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メトロポリターナ・フェムケアプロジェクトについて



はじめに ～ What’s フェムケアプロジェクト? ～

フェムケアプロジェクトは産経新聞社が主催する 、女性の
心と身体の「ケア」を考え、よりよい未来につなげるプロジェク
ト。家庭や職場、学校などあらゆる場面で、誰もが当事者
として、互いに語り合い、理解し合い、寄り添うことのできる
社会の実現を目指し、意識と行動を促す情報を発信して
いきます。

女性の健康課題をテクノロジーを用いて解決することを目指す「フェムテック」に注目が集まっています。
産経新聞社では昨年6月に女性向けフリーマガジン『メトロポリターナ』で「フェムテック特集」を実施。
女性のみならず、男性からも肯定的にとらえる多くの反響がありました。

これを受け、2021年10月、女性特有の健康課題をすべての人が当事者のように
個人、企業、社会が、お互いをケアできるように、まずは会話し、知ることからはじめたい、
そんな思いをこめて「Fem Care Project(フェムケアプロジェクト)」を立ち上げました。

地下鉄を利用する多くの人たちが手に取れるフリーマガジンという特性を生かし、広く情報を届けることで、
女性だけでなく、様々な立場の読者が自分事として正しい知識を知り、歩み寄り、互いのケアに向き合えるよう
対話を促し、相互理解につながるきっかけを提供します。

本プロジェクトを通じて、女性活躍ひいてはダイバーシティ＆インクルージョン社会の実現を推進します。

女性のココロとカラダのケアを考え、よりよい未来のつなげるプロジェクト
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メトロポリターナとは

毎月10日から10日間

20万部
発行

東京メトロの主要駅にて10日間、無料配布している。
ターゲットは働く20～40代のアクティブな女性がメイン。
情報感度が高く、新しいものが好きで、行動につながりやすい。 （メトロポリターナ 読者アンケート2016年度より抜粋）

2023年1月で創刊20周年を迎える、産経新聞社が発行するフリーマガジン
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フェムケアプロジェクト 実績①

10月号より、本誌編集長が、女性の健康や働き方などについて、フェムテック・フェムケアの専門家やトップランナーに、
読者の等身大の視点でインタビューを行う「フェムトーク」がスタートしました。

女性の健康や働き方について読者視点でインタビューする新連載「フェムトーク」がスタート
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第1回 一般社団法人女性の健康推進協会 代表理事 濵脇文子氏『助産師さんに聞いた 女性の身体、健康のこと』
第2回 fermata株式会社 COO 近藤佳奈氏『フェムテックってなんだろう』
第3回 株式会社エムティーアイ 執行役員 ヘルスケア事業本部ルナルナ事業部 事業部長 日根麻綾氏『女性の健康課題に対する男性意識の現在地』
第4回 ユニ・チャーム株式会社 #NoBagForMe ESG子本部広報室 藤巻尚子氏『生理を知って、話して 相互理解を目指す』
第5回 株式会社ファミワン 代表取締役 石川勇介『誰もが「妊活」と向き合い考える未来』
第6回 フェムケアプロジェクト半年振り返り『だれかを思う 思いやりのカタチ』
第7回 国際女性デーオンラインイベントレポート『ミモザとともにみんなで学び知る 思いやりの基礎知識』
第8回 大丸梅田店 ミチカケ 髙橋知世氏 『フェムテックを日常に ココロに「寄り添う」百貨店の使命』



フェムケアプロジェクト 実績②

今年2月号では「思いやりの基礎知識‐生理って、どういうこと？」と題し「生理」について、
バイオリズムの仕組みや社会の動きなど、つづいて3月号では「相互理解」について特集を実施。
読者からは “相互理解”や“思いやり”の大切さを問う声が多数寄せられました。
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3月8日「国際女性デー」では、
専門家、有識者をお招きして
オンラインイベントを
公式Twitterにて配信しました。

巻頭特集を読んで変化はありましたか？

2月号「思いやりの基礎知識－生理って、どういうこと？」読者アンケート
2022年2月10日‐20日 863人

2号連続で巻頭特集、国際女性デーにオンラインイベントを実施



フェムケアプロジェクト 実績③
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プロジェクトのアカウントを通じて「相互理解」の重要性を拡散、将来的なファンを育成

女性の身体の仕組みや月経、更年期について基礎から学ぶことができたから。
高尾先生のお話がとても勉強になった。PMSに悩まされていたが、婦人科を受
診してみようという気になった。

