
 
 
 

 

【報道関係各位】 

2022 年 4 月 14 日 

株式会社ベネッセホールディングス 

代表取締役社長 CEO 小林 仁 

 

 

 

 

 

 

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：小林 仁）が発行する妊娠・出

産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は創刊 29 周年を迎え、2022 年 4 月に妊娠期別に 3 冊（初

期、中期、後期）＋育児期別に 3 冊（初期、中期、後期）の計 6 冊に大きくリニューアルをいたします。 

このたびのリニューアルでは、妊娠期・育児期を初期・中期・後期と 6 時期に分け、今まで以上に各時期に

フィットした情報をお届けしていきます。また、6 冊全てにグッズ付録や別冊付録がつく豪華版となります。

なお、発刊タイミングはこれまでの毎月発行から、6 冊それぞれ年 4 回刊行に変更いたします。 

今回、新創刊にあたりアンバサダーとして 2021 年 10 月に第１子を出産を発表したタレントの板野友美さん

を迎え、新創刊記念 Instagram ライブなどを開催します。新創刊ビジュアルは、れもんらいふ 千原徹也氏が

担当。「たまひよ 6（シックス）」「『おめでとう』の考えつくさきは 6 冊でした。」というコピーと共に、6 冊に

なる「たまひよ」を 6 人の赤ちゃんでキャッチーに表現しました。 

 

また、全国書店にて新創刊した『たまごクラブ』『ひよこクラブ』をご購入の方先着 6 万名様へオリジナル絵

本プレゼントなど、各種キャンペーンも開催します。2023 年に迎える創刊 30 周年に向け、「すべての赤ちゃん」

と「育てる人」にさらに寄り添い、誕生と成長を「祝福」し続けるブランドへ。これからも新時代の「たまひよ」

に是非ご期待ください。 

「たまひよ」1993 年創刊以来の大リニューアル。 

妊娠期・育児期を 6 つに分け、6 冊の雑誌へ『たまごクラブ』 

『ひよこクラブ』4 月 15 日新創刊！時期別にフィットした情報をお届け 

新創刊アンバサダーに板野友美さん。全国書店で先着 6 万名様へ絵本プレゼントも 
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▼たまひよ 新創刊「たまひよ６」特設サイト 

https://st.benesse.ne.jp/lp/tamahiyo6/ 

▼たまひよ 新創刊「たまひよ６」special movie 

https://youtu.be/1dJOtaB38p8 

 

●新創刊アンバサダーに板野友美さん 

2021 年 10 月に女の子を出産したことを発表した、元 AKB・板野友美さんが

新創刊アンバサダーに就任。新創刊を記念し 4 月 15 日に Instagram ライブ

を開催します。また、板野友美さんの公式 YouTube チャンネル「友 chube 」

で新創刊した「たまひよ」を紹介する動画も近日公開予定です。 

 

▼たまひよ 新創刊記念 Instagram ライブ 

4 月 15 日（金）14：00～ 

たまひよ公式 Instagram（https://www.instagram.com/tamahiyoinsta ）

より配信予定 

 

〈板野友美さんプロフィール〉 

1991 年 7 月 3 日生まれ。2013 年に AKB を卒業後、歌手・女優として幅

広く活躍。21 年 1 月にプロ野球選手・東京ヤクルトスワローズ投手の高橋

奎二（たかはしけいじ）さんと結婚。同年 10 月に第一子女児を出産したこ

とを発表。 

YouTube チャンネル：友 chube（ https://www.youtube.com/channel/UCDLqvTPnN70jKZNqaDF4GwQ ） 

 

 

●新創刊ビジュアル、アートディレクションは れもんらいふ 千原徹也氏 

新創刊ビジュアルは、れもんらいふ 千原徹也氏が担当。「たま

ひよ 6（シックス）」「『おめでとう』の考えつくさきは 6 冊で

した。」というコピーと共に、6 冊になる「たまひよ」を 6 人の

赤ちゃんでキャッチーに表現しました。全国書店店頭のポスター

や POP、新創刊特設サイトでご覧いただけます。「たまひよ６

（シックス）」の赤ちゃんたちがキュートに動く movie も公開

中！ 

 

▼たまひよ 新創刊「たまひよ６」特設サイト 

https://st.benesse.ne.jp/lp/tamahiyo6/ 

▼たまひよ 新創刊「たまひよ６」special movie 

https://youtu.be/1dJOtaB38p8 

 

アートディレクター：千原 徹也（れもんらいふ） 

フォトグラファー：森山 将人（TRIVAL） 

スタイリスト ：飯嶋 久美子（POTESALA） 

ムービー：奥田 啓太（ぶんちん） 

『ひよこクラブ』2022 年 3 月号 

撮影／藤原 宏（Pygmy Company） 
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デザイナー：遠山 春香（れもんらいふ） 

モデル：荒尾 歌乃亜、渡辺 朱音、大石 輝、磯口 友之介、櫻木 律人（テアトルアカデミー）、アリサ アサ

カ（シュガーアンドスパイス） 

 

