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MAIDO。とは

MAIDO 。は大阪観光局公式キャラクターの Osaka Bob が 、大阪中を駆けめぐって集
めた観光やグルメ、文化 、お得な情報など、利用していただく皆さまにこれは教えた
い！と思うものを日々発信し続けているコミュニティサイトです。

また、ユーザーの皆さまからいただいた投稿や情報をもとに、Osaka Bob が実際に現地
に訪れて体験することも。
『互いに「 まいど! 」 と声をかけあうような親しみのある、双方向で面白い情報を共有
するコミュニティにしたい』
そう思いながら、大阪や日本のことを勉強中の Osaka Bob は、MAIDO。を通して大阪
に詳しい人も、そうでない人も楽しめるコンテンツの提供を目指しています。

皆さまの「 知りたい 」「 伝えたい 」というニーズに応え 、「 MAIDO 。」は大阪の
新たな価値の創出や発展を支えていきます。

大阪・関西のコミュニティサイトとして
新たな価値を創出します。
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MAIDO。の特長

経験豊富なスタッフによる
質の高いコンテンツ制作

大阪観光の仕事に長く携わったスタッ
フが運営しています。MAIDO。に集ま
る情報を質の高いコンテンツに仕立て
上げ、ユーザーに届けます。

海外の大阪ファンにもPR
外国人担当者による翻訳

海外の人々に情報を届けるには、ネイ
ティブの翻訳が大切。MAIDO。の外国
人スタッフが「伝わる情報」に翻訳し
ます。

万博に向けて盛り上がる
大阪・関西に特化した情報サイト

2025年の大阪万博は、東京五輪に続く
日本のビッグイベント。世界から注目
されていく大阪・関西のサイトとして、
ご当地ならではの情報で盛り上げてい
きます。

グルメや遊び場、季節に時事ネタ
大阪の「知りたい」が集まる

大阪は世界に誇る文化が満載の街です。
大阪に詳しい人も、これから知りたい
人も楽しめる情報が集まります。

Bob Family のレポート満載
ユーザー目線の情報が充実

外国人留学生のOsaka Bobをはじめと
する各キャラクターには得意とする分
野があります。彼らの視点で紹介した
情報でユーザーの共感を得ます。

ユーザーが大阪の楽しさを体験できる
クオリティの高いコンテンツを提供します。
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運営するメディア／データ

SNS
日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字）の４
言語で大阪の情報を発信しています。

Instagram （日本語・英語）

Twitter （日本語・英語）

Facebook （日本語・英語）

フォロワー数 約60,000年間PV数 約400,000

ユーザーの年齢層

59.9%

40.1%

女性

男性

ユーザーの性別

27%

26%18%

16%

8%
5%

25～34歳

35～44歳

18～24歳

45～54歳

55～64歳

65歳以上
若い女性からの
関心が高いメディアです！

※性別・年齢層は2020年７月～2022年１月の数値

コロナ禍真っただ中の2020年７月にサイトを立ち上げたにも関わらず、多くのユーザーに
支持されるメディアへと成長。フォロワー数60,000を超えるSNSと連携しながら、現在も
ユーザーへの強い訴求力は増し続けています。

今後さらに成長を続けます。
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MAIDO。でお手伝いできること

ご要望に合わせたプランを提案します！

こんなお悩みございませんか？

それMAIDO。に
任せてみませんか？

お店や商品のPRがしたい

予算をかけずにPRしたい

撮影や記事作成が難しい

何とかしたいと思うけど、
アイデアが浮かばない

大阪ファンに向けた情報発信

プレスリリースをはじめとする事業者様の情報を
当サイトで配信すれば、大阪に興味・関心を持つ
多くの“大阪ファン”へアプローチできます。

プロによるコンテンツ制作

大阪観光に長年携わる経験豊富なスタッフが、企
画から取材・ライティング業務を行い、事業者様
の思いを引き出します。

最適な企画や改善策をご提案

MAIDO。が運営するSNSと連動したキャンペーン
企画など、事業者様の課題にあった最適な企画や
改善策をご提案します。

MAIDO。は毎日新聞ホールディングスの（株）高速オフセットが運営しています。
外国人スタッフも在籍していますので、海外へのPRもお任せください！
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Webサイト
SNSで配信

Bob Family WORKS

MAIDO。でお手伝いできること

事業者様の商品、サービスおよびプレスリリースを、Bob Family WORKSがご要望を踏まえ、
訴求力の高いコンテンツに仕上げます。MAIDO。への掲載のほか、SNS配信・広告でユー
ザーへのPR効果を高めます。

広告掲載・タイアップのイメージ。

User

事業者様 Bob Family WORKS

広告掲載・タイアップ
（取材・撮影・ライティング）

キャンペーン企画
コラボレーション企画

ご要望に沿うプランを提案

興味を持つ

※その他、ポスター、ポップ、パンフレットなどの
印刷物にもご対応可能です。
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スケジュール

