
たのシニアウェブ

たのシニア〜⽣活彩り倶楽部〜とは、毎⽇新聞が取り組むシニアの⽣活全般にまつわる総合的な
活動です。特にこれから顕著になる「おひとり様」（７００万⼈、予備軍７００万⼈）の関⼼事で
ある「マネー・健康・趣味・終活」の分野において、新聞をはじめとした情報発信、イベント、セ
ミナーなどを通じ、よりよいシニアライフを送っていただくための施策です。

株式会社 毎⽇新聞社
2023年1⽉

毎日新聞「たのシニア大学」のご案内
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５つの柱を軸にさまざまな事業展開をしています。

シニアマーケティングビジネス事業

毎⽇新聞「⽣活の窓⼝」の相談員がシニア
のお困り事をワンストップで伺い、ご⼀緒
に解決に導きます。（相談は無料です）
４年間で約5,000件のご相談事を、提携する
75社の事業社様と⼀緒に解決してきました。

⽣涯学習事業（なるほど！先⽣）

「⽣活の窓⼝」で講師を⾏う専⾨家の先⽣
を派遣。認知症や介護保険、専⾨記者など
多彩な講師をご⽤意しています。

健康事業／お楽しみ事業

認知症・フレイル予防やシニアの外出機会
を創出する「歌声コンサート」「昭和歌謡
コンサート」、⾃分史づくりの講座などを
実施。年間５万⼈を超えるシニアの⽅々と
リアルな接点が設けられます。

安⼼安全事業（だいじょうぶキャンペーン）

特殊詐欺、⾼齢者運転、熱中症対策など新
聞やウェブを使い、シニアの安⼼安全への
啓蒙活動を⾏っています。

たのシニア～生活彩り倶楽部～とは
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③
協業

ウェブサイト「たのシニア大学」の概略

◆５０〜１００、それ以上の優良な動画を配信し、⽇本⼀のシニア向け⼤学を⽬指します！
◆シニアからの個別具体的な相談は、無料相談窓⼝「毎⽇新聞⽣活の窓⼝」等で受け付けます。
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２０２２年秋、開校！

ご協賛各社と動画講座を作ります。（５〜１５分）

【A】シニアにとって公平中⽴なセミナー
（介護保険制度、認知症予防、賢い相続、⾝元保証、死後事務など）

【B】スポンサードコンテンツとして、協賛企業が提案するセミナー
（健康寿命延伸の取り組み、外出機会の創出、セカンドライフプランなど）

【C】PRコンテンツとして協賛企業が⾃社サービス、商品を紹介します。
（サプリメント、ヘアケア、トイレタリー、⼝腔衛⽣、ペット信託など）



（A）毎⽇⽣活の窓⼝（無料相談）
（B）出演講師（会社）への相談
（C）協賛社ホームページへリンク

⽣活の窓⼝
出演講師

毎⽇新聞⽣活の窓⼝へ
相談、質問

出演講師（会社）へ
相談、質問

協賛社HPへ直接
リンク（物販等）

シニア視聴者

動画視聴

画⾯下段のボタンから
メールで相談・質問が可能

動画を視聴したシニアから、直接メールで個別相談を受け付けることが可能です。
⽣活の窓⼝への問合せは、内容により提携事業社様におつなぎいたします。
また、直接出演講師へのメール問合せも可能です。

「たのシニア大学」の仕組み①

◆シニアのお悩み事、課題を直接解決へと導きます。



「シニア⼤学」協賛社には、毎⽇新聞が⾏う講座、セミナー、コンサートなど
リアルにシニアとの接点が図れます。シニアへのチラシ配布、アンケート実施、
サンプリングなどが⾏えます。詳細・実施料⾦はご相談ください。

【セミナー・講座】
⽣活の窓⼝では年間３０回以上、様々なテーマでセミナーを⾏っています。
年間参加者は３００⼈以上です。
【⽼⼈クラブ連合会】
提携する⽼⼈クラブ連合会へパンフレット配布なども可能（※公平中⽴な
ものに限ります）