生理前のイライラの原因など、娘達に質問されて、しっかりと答えられ
なかったことも理解できてよかったです。

生理について旦那にもしってほしくて一緒にみました。
これは、こどもにもみせたいです。たくさんのひとにもしってほしい。とても良かった！

押し付けでなく、ざっくりというのが、男性にも女性にも心地いいと思います！
貴重な機会をありがとうございました！

国際女性デーのプログラムはあちこちに参加したのですが
日本を代表する医師や企業などのビッグデータも知ることができて
とても有意義な時間でした。
周りの友人にも教えてあげたかったです。
ありがとうございました！！！



フェムケアプロジェクト 実績④
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メトロポリターナを起点に産経新聞全体で取り組む横断プロジェクトへ発展

「産経」読者層への浸透を狙い、男性自身の健康問題も取り上げ、男性も巻き込めるコンテンツ作りを意識。
4月からは新連載「みんなで考える思いやりのカタチ」がスタート。



ファムケアプロジェクト 各媒体の機能
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新聞社の取り組む社会課題として企業や団体と連携 「会話」を増やし機運醸成＆自分ごと化へ

読者の自分ごと化

女性を中心としたアクティブで
情報感度の高い層へ

魅力あるコンテンツを発信

信頼醸成・問題提起 情報拡散・ニュース発信

情報感度の高い30代～50代の
ビジネス層へのリーチ拡大

老舗メディアならではの
公共性・社会性で信用を付与



【協賛プラン】 Twitterライブ配信企画概要



企画の目的

×

❶時制やニューストピックスにあわせて効果的に発信

❷産経新聞社各媒体で同一メッセージを幅広く拡散

貴社ブランド/プロジェクト

【貴社ブランド/プロジェクト】 ≒ 【女性の健康課題・働き方】
理解促進と機運醸成を行う

有識者・著名人 × ×
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企画概要

どこからでも視聴できる 誰でも視聴できる いつでもアーカイブを視聴できる

★配信メリット

①事前告知 ②運営 ③収録・配信 ④採録掲載&アーカイブ配信

※配信形式は録画配信（TwitterLive）以外にもzoomを使ったライブ配信も可能です。

〇録画配信（TwitterLiveなど）のメリット…配信トラブルの回避、休日や平日夜などターゲットにあわせた配信時間の指定が可能

〇ライブ配信（zoomなど）のメリット …視聴者の反応を見ながら開催することで視聴者の満足度が向上

実施の流れ（案）

オンラインセミナー内容（案）※テーマは開催タイミングに応じて設定

・メトロポリターナ metroP1/2スペース

・メトロポリターナ メルマガ配信（3万名）

・SNS運用広告
・メトロポリターナWEBサイトで応募を受付
（個人情報管理）※事前申込制の場合

・産経新聞全国版朝刊 社告掲載 ・視聴URLの配布、事前に質問を募集

・出演者のコーディネート、台本制作など ・収録→配信
収録場所（案）
・ブイキューブスタジオ ・産経新聞本社
・大手町サンケイプラザ 等

・メトロポリターナ本誌「フェムケアプロジェクト」
ページで採録を掲載
・視聴者アンケートを実施（プレゼントCP)
・アーカイブ配信を開始（2週間想定）

メトロポリターナ編集長 × 「フェムケアプロジェクト」推進パートナー × 協賛クライアント担当者のトークセッション(60分程度)

女性の健康課題や働き方に対し、社会の関心の高まるタイミングで1社単独協賛のオンラインセミナーを実施

不妊治療の保険適用、HPVワクチン推奨、更年期の実態調査…など女性の健康や働き方に関するニューストピックスや、
9月「SDGs週間」、10月「乳がん月間」「メノポーズデー」など、社会の関心の高まるタイミングにあわせ、
貴社サービス・商品のメッセージを効果的に発信。PRタイムやパネルディスカッションでのご登壇、視聴者プレゼント（サンプリング）など、プラン別に設定可能です。

実施イメージ（2022年3月8日開催）
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フェムケアプロジェクト・オンラインイベント協賛のポイント

❶

❷

➌

フェムテック、フェムケアに関する有識者・著名人のキャスティングが可能

社会課題の文脈で、産経新聞社各媒体で発信。潜在顧客への気づきにつなげる

Twitterのターゲッティング配信＋ブーストを利用し効果的に一気に会話量を増やす
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❶ フェムテック、フェムケアに関する有識者・著名人のキャスティングが可能

