
株式会社 ＶＭ

名称 株式会社 ＶＭ
住所 〒 225-0002

横浜市青葉区美しが丘1-5-2 エクセル910ビル 4-A
ＴＥＬ 045-904-4320（代）
ＦＡＸ 045-904-4394

ＵＲＬ http://www.vitaminmama.com

E-mail uketsuke＠vitaminmama.com

ビタミンママR



【会社概要】

会社名 株式会社 ＶＭ （屋号：ビタミンママ®）

代表取締役社長 渡辺順子

取締役副社長 横本裕美子

所在地 〒 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-2 エクセル910ビル 4-A

ＴＥＬ（代表） 045-904-4320 、 ＦＡＸ 045-904-4394

ＵＲＬ http://www.vitaminmama.com E-mail uketsuke＠vitaminmama.com

従業員数 60名

資本金 1000万円

会社概要、及び経歴
１

【会社略歴】

・1999年3月 季刊誌『ビタミンママ創刊』。Ｗｅｂサイト『ビタミンママ開設』

・1999年6月 月刊フリーペーパー『ひろたりあん通信ｗｉｔｈビタミンママ創刊』

・2001年4月 ビタミンマママーケティング部設立

・2003年1月 有限会社ＶＭ設立

・2006年11月 株式会社ＶＭ設立

・2012年6月 事務所をたまプラーザに移転

・2014年1月 ビタママセミナールーム開設

【行政関連受託業務】

・2002年 横浜市中期経済ビジョン策定委員

・2004年 横浜市hamawaza副代表

・2006年 横浜マリンタワー再生委員

・2007年～川崎産業観光振興協議会委員

・2008年 小田原産業観光ブランド構築委員

・2009年 横浜市社会教育委員

【受賞、その他】

・2006年2月 キラリチャレンジャー（神奈川県より）

・2008年11月川崎市中小企業サポートセンター派遣専門家認定（川崎市）

・2009年3月 横浜市チャレンジコミュニティ認定（webポイント制モニター組織にて）

・2013年7月 横浜市有望ビジネスプラン採択

・2008、2012、2013、2014年よこはまグッドバランス賞（横浜市）

・2015年12月 浜銀総研ウーマン・アワード2015 特別賞受賞

・2017年 よこはまグッド・バランス賞（横浜市）金賞受賞（2008年より7回受賞）

・2010年～起業家支援財団評議員

・2011年～横浜図書館指定管理者審議員

・2012年 内閣府ビジネスプランコンテスト審査員

・2013年～公益財団法人横浜企業経営支援財団 メンター

・2014年 「アフリカ女性起業家セミナー」日本代表パネラー

・2015年 平成26年度補正ものづくり革新補助金採択

（医療介護系キャリア教育マガジン創刊）

http://www.vitaminmama.com/


 エリアターゲット 横浜市都筑区・青葉区・港北区・緑区・川崎市宮前区・麻生区・高津区・中原区

 読者層 ２０代から４０代を世帯主とするニューファミリー

 販売ツール 横浜市都筑区、青葉区、港北区、緑区、川崎市宮前区、麻生区、高津区、中原区

内の書店、スーパーマーケットなど約１５０店舗

 ボリューム Ａ４変形判、120～200ページ

 ＜通常号・＞

 子供の習い事、レストラン、教育、医者等の特集を各号で組み、

 発刊しています。

 2014年９月：50代からの介護特集「ビタミングランマ」を新創刊しました。

 発売日 毎年３、９、１２月１日

 発行部数 15000～20000部

 販売単価 ５１４円（税込み）

 ＜幼稚園特集号＞

 エリア内幼稚園のデータと、その園の在園児・卒園児の

 母親による確かなクチコミ情報を掲載しています。

 発売日 毎年６月

 発行部数 25000部

 販売単価 1080円（税込み）

◆頑張るママの地域密着応援マガジン

季刊誌ビタミンママ発行(年4回）

等身大の私達だからできること・・・主婦がほしい情報、興味ある情報だけを掲載し、

保存性を重視した冊子にして販売します

２



■月間アクセス数 100,000PV

■人気コンテンツ

・おしゃべり伝言板（ＢＢＳ）・・・主婦の方々の情報交換・意見交換の

場として好評です。しっかりとした管理体制にも定評があります。

・医者・習い事・幼稚園・私立中学校情報・・・主婦の目で取材した紹介記事。

ビタミンママ本誌との連動による相乗効果も期待できます。

・ウェブプレゼントコーナー・・・単なる読者へのプレゼント提供ではなく、