〈千原徹也さんコメント〉 

たまひよのイメージをれもんらいふが作るとどうなるのかということ

を意識してアイデアを練っていきました。 

６冊の個性を６人の赤ちゃんで表現するまでは思いつきそうなアイデ

アですがその６人で絵文字を作ったり、それぞれの表情がよく見る

と、豊かでリアルで可愛いとこにも注目してもらえたら嬉しいです。 

そんな表情豊かな雑誌になることを楽しみにしています。 

 

〈千原徹也さんプロフィール〉 

アートディレクター／株式会社れもんらいふ代表 

広告、ブランディング、CD ジャケット、装丁、雑誌エディトリアル、ドラマ、CM など、アートディレクショ

ンするジャンルは様々。 その他に、テレビ東京 水ドラ 25「東京デザインが生まれる日」監督、「勝手にサ

ザン DAY」企画主催、J-WAVE「Lypo-C DESIGN ENERGY」ナビゲーター、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」

発起人、富士吉田市×れもんらいふのコミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐に渡る。れもんらいふは

2022 年、新たな展開として映画制作を進めている。 https://lemonlife.jp/ 

 

 

●全国書店で先着 6 万名様へオリジナル絵本プレゼント！ 

全国の協力書店にて、新創刊した『たまごクラブ』

『ひよこクラブ』をご購入の方先着 6 万名様へ、た

まひよオリジナル絵本をプレゼントします。※先着

順、無くなり次第終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼詳しくは 

https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=125958 
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●応募者全員プレゼントも！ “祝福袋”プレゼントキャンペーン 

新創刊を記念して、アカチャンホンポ 10 万円分商品券

や、星野リゾート 10 万円分宿泊ギフト券など豪華商品

が 130 名様に当たるプレゼントキャンペーン。 

W チャンスとして、応募者全員へ「赤ちゃんの“お誕生月”

別絵本セレクト BOOK（電子版）」のプレゼントも。 

 

▼詳しくは 

https://st.benesse.ne.jp/cam/syu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●6 冊になった『たまごクラブ』『ひよこクラブ』商品概要 

これまで以上に妊娠期・育児期にフィットした情報と、さらに 6 冊全てにグッズ付録や別冊付録が付く豪華版と

なります。※各誌年 4 回刊行となります。 

 

 

『初めてのたまごクラブ』2022 年春号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 3 月 15 日（火） 

対象：妊娠 2・3・4 カ月 

特別付録：ミッフィー マタニティストラップ＆母

子手帳ポーチ 

https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=104266 
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『中期のたまごクラブ』2022 年春夏号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 4 月 15 日（金） 

対象：妊娠 5・6・7 カ月 

特別付録：ミッフィー たためるおむつ替えマット&収納ミ

ニバッグ 

https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=103371 
 
 
 
 

 
 

 
『後期のたまごクラブ』2022 年春号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 4 月 15 日（金） 

対象：妊娠 8・9・10 カ月 

特別付録：ミッフィー お産入院メッシュバッグ 
 
 
 

https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=128724 
 
 

 
 
 
『初めてのひよこクラブ』2022 年春号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 4 月 15 日（金） 

対象：生後 0・1・2・3 カ月 

特別付録：ミッフィー コットンベビーロンパース（サ

イズ 60 ㎝） 

 
https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=88464 
 

 
 

 
『中期のひよこクラブ』2022 年春号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 4 月 15 日（金） 

対象：生後 4・5・6・7 カ月 

特別付録：ミッフィー&フルーツ形離乳食シリコーンプ

レート 
 
 

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=128725 
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『後期のひよこクラブ』2022 年春夏号 

定価：1320 円（税込） 

発売日：2022 年 4 月 15 日（金） 

対象：生後 8・9・10・11 カ月、1 才代 

特別付録：ミッフィー ポケットつき Big トートバッグ 

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=128726 
 
 

 
 

 

●『たまごクラブ』『ひよこクラブ』雑誌統括ディレクターコメント 

【新創刊に込めた「祝福」のメッセージ―生まれ 成長する あなたへ いつでもおめでとう―】 

『たまごクラブ』『ひよこクラブ』というユニークなネーミングの妊娠・育児

雑誌が誕生し、29 年の月日が経ちました。年間約 120 万人が誕生していた

創刊当時から現在では 80 万人台まで出生数が減っていますが、人が誕生し

成長を祝う気持ちに変化はありません。命が芽生え、誕生し、日々の小さな

できごとに、「おめでとう」とたくさんの祝福を述べるメディアであり続ける

ため、「たまひよ」は 6 冊の雑誌に生まれ変わりました。「たまひよ」と一緒

に、「おめでとう」が増える未来にご賛同いただけると幸いです。 

 

㈱ベネッセコーポレーション 

『たまごクラブ』『ひよこクラブ』 雑誌統括ディレクター 

米谷 明子 

 
 

 


