
読売ファミリー広告資料

インタビュー
編集タイアップ

インサイドペーパー

2018年3月5日作成

掲載見本集



信和建設様（インタビュー）

掲 載 号 2017年1月25日
掲載段数 見開き全4段
掲載エリア 全域版
備 考 フロント突き出しも掲載

1
住まい



枚方周辺企画 ひらかたパーク様、くらこん様、枚方市様、シネプレックス枚方様
（インタビュー）

＜2016年12月7日号掲載＞
枚方市出身でひらかたパークのＣＭなどに出演中のＶ6岡田さんのきらめきインタビュー登場に合わせ、枚方周辺の広告クライアント獲得を目指した。その結

果、フロント面で「ひらかたパーク」と「くらこん」、見開き面で「枚方市」と「シネプレックス枚方」から掲載の承諾を得た。特に枚方市の広告コピー「マイカタとよ
ばれた街」は岡田さん出演の映画「海賊と呼ばれた男」を自虐的にパロディー化。そのユニークさがSNS等で評価され、読売新聞でも報道された。

2
特集

Ｖ6 岡田さん
インタビュー＆ＰＨＯＴＯ

ひらかたパーク広告（岡田さん出演）

岡田さんＰＨＯＴＯ

岡田さん
ＰＨＯＴＯ

岡田さんＰＨＯＴＯ



くらこん様（フロント特突）+枚方市様（インタビュー）

3
特集

岡田さんＰＨＯＴＯ

岡田さんＰＨＯＴＯ

岡田さん
ＰＨＯＴＯ

岡田さんＰＨＯＴＯ

掲 載 号 2017年8月2日
掲載段数 フロント特突（くらこん様）

全4段（枚方市様）
掲載エリア 全域版

食



ＮＴＴドコモ様（インタビュー）

＜2015年7月29日号掲載＞
映画「進撃の巨人」の主役である俳優 三浦春馬さんのインタビューに合わせ、「進撃の巨人」のコンテンツを持つＮＴＴドコモのｄＴＶ（映像
配信サービス）の全域版見開き全4段広告を告知。

4
通信



全労済様（インタビュー）

＜2015年8月26日号掲載＞
全労済CMの俳優 向井理さんのインタビューに合わせて、全域版でフロント特殊突き出し広告と見開き全4段広告を出稿。
防災の日（9月1日）を前に掲載した。

5
保険



サントリー様（インタビュー）

＜2015年5月20日号掲載＞
サントリー金麦CMの女優 壇れいさんへのインタビューに合わせて、全域版でフロント特殊突き出し広告と見開き全4段広告を出稿。
インパクトと洗練さを両立した紙面に仕上げた。

6
食



健康家族様、ヤシロ様（インタビュー）

＜2016年2月24日号掲載＞
朝のラジオ番組「ありがとう浜村淳です」のパーソナリティを41年間続けている浜村淳さんのインタビューに合わせ、浜村さんと契約してい
る健康家族（にんにく卵黄）とヤシロ（霊園・墓石）が同号で広告を実施した。

7
医療・健康

霊園・墓石



スピード買取.ＪＰ様（インタビュー）

掲 載 号 2017年6月7日
掲載段数 全4段
掲載エリア 全域版

8
買取



創味食品様（インタビュー）

掲 載 号 2017年7月5日
掲載段数 全4段
掲載エリア 全域版

9

食



日本ロングライフ様（インタビュー、読売終活フェスタ連動）

掲 載 号 2017年6月21日
掲載段数 全4段
掲載エリア 全域版

10

住まい



銀座ステファニー化粧品様（インタビュー、ミニインタビュー）

11
美容

掲 載 号 2016年9月7日、2017年3月22日
掲載段数 全4段
掲載エリア 全域版



ダイハツ様（インタビュー＆編集タイアップ＆クーポン）

＜2015年2月18日号掲載＞
関西のダイハツ6販社の全域版全頁編集タイアップ広告。各販社のイケメン営業マンに「おもてなし術」を披露してもらった。また、よみファ☆クーポンと
連動させ、記念品プレゼントで来店を促し効果測定を行った。フロントには「ムーブ」CMの俳優である長谷川博己さんにインタビュー。

12
車・バイク・自転車



大起水産様（編集タイアップ）

13
食

掲 載 号 2017年5月31日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版
備 考 下段にクーポンを掲載



にぎり長次郎様（編集タイアップ）

14

＜2015年12月9日号掲載＞
大阪北版、大阪南・和歌山版での編集タイアップ広告。

本物志向のシニアや味にこだわるファミリー層に人気の
「にぎり長次郎」の魅力を伝えられるよう実際の店舗で取
材・撮影を行った。
来店促進を目的に、下段にクーポンを付けた。

食



東洋ライス様（編集タイアップ）

15
食

掲 載 号 2015年12月24日、2016年3月2日、2017年1月18日号
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版



