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～昨日より、楽しさプラス～
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全国21エリア（846,000部）

広告出稿も
可能です！！

全国18エリア（773,000部）

広告出稿も
可能です！！
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にいがた版
55,000部
（2008年11月創刊）

いばらき版
45,000部
（2009年1月創刊）

さっぽろ版
45,000部
（2010年2月創刊）

とちぎ版
40,000部
（2005年3月創刊）

さいたま版
70,000部
（2014年5月創刊）

あきた版
30,000部
（2010年5月創刊）

はこだて版
40,000部
（2012年4月創刊）

ぐんま版
40,000部
（2011年6月創刊）

おおいた版
42,000部
（2010年11月創刊）

ひろしま版
60,000部
（2009年1月創刊）

はんしん版
50,000部
（2010年4月創刊）

きょうと版
53,000部
（2010年9月創刊）

はりま版
40,000部
（2010年11月創刊）

おかやま版
33,000部
（2011年4月創刊）

しずおか版
45,000部
（2008年3月創刊）

こうち版
20,000部
（2011年6月創刊）

さんいん版
20,000部
（2012年8月創刊）

えひめ版
35,000部
（2014年3月創刊）

クルール
媒体資料 さいたま版

クルール

ママライフ
を

もっと楽し
むための

応援マガ
ジン

ママライフ研究所発行マーケティングBOOKより

時間

埼玉県で暮らす、
子育てママたちを応援する情報誌

教育

収納インテリア

スキルアップ

美容

興味・関心部門

子育て

仕事・火事との両立

時間が足りない

心配・悩み部門

家計簿

やりくり

保険の見直し

お金のこと部門

※70,000部にて算出

今一番欲しいもの
は？

子育てママの

気になるワー
ドは

注目
リサーチ結果

これから家を
建てたいママ

28,000人

保険の見直しを
考えているママ

32,900人

5年以内に車を
乗り換えるママ

32,200人

七五三撮影を
するママ

49,000人

おでかけネタの
ほしいママ

56,000人

子どもの教育に
関心があるママ

42,700人

ママたちが
主役

「クルール」とはフランス語で“色”という意味です。みんな、ちゃ
んと自分の色を持っているけれど、もっといろんな色を着て、素
敵なママライフを送ってほしいな。そんな願いをこめています。

ママが
一番信頼するのは、
ママ友の話と
ユーザーの評判

商品購入の際、
参考にするのは
“口コミ”

注目
リサーチ結果

子どもに手が
かからなくなったら？

趣味を

楽しむママ50%
50%働くママ

子育てママの
全てを

徹底解明！！

77.3万部
突破！！

広告料金単価表

※料金には消費税が含まれておりません。
※制作料は、デザイン制作・撮影取材
　に必要な料金となります。
※広告表示に関する各種法律により、
　掲載をお断りする場合もございます。
　ご了承ください。
※遠方の取材の交通費や撮影コーデ
　ィネートに必要な材料費等について
　は、別途実費をご請求させていただ
　きます。
※正式なお申し込み後のキャンセルは
　ご遠慮願います。お申し込み日より　
　１０日を過ぎてキャンセルが発生した
　場合は、広告掲載料金額をご請求さ
　せていただきます。

広告掲載料　スペース サイズ（天地×左右） 1回のみ 年間契約（単価）

表４
表２・表３
中面2ページ（ディスプレイ型＋ディスプレイ型）
中面2ページ（ディスプレイ型＋記事型）
中面2ページ（記事型＋記事型）
中面１ページ（記事型）
中面１ページ（ディスプレイ型）
中面1/2ページ
中面1/4ページ（定型フォーマット）

ディスプレイ型：制作料（デザイン制作・原稿作成・校正）

2ページ

１ページ

1/2ページ

80,000円

40,000円

30,000円

記事型：制作料（デザイン制作・取材撮影・原稿作成・校正） 読者モデル起用の場合
（企画料 ＋ リクルート手配 ＋ 謝礼）2ページ

１ページ

1/2ページ

180,000円

80,000円

60,000円

270mm × 190mm
270mm × 200mm
270mm × 400mm
270mm × 400mm
270mm × 400mm
270mm × 200mm
270mm × 200mm
112mm × 174mm
112mm ×   83mm