【昭和歌謡コンサート】
シニア向け⾳楽会「昭和歌謡コンサート」を⾸都圏を中⼼
に年間２００回以上、延べ５万を動員しています。

【サンプリング・販売】
動画から直接貴社サイトへリンクを貼ります。プレゼント付きアンケート、
サンプリング、直接オンライン販売が⾏えます。

ECサイト
サンプリング
（歌声ｺﾝｻｰﾄ）
（セミナー）

（思い出ノート）

「たのシニア大学」の仕組み②



「シニア⼤学」協賛社には、毎⽇新聞「たのシニア」と共同で講座、セミナー
が開催が可能です。⼤規模なものから、⼩規模なものまで各種対応いたします。
詳細・実施料⾦はご相談ください。

【実績例】

◎郵便事業社様と、⼿紙を書くことが認知症予防に資するとい
う講座を実施し、採録紙⾯、パンフレット配布などを⾏い広く
⼿紙の効⽤をPRしました。（*朝⽥隆先⽣講演）

◎⽣命保険会社様と全国⽀店で「**思い出ノート」を活⽤した
⾃分史づくりのワークショップを⾏い、顧客満⾜度を向上させ
ました。

◎トイレタリー会社様と健康増進ウォークイベントを弊社関連
団体「公益財団法⼈認知症予防財団」と⼀緒に⾏いました。

◎全国各地の市町村（⾼齢者福祉課）様、地元銀⾏様と、認知
症予防、健康増進に関する様々な取り組みを⾏っています。

◎投資信託会社様と数多くのミニセミナー（年間10回程度）を
共催しています。

＊認知症研究・治療の第⼀⼈者
＊＊毎⽇新聞が発⾏する⾃分史作成ノート（累計10万部発⾏）

シニア向け協業
通いの場

（共同セミナー）

「たのシニア大学」の仕組み③
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年間ご協賛費は６０万円（税別）

毎⽇新聞社 営業総本部プロジェクト推進室
住所：東京都千代⽥区⼀ツ橋１−１−１
電話：０３−３２１２−５１４９ 担当：椎原・⼭本
MAIL：seminar@mainichi.co.jp

「たのシニア大学」年間ご協賛費

【ご協賛費に含まれるもの】
シニア⼤学動画１コマの年間設置（１本⽬動画作成費含む＝再作成は５万円）
【サンプリング等】
たのシニアが主催するセミナー、昭和歌謡コンサート会場などでのサンプリングやアンケート
などは別途費⽤が発⽣します。詳細はご相談ください。



検定バナー

検定

動画視聴

検定内容は、観光地検定のみならず、焼き⾁検定（⾼齢者は⾼タンパクが
必要）、ヨーグルト検定（免疫⼒向上効果があります）などなど、企業の
ファンサービスにつながる「おもしろ検定」を創作します。

動画内容の訴求をより強固にするために、オリジナル検定を実施します。
例えば、観光協会のPR動画を⾒た後に、動画下のバナーから観光地の検定試験
画⾯へリンク。観光地の名物や名所など10問程度の試験を実施し合否を判定し
ます。合格者には観光協会から「合格書」が発⾏されます。
この試験を受ける段階で訴求したい項⽬を強固に出来ると同時に、その観光地
のファンを増やすことを企図しています。

おまけ企画 「たのシニア大学」検定

◆貴社製品・サービスのファンをつくります。

合格書発⾏



財団の活動資⾦として年間10万円のご寄付を（広告費名⽬でも可）お願いしています。
【活動内容】◆認知症110番（無料電話相談事業・⽉、⽊）◆機関紙「新時代」の発⾏（隔⽉・
１万部）◆シンポジウム等啓発事業◆調査・研究