モニター効果、宣伝効果の両面から有効です。

・OSHIGOTOモニター会員ポイントシステム ・・・ビタミンママのモニター

組織です。 アンケートや座談会等にご活用いただけます。

■バナー広告

企業ＨＰへのダイレクトリンクによってアクセス増加が期待できると共に、

記事広告、トピックス告知など、ビタミンママ本誌との連動による相乗効果大

です。

■ブログ作成

主婦目線での楽しく、読みやすいブログを弊社にて企画、ご要望の頻度で

更新、管理していきます。

◆地元主婦の情報交換・情報収集の場として・・・

ビタミンママホームページ管理・運営
http://www.vitaminmama.com

３

等身大の私達だからできること・・・主婦が安心して気軽に情報交換できる場所を提供します

▲ビタミンママＨＰトップ

▲おしゃべり伝言板

▲ブログ



◆タイムリーな情報提供

月刊フリーペーパー発行

 発行部数 約１０５，０００世帯

 発行エリア 横浜市青葉区・都筑区ほぼ全域（※）

川崎市宮前区主要部（鷺沼・宮前平・宮崎台周辺）

※青葉区は廣田新聞店折込エリアとなります。

 判型 タブロイド判

 配布方法 青葉区全域・都筑区の一部は全紙、

都筑（廣田新聞店エリア以外）・宮前区は

朝日または読売の朝刊折込

 発行 毎月第４、または第５日曜日

発行日は変更になる場合もあります。

４

▲ビタママTIMES

「傍らに置いておきたくなるフリーペーパー」をお届けします。

新聞折込によるフリーペーパ－「ビタママＴＩＭＥＳ」「ビタマメゾン」を発行。

さらなる発展が続く田園都市線・横浜市営地下鉄沿線宅地エリアに

向けて確実に情報をお届けします。エリア屈指のコミュニティサイト

ビタミンママＨＰとも連動し、女性の視点で「女性が求める情報・

読みたい記事」を提供します。



◆編集プロダクツ
・書籍発行・編集
・ＨＰ制作
・カタログ、チラシ編集～デザイン～印刷・折込手配

○書籍出版・編集、パンフレット制作（右参照）

・川崎産業観光読本（川崎産業観光検定試験公式テキストブック）編集・発行

・産業観光への取り組み（財団法人日本交通公社）編集

・産業観光 小田原を旅する（小田原箱根商工会議所）編集・発行

・おもてなし虎の巻 十和田市を訪れるお客様のために（十和田市雇用創造推進協議会）編集・デザイン

・環境省エコツーリズムのすすめ編集・デザイン

・十和田市観光事業ハンドブック編集・デザイン

・富士山岳読本編集・デザイン その他多数

・美のまち真鶴発「旬の食・旬の景」発信プロジェクト（カレンダー、パンフレット）編集・デザイン

○ホームページ

ホームページ制作、ドメイン取得、更新作業などはもちろん、主婦にアピールできるホーム ページを制

作・管理いたします。

○クリエイト

エディター、デザイナー、ライター、カメラマンが責任を持ってカタログ、チラシを制作します。さらに、独

自のネットワークから印刷・新聞折込手配もリーズナブルな価格で手配いたします。

○広告企画

主婦にアピールする効果的な広告の企画・制作をいたします。

○ロゴマーク制作

貴社イメージを表現できるロゴマークの制作をいたします。

５

等身大の私達だからできること・・・過剰な表現を避け、読みやすさ、親しみやすさから
興味を引き出す効果的な広告を提案します



◆マーケティングリサーチ
◆イベント企画・運営

○マーケティングリサーチ

ビタミンママでは、消費のメインターゲットである２０～４０代の主婦約3000名を、モニターとして組

織しています。特にビタママエリアの主婦は、おしゃれに敏感で、教育熱心、しかもパソコンを自在

に使いこなす、主婦たちのオピニオンリーダー的存在です。そんな先進的な主婦たちへの調査は、

計画中の事業・商品に対する評価や、どのような流通･販売システムが消費者に望まれているか

等、経営戦略を策定するツールとして非常に有効です。

横浜市をはじめ、流通、玩具メーカー、食品会社、建築会社、マンションデベロッパーなど、さまざ

まな依頼の市場調査、分析を行っています。

○イベント企画・運営

主婦の求めるイベントを企画提案、及び運営いたします。

【ジョイントイベント開催実績】

横浜150周年先駆けイベント『ぷらっとサロン』（横浜市）、ハウスクエア横浜イベント（日本住情報

交流センター）、マタニティ＆プレママ講座（アオキインターナショナル） 、ママの経済セミナー（株

式会社ＴＥＣ) 、お得意様感謝祭（工藤建設株式会社）、工場見学&レストランバスツアー（サント

リー株式会社）、グランベリーモール活用塾（株式会社東急モールズデベロップメント）、手作りマ

