
ママココ大阪は、 

 大阪の子育てママの情報サイトです。 

ママココ大阪のビジターは、大阪在住の0～15歳くらいまでお子様のいらっしゃる「子育てママ」が中心です。 

子どもに関して、ママに関して、または家族に関してのお店・サービスなどの情報を提供してください。 

 

㈱ママココ  代表取締役 中島 三栄子 

  住所 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1-21-1-601 
  電話 06-4304-1916 
  URL www.mamakoko-osaka.com 
  E-mail info@mamakoko-osaka.com 
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(株)ママココ   代表取締役 中島 三栄子 昭和４６年６月１９日生  

  

平成１０年 大阪市中央区に自主サークル「なにわベビーズ」を立ち上げる（最大９０名） 

平成１３年 「ひまわり」「ちゅーりっぷ」の２地域に分かれる（現在も活動） 
平成１５年 わいわい新聞を立ち上げる 
平成１５年 大阪市立子育ていろいろ相談センター主催  

 「子育てシンポジウム」にシンポジストとして参加。  
平成１７年 大阪市立「子育ていろいろセンター」 発行「いろいろ」に掲載 
平成２３年 文部科学省認可 （財）日本文化余暇振興会 認証 育児セラピスト１級 
平成２３年 （財）日本アタッチメント育児協会 認定 インストラクター 
平成２３年12月   ベビーマッサージ教室「GRANDMA」開始             
     １2月  サークル「G-story」開始 
平成２４年９月   ママココ大阪 開始 
平成２５年１０月   ウーマンズ・ワークライフ 開始 

ママココ 
の 

理 念 
 

 

 

. 
 

 

1,女性・ママが社会に必要とされ、 
  また責任を果たしていき、社会でなくてはならない存在になる。 

2,女性が子どもを産んでも育てやすい環境になり、もっともっと子どもが増え、 
  健康な日本社会になる。その担い手になる。 
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今のママ・子育て について  

今の子育てママは、おしゃれで、きれいで、元気！ 

• 「子育て」をしている時期はしんどいのと同時にこの時期を思い切
り楽しんでいるのも現代の女性に特有です。今の子育てママ、本当
におしゃれで綺麗で、元気です。この世代の女性は、比較的、裕福な
方が多いのが特徴です。色んなものを試してみたい。やってみたい。
買ってみたい。してみたい。 

子どもの数は少ない？？ ママって？ 

•大阪市内には、子ども（0歳児～14歳）が平成23年10月時点で約
1,208,000人います。１家の平均の子ども数を１．５人で計算して
も約80万人の子育てママがいます。少子化と言われます。それ
は紛れもない事実です。では、子どもにかけるお金、ママたち自
身に使うお金はどうなっているのでしょうか？以前とは比べも
のにならないくらい、お金がかけれらています。 

家庭における購買の実権は女性が90％を占めていると言われています。住宅はもちろん車の購入
でさえ、決定権は奥さんにあるというデータなのです。（それにより、自動車業界も女性の目線で
様々なサービスをしています） 

主婦をターゲットにする広告は、実は家族のものすべてをターゲットしていると言えます。 
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子育て生活全般の情報をまとめている。 

•いろんな情報で、同じ「子育て中のママ」に対して提案ができます。様々なコンテンツで注目を集めます。 

「子育てママ」にターゲットを特化 

•「子育て中のママ」と特化していることで、アプローチをかけやすくなります 

低予算！ 

•ターゲットを絞っていることで、経費もおさえられます 

各種イベントでのPRが可 

•サンプルやモニターなどにご協力させていただきます。 

参加企業様の横のつながりをもてる場でありたいと思っています。 

•１年に数度、企業様で集まり勉強会＆交流会をさせていただきます。 

メルマガ・FBによるタイムリーなお知らせ 

•月に２度のメルマガ配信以外に、ほぼ毎日FBでの発信、またブログ、ツイッターで周知いたします。 

「みんなで子育てを応援しよう」のポジションで！ 

•まず、子育てを応援です！少子化、子育て関係の問題に真摯に取り組みます。 

ママココ大阪の特徴  
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ウェブサイト掲載広告 

A) 規定デザイン 
  初期費用: 5,400円 
  月額: 8,400円 

テキスト広告（大）  
 初期費用: 5,400円 
 月額:12,360円～（掲載ページによる) 

テキスト広告（小）  
 初期費用: 5,400円 
 月額: 10,800円～（掲載ページによる) 

バナー広告 
 初期費用: 5,400円 
 月額: 8,400円～（掲載ページによる) 
 バナー制作: 別途5,400円より承ります。 

 

