投稿日より10営業日前後

備考

・商品発送にかかる費用は別途必要です。
・投稿内容には、企業さまとの関係性を明示する文章を記載いたします。
・投稿内容の指定・修正は原則行えません。
・リーチ数とエンゲージメント率は、保証ではございません。
・商品や、他の条件等によっては、実施可能な人数やリーチ数及びお見積り
が 変動いたします。
・投稿画像等の二次利用は別途ご相談ください。
・リポストは可能ですが、発注の際に著者へ伝える必要があるため予めご
教示ください。

概要

商品サンプリングを行い、商品をふくめた写真を
Instagram(もしくはブログ)にて投稿いたします。

・アンバサダーアサイン(3名)
・投稿内容の企画・編集
・投稿数
①3記事(1投稿/人)

金額：55万円(G)

②6記事(2投稿/人)※2週間～1ヶ
月ほど間隔をあける想定です

金額：100万円(G)

※3名の総フォロワー数は
10～15万人以上になるようアサインできれば

と思っております。



イベントメニュー

イベント企画案

新商品リリースパーティー、ワークショップ、展示会など
ご要望に応じて広報施策用、マーケット調査用、サンプリングレビュー用
など様々な内容を企画でき、認知～アンケート調査～情報拡散を
ワンストップに行えます。

会場： 企業様オフィス内キッチン、オープンスペース、
店舗催事コーナーなど ご要望に応じて押さえます

参加者：一般の消費者（レビュアー）
ご希望のジャンルの著者（インフルエンサー）
規模感に応じて募集・交渉・アサインいたします

過去開催の自社イベント実施例

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
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

などなど
こちらも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！

【イベントプラン】
・コンテンツ制作
・集客
・当日の運営
・レポート記事＆バナー
※会場費要相談

¥1,000,000～(税別）
レポート記事

コンテンツ作成
＆

イベント運営

集客