幸南食糧様（編集タイアップ）

16

＜2015年7月29日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。

幸南食糧と近畿大学農学部が共同研究開発し
たお米のＰＲ。玄米並みに栄養価が高いとされる
「金賞健康米」の特徴を丁寧に説明した。

記事下で通信販売の告知を行ったが、反響は非
常に良かったという。

＜2015年11月18日号掲載＞
7月29日号の反響を受けて、幸南食糧第２弾

を掲載。今回は趣向を変え、先方のイケメン社
員に「金賞健康米」の魅力を存分に語ってもら
い、読者に商品の良さを多いにＰＲした。

食

＜2016年11月24日号掲載＞

幸南食糧の第３弾。今回は同社の女性社員３
人に「金賞健康米」の魅力を女性目線で語っ
てもらった。下の純広では、同商品の通販を告
知した。



サントリー＆セブンイレブン様（編集タイアップ）

17

＜2016年3月30日号掲載＞
全域版（三重県除く）での編集タイアップ広告。
セブンイレブン限定のサントリー金麦2缶セットのキャン

ペーンと、金麦と相性の良いセブンプレミアムの粉もん
冷凍食品とのPRを兼ねた内容に仕立てた。
100人以上が登録している弊紙読者モデル（女性）も初
めて登場した。

食



琵琶湖汽船様（編集タイアップ）

18

＜2016年7月13日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。

人気のママ記者シリーズ。クルーズ船「ミシガン」に乗船
し、琵琶湖遊覧の魅力や船内のグルメ・イベントなどを
紹介した。

広告内に乗船料割引クーポンを付け、効果測定も実施
した。

レジャー・エンタメ



淡路ファームパーク イングランドの丘様（編集タイアップ）

19

＜2016年4月20日号掲載＞
阪神・神戸版での編集タイアップ広告。

色とりどりの花が咲き誇るなど、一年で最も良い季節を
迎える「イングランドの丘」の様々な魅力をカラフルな写
真をふんだんに使って、＜目で楽しめる＞紙面で伝え
た。心が弾むような見出しをつけ、デザインにもこだ
わった。

レジャー・エンタメ



東条湖おもちゃ王国様（編集タイアップ＋クーポン）

20
レジャー・エンタメ

掲 載 号 2016年7月20日、2017年4月19日
掲載段数 全11段
掲載エリア 阪神版、神戸版
備 考 よみファ☆クーポンを同号に掲載



志摩スペイン村様（編集タイアップ）

＜2017年7月5日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。今回で４回目の掲載。
志摩スペイン村に記者が訪れ、その魅力を紹介した。
下3段では、ホテル志摩スペイン村の宿泊プランを告知
した。

21

↓2015年7月1日号

レジャー・エンタメ

↓2016年7月6日号



こんぴら温泉旅館連合様（編集タイアップ）

22

＜2016年7月13日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。

香川・琴平の見どころや、「こんぴら温泉郷ふるさと旅行
券」の詳細を記事で紹介した。
記事下には、こんぴら温泉旅館のＰＲ広告を連合で掲載。

レジャー・エンタメ



東映太秦映画村様（編集タイアップ）

23

＜2016年3月23日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。
ママ記者2人とその子供が春の新アトラクション「レー
ザーミッション 脱出の城」を体験するという内容。

実際の母親と子供の視点から、家族連れの集客に力を
いれている映画村と新施設の魅力を伝えた。クーポン
で効果測定も実施した。

レジャー・エンタメ



京セラドーム迷宮の館様（編集タイアップ＆クーポン）

＜2015年8月5日号掲載＞
京セラドームで夏休みに行われた体験型ゲームイベント「迷宮の館」の全域版全頁編集タイアップ広告。弊紙編集長とキッズ隊が実際のゲームにトラ
イし、その模様をレポートした。動画も撮影し、弊紙ＨＰ上で公開。割引クーポンも別面に掲載し、動員を図った。

24
レジャー・エンタメ



一心寺様（編集タイアップ）

25

＜2016年3月30日号掲載＞
大阪北版、大阪南・和歌山版での編集タイアップ広告。
4月3日に行われる「なにわ人形芝居フェスティバル」の

イベントの見どころを発起人の一人、一心寺長老の髙
口さんと三男で運営委員の真吾さんにインタビューした。

レジャー・エンタメ



サントリー＆和歌山県様（編集タイアップ）

26
コラボ

掲 載 号 2017年4月26日
掲載段数 全11段
掲載エリア 大阪南・和歌山版



ライザップ様（編集タイアップ）

27

＜2015年11月18日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。
シニア層に向けた訴求力を高めるため、55歳以上の6
万人が登録する「読売新聞 わいず倶楽部」の会員2人
にライザップで1日体験入会してもらい、その模様をレ
ポートした。