※規定外の広告掲載もお請けいたします。 

詳細はお問い合わせください。 

ショップページ掲載 バナー・テキスト広告掲載 

「子育てママ」にピンポイントをあてて、周知したい！ 

何とか、自社のサービスを多くの方に知ってもらいたい！ 

       と思われている方、低価格で「見込み客」を作りませんか？ 

 

B) オリジナルデザイン 
  初期費用: 10,800円 
  月額: 10,800円 
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イベントの企画、開催 

ママココ大阪主催イベント「モテ」 

 ・産後トーク＆ランチ 

 ・クッキング教室 

 ・美容トーク＆スイーツ・・・など 

ママココ主催参加型イベント 

サイトでありながら、「人」とつながるものでありたい・・・。 

「ママココ大阪」では様々な集まりの場を提供しています。 

イベントの企画、開催をお手伝い。イベント後の情報の発信までトータルサポート 
 

単位 金額 詳細 

座談会 1回 50,000円～ 
企画、モニター（3名～）、会場手
配など 

モニター 
体験 

1回 50,000円～ 
企画、モニター（3名～）、会場手
配など 

セミナー 1回 50,000円～ 企画、参加者、会場手配など 

イベントの企画サポート 

バナー・テキスト広告と 
イベント企画を合わせての 
お得なパックもございます。 
お問い合わせください。 

 

詳細は次頁へ 
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イベントの企画、開催 （1）  

 

何か今までと違う手法で販促を考えてみたい！ 

ただ、広告するだけでは、ちょっと違う！  ・・・そう感じているご担当者様へ 

 「生の声」を聞くことで、新たな気づきを得て、今後の販促へアイデアが出て、方向性も見えてきます。 

 
•じっくりと製品を説明し、良さを分かってほしい 

•一度、是非手に取ってほしい。また見てほしい。 

•その後、拡散に繋げたい 

商品・サービスを 

周知したい 

•実際に生の声を聞き、細かいところまで聞きたい 

•色んな意見から、今後のサービスに繋げたい 

ママの声・意見を 

聞きたい 

各サービス 

ママの意見 

新しいサー
ビス 

またママに
還元 

製品の売り
上げの向上 
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イベントの企画、開催 （2） 

•通常、人数を集めてのイベントはおおよそ、   
人数×15,000～20,000円程度しますが、ママココ大阪
ではすでにコミュニティー・実績がありますので、おお
よそ、全ての費用込で、人数×8,000円程度でできます。 

高いんじゃない？ 

•企画から、当日の場所、運営、参加者の管理まで全て弊
社でさせていただきます。 

•お気軽に、今の解決すべき問題をお聞かせ下さい。 

企画など、その他の
諸々が大変！ 

 
 
・本当に価格で決めることではないんですね。 
・今の30代ママの声がとてもよく分かりました。 
・ママの一日の生活サイクルがよく分かりました 
・こんな簡単なママの「問題」に気づかなかった！ 
・100人のアンケートよりも、1人のエンドユーザーと1時間話すことは大きい

です。 
・「へ～！そうなんだ！」の声を多く聞くことで、商品の説明文の見直しを

した。 
・こんなに大きく説明してあるのに、そういったところに目線はいってな

いことを発見。 
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御社主催のイベント告知のみ 

＜ご注意＞ 
＊募集期間、１か月以上が望ましいです。 
  ＊お申込み者の人数には責任が持てませんのでご了承ください。 

イベントの 

告知、集客だけ 

頼みたいのだけれど・・・ 

「イベントモテにて発信」 

サイト内で一番、アクセスの多いコンテンツです。
イベントの集客もですが、「周知」ということでも
ご利用いただいております。 

①「イベント」告知のページを作成 

②サイト、FB、メルマガにて発信 

③申込者の受付 

•（申し込みをお受けしてご連絡することもできます。） 

④イベント後の、報告ページ作成・発信 

• http://www.mamakoko-osaka.com/news/ 

⑤再度、このイベントの開催があった旨を発信。 
＜費用＞ 
  21,600円 
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メールマガジン広告 

ママココ大阪には、現在900名以上の子育てママの会員がいます。（2013年12月現在） 

会員には月に2回子育て情報のメールマガジンを配信しています。 

あなたのお店や会社のイベントや案内をメールマガジンで告知しませんか？ 
 

本文（前半） 本文（後半） 一社独占 

掲載日 毎月1日/15日 毎月1日/15日 
毎月1日/15日 

以外 

表示方法 テキスト テキスト テキスト 

掲載単位 1回 1回 1回 

掲載枠 1枠 1枠 1通 

価格 9,720円 7,560円 15,200円 

原稿サイズ 
全角35文字
×7行（罫線・
URL含む） 

全角35文字
×7行（罫線・
URL含む） 

全角35文字
×70行（罫線・
URL含む） 

メルマガの掲載枠 

――――――――■2013.11/15（金）発行■― 

 ☆…大阪の子育てママの情報サイト 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

ママココ大阪 

http://www.mamakoko-osaka.com 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 ☆…ママの心一つで楽しいこといっぱい！ 