500,000円
400,000円
700,000円
700,000円
700,000円
350,000円
350,000円
180,000円
110,000円

460,000円
360,000円
600,000円
600,000円
600,000円
300,000円
300,000円
150,000円
95,000円

+
40,000円



南部ブロック（132園/22カ所）………17,980部

東部ブロック（92園/58カ所）…………17,994部

西部ブロック（119園/58カ所）………19,234部

北部ブロック（89園/37カ所）…………15,248部

南部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

北部ブロック

●埼玉県内幼稚園・保育園 432園配付
●埼玉県内子育て支援センター175カ所

※一部設置配布園がございます。

70,000部
（2015年3月現在 70,456部）

発行部数

埼 玉 県 配 布 先 一 覧
南部ブロック（80園）………………………13,598部 南部ブロック（52園）…………………………3,312部

東部ブロック（81園）………………………13,347部
東部ブロック（11園）…………………………1,262部

西部ブロック（75園）………………………12,786部

西部ブロック（44園）…………………………3,223部

北部ブロック（49園）…………………………8,798部

北部ブロック（40園）………………………3,605部

■さいたま市（51園）……………………………7,675部
■川口市（20園）…………………………………4,073部
■蕨市（3園）…………………………………………375部
■戸田市（6園）……………………………………1,475部

■三郷市（8園）……………………………………1,865部
■八潮市（5園）………………………………………810部
■草加市（14園）…………………………………2,990部
■越谷市（16園）…………………………………2,342部
■吉川市（3園）………………………………………980部
■松伏町（3園）………………………………………375部
■春日部市（17園）………………………………2,,115部
■宮代町（2園）………………………………………230部
■白岡市（1園）………………………………………190部
■幸手市（5園）………………………………………490部
■久喜市（4園）………………………………………540部
■羽生市（3園）………………………………………420部

■川越市（17園）…………………………………2,735部
■朝霞市（5園）……………………………………1,240部
■富士見市（6園）…………………………………1,345部
■鶴ヶ島市（4園）……………………………………381部
■東松山市（6園）…………………………………1,345部
■坂戸市（2園）………………………………………305部
■毛呂山町（2園）……………………………………225部
■越生町（1園）…………………………………………80部

■鳩山町（1園）…………………………………………30部
■小川町（2園）………………………………………450部
■日高市（2園）………………………………………330部
■志木市（2園）………………………………………710部
■新座市（4園）………………………………………700部
■ふじみ野市（4園）…………………………………480部
■飯能市（3園）………………………………………510部
■狭山市（4園）………………………………………470部
■和光市（1園）………………………………………260部
■入間市（2園）………………………………………460部
■三芳町（2園）………………………………………290部
■所沢市（5園）……………………………………735部

■上尾市（11園）…………………………………2,600部
■伊奈町（2園）………………………………………490部
■桶川市（5園）……………………………………1,080部
■北本市（2園）………………………………………247部
■鴻巣市（4園）………………………………………700部
■行田市（5園）………………………………………965部
■熊谷市（6園）……………………………………1,040部
■本庄市（6園）………………………………………713部
■秩父市（5園）………………………………………640部
■上里町（1園）………………………………………183部
■美里町（1園）………………………………………100部
■長瀞町（1園）…………………………………………40部

■さいたま市（47園）……………………………3,132部
■川口市（4園）………………………………………150部
■戸田市（1園）…………………………………………30部

■幸手市（1園）…………………………………………80部
■久喜市（3園）………………………………………470部
■加須市（2園）………………………………………122部
■吉川市（2園）………………………………………250部
■草加市（1園）…………………………………………30部
■八潮市（1園）…………………………………………30部
■羽生市（1園）………………………………………280部

■所沢市（12園）……………………………………795部
■狭山市（7園）………………………………………260部
■川越市（1園）………………………………………50部
■鳩山町（2園）………………………………………300部
■入間市（9園）……………………………………965部
■朝霞市（9園）……………………………………666部
■新座市（4園）………………………………………187部

■鴻巣市（1園）………………………………………160部
■桶川市（1園）…………………………………………70部
■上尾市（2園）………………………………………215部
■伊奈町（1園）…………………………………………90部
■行田市（2園）……………………………………250部

■熊谷市（14園）……………………………1,345部
■深谷市（6園）…………………………………565部
■本庄市（3園）…………………………………240部
■上里町（2園）…………………………………280部
■美里町（4園）…………………………………160部

■神川町（1園）……………………………………40部
■皆野町（1園）……………………………………30部
■秩父市（1園）……………………………………50部
■寄居町（1園）…………………………………110部