１９９０年４月、毎日新聞の創刊１２０年記念事業として設立された「ぼけ予防協会」
を前身としています。 経済団体連合会（現・日本経済団体連合会）の加盟企業・団体
より多額の寄付を賜り、初代会長には当時の齋藤英四郎・経団連会長に就任してい
ただきました。 その後、公益法人制度改革法の施行を受けて２０１０年公益財団法
人に移行し、 その直前に名称も「認知症予防財団」に改めました。現会長は新井平
伊・順天堂大名誉教授）で、２０２０年に創立３０周年を迎えました。

公益財団法人 認知症予防財団

◆ご⼀緒に認知症予防の取り組む企業様を募集しています。

◆ご協賛メリット
【メリット】◆認知症予防財団ホームページに貴社名露出と⾼齢者福祉のお取り組を紹介をし
ます。◆機関紙「新時代」に毎号社名広告を掲載します。◆貴社の活動を後援させていただき
ます。◆シンポジウム等で貴社商品・サービスのチラシ等を配布します。

名刺連合広告

■公益財団法人 認知症予防財団 役員名簿

【理事・監事】
理 事 長（代表理事） 丸山 昌宏 毎日新聞社代表取締役会長
常務理事（代表理事） 吉田 啓志 認知症予防財団事務局長兼務
理 事 朝田 隆 東京医科歯科大学特任教授
理 事（財団会長） 新井 平伊 順天堂大学名誉教授
理 事 小川 直宏 アジア開発銀行研究所客員研究員
理 事 長田 久雄 桜美林大学特任教授
監 事 武政 和則 毎日新聞社取締役 （２０22年６月３日現在）

https://www.mainichi.co.jp/ninchishou/



毎⽇新聞⽣活の窓⼝コラボ企画のご提案

＜毎⽇新聞⽣活の窓⼝＞
60代以降が主な購読者の毎⽇
新聞が、読者のセカンドライ
フのお困りごとを⼀緒に考え
て解決する伴⾛型の相談窓⼝
です。CFPが相談員を務めま
す。これまでに約6500件のご
相談が寄せられています。

毎⽇新聞社では、60代以降の主な購読者向けにシニアビジネスを各種展開しています。
その⼀つ、お困りごと解決窓⼝「⽣活の窓⼝」では、セカンドライフから終活までの最新のサービス、商品の情報を読者向けに
お届けしています。今回、毎⽇新聞読者180万世帯にお届けしている家庭向け冊⼦「私のまいにち」に正規料⾦から⼤幅の割引
料⾦で貴社と⽣活の窓⼝とのコラボ特集記事を掲載いたします。

＜私のまいにち＞
1960年の創刊以来、暮らしに役⽴つ⽣
活情報誌として親しまれてきた毎⽇新
聞読者向けの⼩冊⼦『毎⽇夫⼈』が、
2018年1⽉、表紙、内容ともにリ
ニューアル。「健康」「料理」「お
⾦」「暮らし」「旅」などのジャンル
から、テーマに合った旬の話題をピ
ックアップして掲載します。
創刊……1960年 発⾏……毎⽉20⽇頃
判型……B5判（天地257mm×左右182mm）
発⾏部数……1,800,000部
配布⽅法……毎⽇新聞の販売店から購読
者へ毎⽉の集⾦時に配布

＜告知の体裁＞
私のまいにちの本体部分（場
所は指定できません）に１
ページの特集記事を掲載。
⽣活の窓⼝担当記者がそれぞ
れの事業分野の最新トピック
を中⽴的な視点で執筆します。
（上段⾚囲み部分）
下３分の１のスペースで御社
の広告を掲載いたします。
（下段⻘囲み部分）

＜掲載予定期間＞
2023年4⽉〜9⽉（予定）
のいずれかの発⾏回
※ご希望には柔軟に対応いた
します。

＜料⾦＞
タイアップ企画⼿数料 20万円（税抜き）／回

＜この件に関するお問い合わせ＞
⽣活の窓⼝マネージャー ⼭本 建
電話：03‐3212‐0861
Email:yamamoto‐tat@mainichi.co.jp