医療・健康



ルーブル美術館特別展 LOUVRE NO.9様（編集タイアップ＋クーポン）

28

＜2016年11月30日号掲載＞
大阪北版での編集タイアップ広告。
読売新聞社などが主催する「ルーヴルNO.9～漫画.9番
目の芸術～」の見どころを、記者が紹介。京都国際マン
ガミュージアム（京都市）の研究員にも話を聞いた。

イベント



ダイハツ様（編集タイアップ）

29
車・バイク・自転車

掲 載 号 2016年12月14日、2017年3月8日、11月1日号
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版



学研教室様（編集タイアップ）

30

教育

掲 載 号 2016年7月6日、2017年2月22日号、7月12日号
掲載段数 全11段
掲載エリア 阪神版、神戸版
備 考 先生募集と生徒募集がある



関西大学様（編集タイアップ）

31

教育

掲 載 号 2016年11月22日、2017年4月26日号
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版



関西外国語大学様（編集タイアップ）

32

＜2015年10月14日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。

第一線で活躍する卒業生（キャビンアテンダントと小学校
教員）にインタビューを行い、「就職に強い外大」の魅力
について、自身の経験をもとに語ってもらった。

教育



関西電力様（編集タイアップ）

33
電力・ガス

掲 載 号 2017年3月22日
掲載段数 見開き2頁
掲載エリア 全域版



ＮＴＴドコモ様（編集タイアップ）

＜2016年12月21日号掲載＞
全域版での編集タイアップ広告。今回も見開き2頁のワイド枠で展開。ドコモが提供する有料グルメ情報サービス「dグルメ」について、担当者の説明でよみ
ファ読者モデルの小嶋さんらが体験するという形で紹介した。母親世代、娘世代の2層からの視点で同サービスの良さをＰＲしている。

34
通信



ＮＴＴドコモ様（編集タイアップ）

＜2016年11月30日号掲載＞

全域版での編集タイアップ広告。超大容量のパケット通信を家族でわけあえるというドコモの新料金プラン「ウルトラシェアパック」を、見開
き2頁というワイドスペースで紹介した。

35
通信



ＮＴＴドコモ様（インサイド4頁）

＜2016年7月27日号掲載＞

インサイド４頁企画・全域版で実施。ハイヒール・モモコさんの家族に合ったお得な新料金プランを各ドコモショップの店員がそれぞれ説明
する形にした。表紙のモモコさんの画像にはAR（Augmented Reality・拡張現実）も採用した。

36
通信



ジュピターテレコム様（インサイド4頁）

＜2015年2月25日号掲載＞
「ケーブルテレビショー in 関西2015」に出演する元阪神タイガースの桧山進次朗さんのインタビュー。ケーブルテレビＪ：ＣＯＭのスマート
テレビを実際に桧山さんに体験してもらった様子とイベントガイドも掲載。4頁インサイド企画大阪南・京滋・阪神・神戸版で実施した。

37
通信



ヤマハ発動機様（インサイド4頁）

＜2015年2月25日号掲載＞

坂道が多く、電動アシスト自転車の普及が全国トップレベルと言われる大阪府北摂地域で、ヤマハのニューモデル「ＰＡＳ Ａｍｉ」を実際に
親子で体験してもらった。このほか、高校生の子供を持つ母親4人による座談会も行い、ＰＡＳでの通学のメリットをＰＲした。4頁インサイド
企画大阪北版で実施。

38
車・バイク・自転車



ネスタリゾート神戸様（編集タイアップ+クーポン）

39
車・バク・転車レジャー・エンタメ

掲 載 号 2017年7月26日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版
備 考 よみファ☆クーポンを同号に掲載



ネスタリゾート神戸様（編集タイアップ+クーポン）
40

掲 載 号 2017年9月13日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版

レジャー・エンタメ



41
築野食品工業様（編集タイアップ）

掲 載 号 2017年7月26日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版

食



スシロー様（編集タイアップ）

掲 載 号 2017年7月26日
掲載段数 全11段
掲載エリア 大阪北、大阪南・和歌山版

食

42



43
常盤商事様（編集タイアップ）

掲 載 号 2017年8月23日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版

食



シーサイド観潮様（編集タイアップ）

44

レジャー・エンタメ

掲 載 号 2017年8月30日
掲載段数 全6段
掲載エリア 全域版

掲 載 号 2017年11月29日
掲載段数 全6段
掲載エリア 全域版



関西電力様（編集タイアップ）
45

掲 載 号 2017年9月6日
掲載段数 全11段
掲載エリア 全域版

電力・ガス



マルヤ水産様（編集タイアップ）

掲 載 号 2017年11月15日
掲載段数 全6段
掲載エリア 全域版

食

46



ジュピターテレコム様（関連記事連動）

掲 載 号 2017年7月12日
掲載段数 全5段
掲載エリア 全域版

47
電力・ガス
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