私
立
幼
稚
園

私
立
保
育
園

ママに必ず
届くシステム

隔月15日
幼稚園・保育園へ
お届けします

先生から園児に
渡されます

園児からお母さんへ
渡されます

効果的な戦略をご提案します。子育てママを一番良
く知ってる
私たちだからできる

、

子育て支援センター（175ヵ所10,525部）
南部ブロック（22ヵ所1,070部）
さいたま市（16ヵ所770部）…●子育て支援センターうらわ　
●子育て支援センターよの　●子育て支援センターいわつき　
●子育て支援センターさいのこ　●子育て支援センターさいた
ま北　●子育て支援センターさくら　●ハーモニー保育園子育
て支援センター　●与野本町保育園子育て支援センター
●大砂土保育園子育て支援センター　●今羽保育園子育て支
援センター　●にじいろ保育園子育て支援センター　●保育園
萌夢子育て支援ｾﾝﾀｰ　●かわいデイナースリー保育園子育て支
援センター　●あいう園美園子育て支援センター　●ゆめいろ
保育園子育て支援センター　●子育て支援センターみなみ、
川口市（1ヵ所100部）…●子育て支援センター風の子広場
戸田市（5ヵ所200部）…●あけぼの保育園子育て支援センター
●西部親子ふれあい広場　●戸田駅前さくら草保育園子育て支
援センター　●戸田市役所児童青少年課　●とだ虹保育園子
育て支援センター

東部ブロック（58ヵ所3,385部）
三郷市（5ヵ所270部）…●つどいの広場いちごサロン　●三郷
市高州地区文化センターつどいの広場ひだまり広場　●八木郷
子育て支援センター　●三郷市立南児童センターきりんサロン
●つどいの広場すまいるサロン
八潮市（1ヵ所50部）…●楽習館子育てひろば
草加市（8ヵ所320部）…●親子のひろばのびーすく旭町
●きたうら保育園地域子育て支援センター　●乳幼児サロン　
おもちゃばこ　●親子のひろばのびーすく青柳　●つどいの広場
　おひさま　●つどいの広場　ばぶハウス　●ママサロンもくば
●草加市子育て支援センター
越谷市（10ヵ所660部）…●北越谷保育ステーション　●おお
たけ保育園地域子育て支援センターたけのこ　●越谷社会福祉
協議会地域福祉課　●越谷市子育てサロン　児童館ヒマワリ　
●越谷市子育てサロン　つどいの広場　はぐはぐ　●ＮＰＯ法
人　子育てサポーター・チャオ　●越谷市地域子育て支援セン
ターにこにこ　●認定こども園わかばの森 地域子育て支援セン
ター森のひろば　●袋山保育園地域子育て支援センターたんぽ
ぽ　●地域子育て支援センターちきんえっぐ
春日部市（9ヵ所800部）…●一ノ割自然保育園「わかたけ」
●庄和子育て支援センター　●さくらんぼ　●緑の森保育園サ
ロン　●大増のぞみ保育園　ポップンクラブ　●春日部子育て
支援センター　●い・つ・も　ゆめ色　●アートチャイルドケア
春日部子育て支援センター「たんぽぽルーム」　●春日部市庄和
児童ｾﾝﾀｰ　スマイルしょうわ
蓮田市（1ヵ所50部）…●蓮田市児童センター子育てひろば
白岡市（3ヵ所260部）…●白岡市子育て支援センター「はぴち
る」　●白岡市子育てサロン「らぶちる」　●白岡市子育てサロ
ン「ぷりちる」
幸手市（2ヵ所130部）…●幸手市児童館子育て支援センター　
●子育て支援拠点　どんぐりキッズ幸手
久喜市（10ヵ所420部）…●栗橋地域子育て支援センター くぷ

る　●久喜地域子育て支援センター　ぽかぽか　●久喜市立鷲
宮子育て支援センター
●地域子育て支援センター　わしの子　●はるみ保育園子育て
支援センター　あろは　●おおしか保育園　子育て支援セン
ター　ばんびるーむ　●おばやし保育園　子育て支援センター
　いちご広場　●さくらだ保育園　子育て支援センター　カシ
オペア　●エンゼル東子育て支援センター　あけぼのランド　
●クッキーこども広場
羽生市（3ヵ所120部）…●子育て支援センターぷちToNe
●子育て支援センターふたばくらぶ ●きむら保育園
加須市（4ヵ所205部）…●愛の泉ふれあいホーム　●加須保
育園子育て支援センター　●北川辺保育所子育て支援センター
　●大利根子育て支援センターぴっぴ
松伏町（2ヵ所100部）…●松伏町役場児童福祉センター
●松伏町地域子育て支援センター