マショップ（阪急百貨店）、センター南の夏祭り（港北東急ＳＣ）他

等身大の私達だからできること
・・・主婦のナマの声を吸い上げ、２ｗａｙの理想的な環境のもとで企画・運営します

６



◆ＳＯＨＯ＆起業家＆再就職支援のための

～ビタママスキルアップセミナー＆サロン～
再就職、SOHO、起業を目指す女性たちを応援します！（2013年横浜市有望ビジネスプラン採択事業）

「今すぐにでも、または近い将来働きたい。でも・・・」と、子育て中の女性が二の足を踏む理由は

①専業主婦歴が長く自分のスキルに自信がない

②子育てと仕事を両立させるため、自宅でSOHOとして働きたいがどのように仕事を得たらよいかわからない

そして起業を考える方が一歩を踏み出せない理由は

①開業資金がない

②告知宣伝したいが、成功するかどうかわからないことに対して多額の先行投資は厳しい

などの声が多く聞かれます。そこで、ビタミンママでは

【ビタママスキルアップセミナー】

ビタママ主宰のPCスキルアップセミナーを開催。再就職や起業の際に

もっていると有利なスキルです

・DTPオペレーター＆デザイナー育成コース・・・adobeイラストレーター

＆フォトショップを学びます

・HP制作セミナー・・・Jimdo、みんなのビジネスオンラインを使ってHPを

制作します

【ビタママサロン】

・スクールやサロン開催での起業を考えているが場所がない方のために

ビタママセミナールームをレンタルします

・集客のための告知宣伝をビタミンママがお手伝いします

▲ビタミンママセミナールーム

35㎡のセミナールームには、最大で18人
までが使える会議用テーブルとイスのほ
か、ホワイトボード、スクリーン、プロジェク
ターを常備しています。

備品を片付ければヨガやピラティス講座な
どにも使用できます。

７



◆講演

弊社代表渡辺が承ります。

・起業、情報発信、そして子育て等に関する講演

・マーケティングリサーチ結果を分析した講演 など

【これまでの主な講演内容】

・子育て中だからできること/青葉区

・地域コミュニティにきく発信ビジネス…起業はじめの一歩 /男女共同参画センター

・起業塾：これまでの歩みと今後/平塚商工会議所

・起業体験談サロン「地域コミュニティからの情報発信ビジネス /男女共同参画センター

・主婦の情報誌『ビタミンママ』で元気を！/ハーバークラブ

・食で家族のきずなを育てよう/OZONE ママ＆キッズ住まいづくりフェスタ

・パワフルな起業を作るには/さがみはら産業創造センター（ＳＩＣ）

・30～40代の女性が好む銘菓・和菓子/神奈川和菓子協会

・観光客が求めるサービスと、有効な情報発信方法/十和田市

・起業家養成講座/内閣府

・仕事と起業/横浜市立大学

・女性の起業/神奈川県

・女性の起業と現在/JICA

ほか多数

８



・企画、編集、DTPデザイン、ＷＥＢデザイン・・・バーチャル＆リアルでの情報発信はすべて
お任せください

◆等身大の私達にしかできないこと・・・それがビタミンママの仕事です

◆株式会社ＶＭは、主婦が欲しい情報をタイムリーに、かつ的確に提供します。

さらに、子育て中の女性たちの社会参加・活躍の場を応援、子育てしながら働ける職場環境を構築しています。

女性がつくる新しいメディア、そして新形態の企業として、様々なマスコミにも取り上げられています。

・新聞：読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、東京新聞、神奈川新聞など
・ＴＶ：テレビ東京「出没！アド街ック天国」、日本テレビ「スーパーテレビ」、ＴＢＳ「はなまるマーケット」、
フジテレビ「スーパーニュース」、ＴＶＫ「しごと＠新時代」
・雑誌：パソコン主婦の友、経済界、ストーリー
・その他、多数

◆主な取引先

東京急行電鉄株式会社、株式会社東急モールズデベロップメント、株式会社東急百貨店、株式会社阪急商業開発、

株式会社パルコ、株式会社ワーナー・マイカル、サントリーホールディングス株式会社、株式会社いなげや、

三井不動産株式会社、株式会社野村不動産、工藤建設株式会社、株式会社日本住情報交流センター、神奈川県、

横浜市、川崎市、川崎商工会議所、小田原箱根商工会議所、真鶴商工会、足柄上商工会、十和田市、財団法人日

本交通公社、株式会社ＪＴＢ能力開発

他約4００社

９

◆コミュニティＦＭラジオ局「ＦＭサルース（84.1ＭＨｚ）」「ビタミンママワイド」コーナーにて、地域の話題や情報を

提供しております。（毎月第４木曜日15:10頃～放送中。）