―――――――――――――――――――― 

  

 ★今月のことば-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  

「人形抱き乳首ふくます老母（おいはは）の 

 このひとときは若き新妻」 

 「NHK介護百人一首」に紹介されていた作品で 

作者の方から以下のコメントが添えられていました。 

 『要介護５で痴ほうの症状が出てきた時のあるひとこまで
す。 

 母は優しく満ち足りた表情で人形に乳を与えています。 

この安らかな表情は、人生で一番美しい希望に満ちた時代、  

“若き新妻”に戻っていると思いました。』 

 毎日が楽しいことばかりでなく、辛いこともいっぱいだけ
ど。 

でも未来になると、楽しくて幸せで充実した年月だったと
体ごと思っているのでしょうね。 

このメルマガが届いた一日くらいは子どもを叱らずに、 

ちょっといいママでいられます様に。 

  

★お知らせ-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■ イベント モテ あれこれ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

＊トーク＆ランチ会 「冬に向けて。みんなどうして
る？」 

ランチ付きの座談会です。 

  

ほかにもいろいろ掲載中―― 

イベント情報はこちら 

http://www.mamakoko-osaka.com/event/ 

  

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■ ＳＨＯＰからのご案内！ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

＊ママにもできる！チャイルドカットinチルドリン大阪 

おおよそ３０分の講習の後ご希望の方には、お子さんの前
髪カット実演をいたします。 

2013年11月28日（木）13:00〜15:00 無料 

https://www.facebook.com/events/607769622592764/ 

  

＊アウラにて、サンタのお手伝いをしよう！ 

ノルウェーの公認ニッセと共に。 

http://www.mamakoko-osaka.com/news/ 

  

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■ ママココＮＥＷＳ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

＊イベントの報告などを発信しております。 

 今回はこばやし先生の、セミナー後のメッセージも。 

http://www.mamakoko-osaka.com/news/ 

 ――――――――■2013.11/15（金）発行■― 

 ☆…大阪の子育てママの情報サイト 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

ママココ大阪 

http://www.mamakoko-osaka.com 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 ☆…ママの心一つで楽しいこといっぱい！ 

―――――――――――――――――――― 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

〓〓〓★コンテンツの更新★〓〓〓〓〓〓〓〓 

  

■□＜美コラム＞□■ 

『一日一善、“親切”を趣味にしましょう』 

http://www.mamakoko-osaka.com/column_beauty/ 

  

 ■□＜素敵なママ＞□■ 

『隣のしんどいママを抱きしめ合えたら絶対に世界は変
わるはず。』 

http://www.mamakoko-osaka.com/greatmom/ 

  

 ■□＜レシピ＞□■ 

『ミッフィーの玉乗りおにぎり』 

http://www.mamakoko-osaka.com/recipe/?id=4 

  

 ■□＜占い＞□■ 

いろいろあります。気になるものをチェック！ 

http://www.mamakoko-osaka.com/fortune/ 

  

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

メルマガ配信停止は、ログイン後、 

 「メンバー登録情報の変更」にて 

手続きして下さい。 

http://www.mamakoko-osaka.com/member/?info 

 //////////////////////////////////////////////// 

メルマガ広告枠 

前半 

後半 

一社独占 
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プレゼント枠 

掲載枠 詳細 

プレゼントページはサイトの中でビジターが多いコンテンツのひとつです。 

 
あなたのお店・会社の商品を「ママココ大阪」で紹介してみませんか？ 

 

①トップページ掲載 ②プレゼントページ掲載 ③商品紹介専用ページ 

画像 
詳細記事 

リンク先など 

 

①トップページ 
②プレゼントページ 

③商品紹介 
 専用ページ 

料金 21,600円～ 54,000円～ 

掲載期間 1ヶ月 1ヶ月 

メルマガ* 
掲載 

あり あり 

画像 1点 要相談 

※プレゼントは別途ご提供ください。発送は、弊社で行います。 
※送料は別途実費ご負担願います。 
※画像素材など、入稿期限は掲載日の前月15日とさせていただきます。 

＊メルマガ掲載 
毎月2回発行のママココ会員に配信するメルマガに 
プレゼント情報を掲載します。 
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. 
 

 

サンプリング 
女性向けHP作成 

（企画より致します） 

女性雇用のサポート   
＜詳細はウーマンズ・ 
ワークライフへ＞ 

http://www.womans-worklife.com/ 
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