女性の一生涯に寄り添う医療・保健の専門家
2,000人の助産師ネットワーク

一般社団法人女性の健康推進協会（ジョセケン）は助産師による女性
の健康増進を目的とし設立。女性の健康経営や健康分野における助産
師によるアセスメント及びコンサルティング 「ジョセケン ウーマンウエルネス プ
ログラム(JWWP)」 を実施している

生理日管理ツールのパイオニア
1,700万DLを超える女性の健康情報サービス

ルナルナは20周年を迎えた2020年11月24日より、年齢や性
別を問わず誰もが、女性のカラダやココロについて正しく知り、理
解しあうことを目的とした学びの場を創出するため、
FEMCATION（フェムケーション ）というプロジェクトをスタート。

アプリで診察、ピルが届く。
累計50万DL オンライン診療アプリNO.1

婦人科領域に特化したオンライン診療プラットフォーム『スマル
ナ』。医師の診察からピルの処方、医療専門家による医療相
談を提供。診察のデジタル化だけでなく、検査のデジタル化な
ど医療DXを目指すテクノロジー企業「ネクイノ」が運営。

日本初の更年期に特化した
オンライン相談サービス

更年期の女性に寄り添い、信頼できる情報を伝え、女性医
師が悩みに応えるオンライン相談サービス『TRULY(トゥルー
リー)』。渋谷区と「働く女性の健康課題を解決するためにフェ
ムテックを活用する実証実験」を開始するなど働く女性の幸福
（well-being）向上を目指す。

LINEを活用した
妊活コンシェルジュサービス

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつ
くる」をビジョンに掲げ、LINEを活用した妊活コンシェルジュサービ
ス「famione（ファミワン）」。2018年9月より、法人向け福利
厚生プログラムを提供開始。各企業への福利厚生導入に加えて、
セミナーも提供。

フェムケアプロジェクトは、女性の健康に関するエキスパート企業とパートナーを組むことでコンテンツを強化してきました。
貴社が発信するテーマや、メッセージにあわせて、著名人・識者などのKOLキャスティングが可能です。費用は都度お見積りします。
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❷ 社会課題の文脈で、産経新聞社各媒体で発信。潜在顧客への気づきにつなげる

プロジェクトの一環として、イベントを基軸に産経グループメディアを活用。女性のみならず、男性や社会に対し世の中に広く・深く浸透させていきます。
今後、産経グループのみならず他媒体との連携も検討しており、定期開催を通じ、今後も話題喚起につながるアクションを実行して参ります。
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❸ Twitterのターゲッティング配信＋ブーストを利用し、効果的に一気に会話量を増やす

《ターゲット配信例》

年齢：10代～20代
性別：女性
興味・関心：生理、PMS、子宮頸がん、婦人科

Twitterのターゲッティング配信で効果的にターゲットにリーチ。ブーストをかけることで、短期間で多くの視聴者数を獲得することも可能です。

事前告知 ライブ配信中 アーカイブ配信

《広告配信例》



【参考実績】 3月8日「国際女性デー」オンラインイベント



【実施概要】 「意外に知らない『女性のカラダ』のこと－家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識－」

日程：2022年3月8日（火）国際女性デー 開催
形式：TwitterLive配信
構成：第1部「知識をアップデートするー学び直したい女性のカラダのことー」

ゲスト：産婦人科医師 高尾美穂 司会：メトロポリターナ編集長 日下紗代子

第2部「我慢しない、させない環境作りのヒントー企業や社会ができることー」
ゲスト：株式会社エムティーアイ 日根麻綾 株式会社ファミワン 石川勇介 モデレーター：産経新聞記者 篠原那美
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【事前申込】 「意外に知らない『女性のカラダ』のこと－家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識－」

❶事前申込数 439 件 ❸男:女 1:9❷30代～50代 87 ％

年齢 性別

「意外に知らない女性のカラダー家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識」事前申込 439名
回答期間：2022年2月22日～3月7日

1. メトロポリターナ・メルマガ
2. 出演者のWEBサイト・SNS
3. 産経新聞

流入元

10代

0%

20代

5%

30代

21%

40代

38%

50代

30%

60代

6%

70代

0%

回答しな

い

1%

女性

90%

男性

9%
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【事前申込】 「意外に知らない『女性のカラダ』のこと－家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識－」

第1部「知識をアップデートするー学び直したい女性のカラダのことー」で、高尾美穂先
生に、女性のカラダのことや、それにまつわるコミュニケーションについて聞きたいことがあれ
ば教えてください。