打合せからサイトでの掲載、SNS広告までの一例です。
詳細については打合せの上、決定いたします。

広告掲載・タイアップへのステップ

打合せ PRしたい内容をヒアリング。最適なプランをご提案します。

取材・撮影 クリエイティブスタッフが取材先に伺います。

ライティング ユーザーに魅力が伝わり、SEOを意識した原稿を作成します。

校正・修正 事業者様に掲載内容をご確認いただきます。

翻訳 ネイティブに伝わる原稿に、外国人スタッフが翻訳します。

掲載開始 MAIDO。に掲載します。SNSでの配信も可能です。

SNS広告 Facebook広告を配信しPR効果を高めます。

７営業日

５営業日
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MAIDO。タイアップ広告メニュー

事業者様に画像や原稿に必要な素材をご用意いただくをライトプラン、取材・撮影を含むス
タンダードプラン、プロカメラマンが撮影するプロフェッショナルプランの３つからお選び
いただけます。

選べる３つのプラン

プラン・料金
（１記事・１言語） 88,000円（税込み） 121,000円（税込み） 203,500円（税込み）

取材 ー ○ ○

撮影 ー ○
取材者による撮影

○
プロカメラマンによる撮影

Webライティング
（2000～3000字（１言語））

○ ○ ○

公式SNSでの配信
（Facebook・Instagram・Twitter）

○ ○ ○

SNS広告
（Facebook・Instagram）

○ ○ ○

ライトプラン スタンダードプラン プロフェッショナルプラン

※お申し込みの事業者様はビジネスサポーター
※¹のご登録をさせていただきます。
※¹事業者様専用アカウント（登録無料）
※掲載金額は税込み価格です。※掲載料込みの料金です。

■オプションメニュー
外国語スタッフによる翻訳 … 英語・韓国語・簡体字
キャンペーン企画 … SNSフォロワーの獲得・WEBアンケート調査など
SNS広告 … 目標値・日数によって追加料金を頂戴しております
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MAIDO。タイアップ広告メニュー

初めてタイアップ広告をご利用される事業者様に向けた新規掲載キャンペーンです。

初回のみスタンダードプランが73％OFF

新規掲載キャンペーン 33,000円（税込み）

まずはお得な初回限定プランでお試しください！
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MAIDO。タイアップ広告 掲載条件

MAIDO。へタイアップ広告をお申込みいただく事業者様
には、ビジネスサポーター登録をさせていただきます。
ビジネスサポーターに登録した事業者様は、自ら原稿を
投稿することも可能になります。

ビジネスサポーターへのご登録

ビジネスサポーターの

登録はこちらから

※登録は無料です。
お気軽にご相談ください。

ビジネスサポーターに登録すれば
自分たちで投稿も可能です！
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MAIDO。タイアップ広告 掲載条件

注意事項

取材・撮影について

⚫ 原稿は概ね2,000～3,000文字程度にまとめます。長文の
記事をご希望の場合は追加費用がかかる場合があります。

⚫ 取材時間は概ね１～２時間程度を目安にしています。

⚫ 取材に伴う交通費・宿泊費用は、別途ご負担ください。
また、カメラマンの同行が必要な場合は２人分となる場
合があります。

⚫ 商品購入や施設入館が必要なご依頼の場合は、購入費を
別途ご負担ください。

⚫ 取材エリアは基本的にMAIDO。の掲載範囲となる大阪
府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県です。
それ以外の地域はご相談させていただきます。

⚫ 撮影した画像データの提供をご希望する場合は、別途ご
相談ください。

編集・ライティングについて

⚫ タイトル・ディスクリプション作成費を含みます。

⚫ 専門性が高く、ライターに相応の専門性が求められると
判断した場合は、対応できない場合があります。

⚫ 画像補正費を含みます。

⚫ イラストや地図の描き起こし、PDF作成などは別途費用

がかかります。

その他に気になることがあれば、
いつでもご連絡ください！
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MAIDO。タイアップ広告 掲載実績

皆様の「伝えたい」を「伝わるカタチ」に仕立て上げます。

大阪観光局様

観光スポット20カ所以上が無料で入場できる大阪観光のおトク
アイテム「大阪楽遊パス」を紹介しました。実際に使用してみ
た体験をレポート記事で、その魅力を伝えています。

イラストレーターROMI 様

大阪で活躍しているイラストレーターROMI様を紹介した記事
です。ROMI様の魅力を引き出すために「旅ノート」を絡めた
企画を提案。打合せ、取材はオンラインで実施しました。
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MAIDO。キャンペーン実績

レゴ展の招待券プレゼントキャンペーン

18年間の巡回展のファイナルを迎える「PIECE OF PEACE 『レゴ（R）ブ
ロック』で作った世界遺産展」の招待券を25組50名様にプレゼントする企
画をMAIDO。で実施しました。

11/20（土）

レゴ展開催

12/12（日）

レゴ展終了

11/19（金）

内覧会

第１回キャンペーン

11/25（日）

レゴ展終了

第２回キャンペーン 12/１（水）まで

イベント開始の前日となる11月19日（金）の内覧会で取材をし、同日に記
事を公開しました。プレゼントキャンペーンは第１回は１１月１９日～、
第２回を11月25日～の２回に分けて実施。FB広告を配信しました。



運営 Bob Family WORKS （株式会社高速オフセット内）

住所 〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル6F

TEL 06-6346-2800

URL https://www.kousoku-offset.co.jp/

maido

MAIDO。は毎日新聞グループホールディングスの（株）高速オフセットが運営しています。
紙媒体を通じて情報を伝えてきたプロフェッショナルが、WEB メディアでも皆さまの「伝えたい」をカタチにします。

Facebook （日本語・英語） Instagram （日本語・英語）Twitter （日本語・英語）

SNSはこちら