西部ブロック（58ヵ所3,225部）
川越市（7ヵ所480部）…●川越市地域子育て支援センター
●風の子保育園子育て支援センター　●増美保育園子育て支
援センター　●マーガレット保育園つどいの広場　●伊佐沼す
まいる保育園つどいの広場　●さくらんぼ保育園つどいの広場
　●連雀町つどいの広場
朝霞市（2ヵ所80部）…●朝霞どろんこ保育園子育て支援セン
ターちきんえっぐ　●さくらんぼ
富士見市（3ヵ所180部）…●ふじみ野保育園子育て支援セン
ター　にこにこひろば　●子育て支援センターけやきっ子
●富士見すくすく保育園　子育て支援センター　きーちゃん広場
鶴ヶ島市（3ヵ所225部）…●鶴ヶ島市上広谷児童館　●かこの
こ子育てセンター「みけ＆みに」　●西つどいの広場ぽけっと
東松山市（3ヵ所120部）…●まつやま保育園子育て支援セン
ター　●子育て支援センター　ソーレ　●仲よし保育園・子育
てひろば
坂戸市（5ヵ所220部）…●千代田児童センター　●坂戸市大
家児童センター　●板戸市三芳野児童センター　●坂戸児童
センター　●坂戸市つどいの広場
日高市（2ヵ所100部）…●地域子育て支援センターくるみ
●日高どろんこ保育園
志木市（5ヵ所170部）…●いろは子育て支援センター　●志木
子育てサロン　●西原子育て支援センター　●志木子育てサロ
ン　●宗岡子育て支援センター
和光市（6ヵ所190部）…●キッズエイド和光子育て支援セン
ター　●和光市みなみ子育て支援センター　●しらこ子育て支
援センター　●しもにいくらミニ子育て支援センター　●おや
こ広場　もくれんハウス　●ゆめの木チャット
新座市（6ヵ所260部）…●栄保育園地域子育て支援センター　
るーえん　●大和田地域子育て支援センター　グラン・マ
●山びこ保育園地域子育て支援センター　山ゆり　●すぎのこ
保育園地域子育て支援センター　つぼみ　●光第二保育園地
域子育て支援センター　りんご　●竹の子保育園地域子育て支

援センター「さわらび」
入間市（2ヵ所230部）…●こどものくに保育園子育て支援セン
ター　●子育て家庭支援センターあいくる
狭山市（2ヵ所330部）…●堀兼みつばさ保育園子育て支援セン
ター　●子育てプレイス奥富
所沢市（3ヵ所130部）…●優々保育園子育て支援センター
●わかたけ保育園子育て支援センター　●ところっこ広場
三芳町（1ヵ所50部）…●桑の実おひさま広場
越生町（1ヵ所100部）…●子育て支援センターすくすく
毛呂山町（1ヵ所90部）…●毛呂山みどり保育園子育て支援セン
ター
小川町（1ヵ所50部）…●小川町つどいの広場
川島町（1ヵ所50部）…●地域子育て支援センター
吉見町（1ヵ所50部）…●子育て支援センター
滑川町（1ヵ所10部）…●ハルム保育園
東秩父村（1ヵ所10部）…●東秩父村子育て支援センター

北部ブロック（37ヵ所2,845部）
上尾市（6ヵ所220部）…●ゆうゆうくじら保育園「くじらの親子」
　●上尾市つどいの広場「あそぼうよ」●さつき保育園「さくら
んぼ」　●りらのひろば　●つつじヶ丘地域子育て支援センター
　●パオちゃん広場
熊谷市（8ヵ所1,175部）…●新里第二保育園子育て支援セン
ター　●たじまっ子倶楽部　●熊谷市役所子供課　●子育て広
場「どんぐりメイト」　●0.1.2.3さいくまっぺ広場　●荒川子育
て広場「きらきら」　●立正大学子育て支援センター「ベアリス」
●篭原のこキッズ保育園
本庄市（3ヵ所180部）…●児玉保育園子育て支援センター
With　●西光保育園子育て支援センター　●児玉つどいの広
場
深谷市（6ヵ所510部）…●深谷保育園　●おかべ子育て支援
センター　●川本のこキッズ保育園子育て支援センター
●明戸子育て支援センター　●川本子育て支援センター
●あけぼの保育園子育て支援センター
桶川市（3ヵ所230部）…●桶川市子育て支援センター　●ＣＯ
ＣＯひろば坂田　●桶川市日出谷子育て支援センター
秩父市（3ヵ所100部）…●秩父市子育て支援センター　●かみ
たのこども園子育て支援センター　●原谷公民館子育てサロン
北本市（2ヵ所120部）…●中丸保育園子育て支援センター
●北本市地域子育て支援拠点Ｃｏｃｃｏひろば
伊奈町（1ヵ所30部）…●つどいの広場（ふれあい活動セン
ター）
横瀬町（1ヵ所30部）…●かわせみひろば
長瀞町（1ヵ所20部）…●長瀞町世代間交流支援センター
小鹿野町（1ヵ所50部）…●小鹿野町子育て支援センター
神川町（1ヵ所30部）●神川町子育て支援センター
寄居町（1ヵ所20部）…●寄居町子育て支援センター
杉戸町（1ヵ所130部）…●杉戸子育て支援センター