150 件

第2部「我慢しない、させない環境作りのヒントー企業や社会ができることー」であなたが気にな
る悩みや知りたいことがあれば、教えてください。

103 件

「意外に知らない女性のカラダー家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識」事前申込 439名
回答期間：2022年2月22日～3月7日
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❹事前に登壇者に聞きたいことを募集。いずれのセッションに対しても100件を超える質問が集まった。
体のこと、社会のこと、どちらに対しても関心の高さがうかがえる。



【事後アンケート】 「意外に知らない『女性のカラダ』のこと－家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識－」

「意外に知らない女性のカラダー家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識」視聴後アンケート 106名
回答期間：2022年3月8日～4月1日

❶イベント満足度 96 ％以上 ❷また参加したい 98 ％以上
❸女性の健康問題への関心・意識 99 ％ 高まったと回答

どちらでも

ない

4%

とてもよ

かった

66%

まあまあよ

かった

30%

どちらでもない とてもよかった まあまあよかった

60%

37%

3%

ぜひまた参加したい どちらかといえば参加したい どちらでもない

1%

30%

69%

どちらでもない まあまあ高まった 非常に高まった
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【事後アンケート】 「意外に知らない『女性のカラダ』のこと－家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識－」

もっと知りたいと思った
生理など、女性特有の健康課題について調べようと思った
婦人科について調べようと思った
企業や社会の動きについて調べようと思った
家族やパートナーに、イベントの内容を伝えたいと思った
家族やパートナーに、お互いの健康や体について話そうと思った
友人や知人、同僚などに、イベントの内容を伝えたいと思った
友人や知人、同僚などに、お互いの健康や体について話そうと思った
とくになし
更年期への心構えが少しできた
いろいろな症状が当てはまり安心しました
企業内の啓蒙施策に活かそうと思った

❹ 視聴後の変化について9割以上がポジティブな態度変容を

「もっと知りたい」「生理など調べよう」「婦人科を調べよう」「企業について調べよう」とさらなる関心を行動に
「イベントの内容を伝えよう」周囲へのシェア・拡散や
「健康や体について話そう」会話をすることのきっかけにつながっている

「意外に知らない女性のカラダー家庭や職場で役立つ思いやりの基礎知識」視聴後アンケート 106名
回答期間：2022年3月8日～4月1日
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【事後アンケート】 Twitter上の反響とシェア
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視聴者自身が感じたポジティブな感想や意見を「リツーイト」という形でシェアしてもらい、反響を可視化。
「見逃した人はぜひみて」「全世界のひとにみてほしい」などシェアの輪が広がった。



展開イメージと実施料金
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展開案１：メトロポリターナで生活導線上に情報発信（タイアップ２P）

メトロポリターナ中面にてタイアップを実施。女性を中心に働き方や健康課題への問題意識が高い層へリーチし
男女を問わず、それぞれの視点で自分ごと化を促す。【オプション別途見積】で巻頭特集のテーマを商材に合わせた設定も可能。

都心で働く
アクティブな女性層

編集企画「フェムトーク」の取材または
オリジナルタイアップで

メトロポリターナ読者に自然に訴求
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展開案２：産経ニュース＋Yahoo!スポンサードコンテンツでストーリーを伝える（記事広告）

新聞記事のクオリティでニュースの視点から事業、製品、サービスを訴求。読み物として商品やサービスの理念、背景、優位性を発信。
産経ニュースではビジネス層を中心に、ヤフーニュースはターゲティングして集客が可能。

取材を通じて、社会課題として
の背景をふまえ、貴社商品・
サービスの優位性を
ニュースの視点から深堀。

情報感度の高い
ビジネス層

産経ニュースの内容を転載。
貴社ターゲット層を中心に
ターゲティング広告で集客

情報感度の高い
ビジネス層

転載
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展開案３：産経新聞（5段、10段、15段）

掲載日：セミナー実施後1か月以内を想定 ※貴社のご意向を伺って調整
媒体 ：産経新聞 東京本社版または全国版
体裁 ：15段記事体広告 または10段記事体広告+5段純広
色 ：モノクロまたは４Cカラー

新聞紙面に告知や採録として掲載することでターゲット層へのリーチ拡大を狙います。
純広告やデジタルと連動した15段広告をON DAYに掲載することで、より大きな話題を生み出すことも可能。

幅広い年齢層
社会課題の提示

老舗メディアならではの
公共性・社会性で信用を付与



参考パッケージプラン

展開規模にあわせてお得なパッケージプランをご用意しました
あくまで参考パッケージですので、クライアント様のご予算や目的に応じて都度プランをお見積りします
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参考プラン①

メニュー 内容 期間 露出・リーチ

告知・集客 ・メトロポリターナ会員メルマガ
・メトロポリターナ「メトロP」 1/2 
・産経新聞全国版社告
・産経新聞全国版5段モノ
・産経ニュースイベント特設掲載
・産経メディアラボ「イベント枠」掲載
・Twitter/Fecebook広告

都度調整

TwitterLive配信 ・会場手配
・企画、運営、台本制作
・推進パートナー謝礼
・アンケート実施

・配信時間最大60分

・ライブ配信ブースト ・配信から4週間 100万視聴者数想定
※ライブ中、アーカイブ期間含む

コンテンツ露出 ・産経ニュース・スポンサードコンテンツ
・Yahoo!ニュース・スポンサードコンテンツ（転載）
・メトロポリターナ タイアップ２P 
・メトロポリターナWEB ライブイベントレポート
・メトロポリターナWEB転載

・2週間（産経ニュース）
・4週間（Yahoo!ニュース）
・要調整

・合計2万PV想定

イベント実施報告書 ・実施レポート作成、提出

⇒1,000万円（税別）

※制作費込み
※事前申込制希望の場合は別途調整
※収録を想定、生配信の場合別途
※著名登壇者の場合は別途見積

パッケージ料金
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参考プラン②

メニュー 内容 期間 露出・リーチ

告知・集客 ・メトロポリターナ会員メルマガ
・メトロポリターナ「メトロP」 1/2 
・産経新聞全国版社告
・産経新聞全国版5段モノ
・産経ニュースイベント特設掲載
・産経メディアラボ「イベント枠」掲載
・Twitter/Fecebook広告

都度調整

TwitterLive配信 ・会場手配
・企画、運営、台本制作
・推進パートナー謝礼
・アンケート実施

・配信時間最大60分

・ライブ配信ブースト ・配信から4週間 30万視聴者数想定
※ライブ中、アーカイブ期間含む

コンテンツ露出 ・メトロポリターナ タイアップ２P 
・メトロポリターナWEB ライブイベントレポート
・メトロポリターナWEB転載

・要調整

イベント実施報告書 ・実施レポート作成、提出

⇒500万円（税別）

※制作費込み
※事前申込制希望の場合は別途調整
※収録を想定、生配信の場合別途
※著名登壇者の場合は別途見積

パッケージ料金
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参考プラン③（ミニマム）

メニュー 内容 期間 露出・リーチ

告知・集客 ・メトロポリターナ会員メルマガ
・メトロポリターナ「メトロP」 1/2 
・産経新聞全国版社告
・産経ニュースイベント特設掲載
・産経メディアラボ「イベント枠」掲載

TwitterLive配信 ・会場手配
・企画、運営、台本制作
・推進パートナー謝礼
・アンケート実施

・配信時間最大60分

・ライブ配信ブースト ・配信から4週間 15万視聴者数想定
※ライブ中、アーカイブ期間含む

コンテンツ露出 ・メトロポリターナ タイアップ１P
・メトロポリターナWEB ライブイベントレポート
・メトロポリターナWEB転載

・要調整

イベント実施報告書 ・実施レポート作成、提出

⇒350万円（税別）

※制作費込み
※事前申込制希望の場合は別途調整
※収録を想定、生配信の場合別途
※著名登壇者の場合は別途見積

パッケージ料金
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参考：2022年度フェムケアプロジェクト スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

トピックス

イベント

メトロポリターナ

産経新聞

フェムケアプロジェ
クト特設サイト

男女雇用機会均等月間

6/23-29
男女共同参画週間

9/22-29
SDGs週間

乳がん月間

10/18
世界メノポーズデー

3/8
国際女性デー

フェムケア
プロジェクト

1周年

3月号
国際女性デー

特集

メトロポリターナ
創刊20周年

国際女性デー
15段
特集

10月中旬
フェムケア
15段特集
（予定）

3月8日
国際女性デー
特集（予定）

毎号連載の「フェムトーク」
で旬な情報をお届け

生活面「みんなで考える 思いやり
のカタチ」を月1回掲載。

メトロポリターナ本誌掲載情報に加えて、アライ
アンスパートナーの情報も積極的に発信します。

国際女性デー
15段
特集

SDGs特集
（予定）

「フェムケアプロジェクト」
1周年記念

オンラインイベント

「国際女性デー」
オンラインイベント

10/11 
国際ガールズデー

※都度変更になる可能性があります



本企画のお問い合わせ・ご連絡先

産経新聞社 メディア営業局 サテライトメディア・ビジネス部 フェムケアプロジェクト
fem-care-project@sankei.co.jp


