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MamaLady（ママレディ）とは

代表の明石が社会との繋がりが希薄になりがちな妊娠中に「何か社会と繋がる方法を」と模索しブログを開始。

マタニティコーデを綴るブログから読者が集まり現在のママレディの前身となるママ会が開始。

ブログコメントから「ママとはこうあるべき」という固定概念にがんじがらめになっているのは

「ママ自身」であることに気づき「ママになってからの人生を思いっきり楽しもう」を体現するママレディを設立。

札幌の母親たちで協力しイベント、発信を行っている。

PARTY PRODUCE INFLUENCER

「ママになってからの人生を思いっきり楽しもう」
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ママが輝く時間をプレゼント
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エンターテイメント  ママ会

ママレディでは頑張ってるママの皆様が子育ての

息抜きをかねて、参加出来るようなパーティーや

企画イベントを定期的に開催致しております。

・育児を一緒に楽しむママ友作りのお手伝い

・育児の息抜き

・知らなかったものに触れる体験

・普段出来ないワクワクする体験
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ママレディパーティー＆イベント実績
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第10回MamaLady inピエトラ・セレーナ 第14回MamaLady in THE GRAND GINZA 第17回MamaLady inアールベルアンジェ札幌

第18回MamaLady in Lafacon ハロウィンパレード 三井アウトレットパーク札幌北広島 サンリオファミリーミュージカル札幌公演 アンバサダー就任



代表プロフィール
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27 歳の時にモデル事務所のオーディションを通過したことがきっかけでママモデルの道へ。
母親になってからのデビューという異色の経歴を持ちながら精力的に活動。

モデル

2015/04　美容室マイレ プロモーションムービー出演
2016/05　MOTHERイベント ショーモデル
2016/07　ゾゾタウン チャールズアンドキース
2017/03　EAST-QUEEN商品モデル
2017/08　webshopイメージモデル
2017/09　天馬株式会社 広告モデル
2017/11　LA SIESTA 広告モデル
2018/05　リコリトル札幌駅前店 広告モデル
2018/08　まつ毛エクステ ulea 広告モデル
2018/09　ルネートゥル札幌本店 広報担当
2018/10　スープカリー ピカンティ 広告モデル
2018/10　レモネードbyレモニカ 店舗 広告モデル
2018/10　Shonpy 広告モデル
2019/02　ホットヨガスタジオ ロイブ 広告モデル 継続中
2019/06　札幌骨盤整体院 アレイズ 広告モデル 継続中
2019/06　YAGBEAUTYCLINIC 札幌院 広告モデル
2019/10　美容室GENiE 広告モデル
2019/10　Shonpy×大塚製薬 広告モデル

明石奈々です

私の事をご紹介

させて頂きます！

株式会社MamaLady　代表 明石 奈々（31歳）

モデル ブロガー YouTuber セミナー講師



タイアップ商品企画
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新しい飲み方の提案

大塚製薬様のオロナミンCの新しい飲み方の提案
と致しまして、タピオカドリンク専門店Shonpy
にて期間限定でママレディとのコラボドリンク
「オロタピンC」を販売致しました。

大人から子供まで飲みやすいくドリンクも２種類
の味を考え、SNSなどにも載せたくなるような可
愛い見た目で販売致しました。



MamaLady オリジナル商品
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MamaLady
ショッピング

BASE

オリジナル商品開発について

ママレディではママ向けのオリジナル商品の開発

及び販売を行っております。

企業様とのコラボアイテムの開発も募集中です！

・可愛いアイテムは、目に入ると笑顔になれる

・お子様との写真を飾って思い出に



主婦目線のマーケティング、そしてママレディ
メンバーの座談会の実地など女性オンリーの企業
という強みを生かして独自のサービスを提供いた
します。「広報担当を1名雇用したつもりで！」

ドーンと私たちに丸投げしてください。
日々の更新代理業務まで全て一括で請負います。

企業SNSコンサルティング
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在宅ママに新しい働き方を

導入企業例

飲食店 / 商業施設 / 美容室 / エステサロン　等



イベント時のサンプリング実施

企業様からのご提供頂いたサンプリング商品などをイベント当日受付にてお配り致します。
参加者の方が写真を撮り使用感などを Instagramや様々な SNS へ投稿します。
その事により多くの方に拡散され商品が PRできます。
イベント終了後に「#ママレディ」や「#商品名」と投稿してくれる方に●●プレゼント！
工夫することで参加者の投稿率を高めております。
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イベント時の商品説明及び PR例

（上）企業キャラクターをイベントに登場させオリジナルの
台本を考え登場の演出や PRの際に使用するプレートを作成。

（右）イベント時に商品の良さを知ってもらう為に実際にブ
ースで説明したり来場者に向けてマイクでスピーチしたり、
比較実験など、企業様に合わせた様々なプランニング。
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企業キャラクター　ほくにっち君　　　　　北海道日産　様

オムツの吸収実験 & アンパンマンガチャ　　　 ネピア　様

イベント開催中の　企業PR ロゴスクリーン表示



ご協賛企業　様
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協賛企業 様一覧
今までにごMamaLadyにご協賛頂いている企業様をご紹介

 

 

 
その他多くの企業様からMamaLadyイベントに
ご協賛や商品のご提供を頂いております。



メディア掲載
ママレディをより多くのママに知って頂けるよう、様々なメディアでご紹介して頂いております。
（過去に紹介されたメディアの一部となっております）
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MamaLady 協賛メニュー ①
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MamaLady サイト
こちらから　→

▼  イベント当日

・マイク、スライド使用 PR権
・サンプル、チラシ配布
（受付にて手提げに入れてお渡し）
・ブース出展、展示、名刺渡し、アンケート収集
・その他企業様コラボステージ等

▼  イベント前

・MamaLady ホームページ
・イベント特設ページへご紹介

▼  イベント後フォロー

展示物や出展ブースによっては、参加者が写真を撮り
Instagramへ投稿します。
当日「#●●●●」と投稿してくれる方に●●プレゼ
ント！等と工夫することで、参加者様が SNS を盛り
上げてくれます

※参加者大人 70名の場合・・仮に半数の 35名が Instagramへ投稿、
　各フォロワー約 100~200 名＝１投稿 350~700 名の目に触れる効果あり。
    マーケティングが SNS の時代である現代、共に工夫し、大いにご活用頂きたいです！！

A プラン　ご協賛金額　 150,000 円 (税込 )
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MamaLady 協賛メニュー  ②

B プラン　ご協賛金額　

オプション特価

100,000 円 (税込 )

・MamaLadyHP 特設ページへ貴社名の掲載及びホームページリンク
・MamaLady 各 SNS でのご紹介
・イベント当日サンプル・チラシ配布 (受付より手提げ袋にて )
・司会より企業様のアナウンス

50,000 円 (税込 )

明石奈々による商品使用 /体験レビューをブログ又は youtube へ発信

動画制作費込



MamaLady イベント協賛のお願い

私たち MamaLady は「ママになってからの人生を思いっきり楽しもう！」をスローガンに掲げ 

札幌で暮らす育児中のママを中心にワクワクを提供するイベントの開催を続けております。

同じ札幌で活動される企業様と協力し、子育て期のユーザーへのアプローチの場としてもご活用頂きたいと考えております。

また日頃、子連れでは気軽に出かけられないユーザーへ

企業様による情報提供や 商品に触れる機会になれば良いと願っております。

MamaLady運営チーム　　　　　　　　　　

【お申込み・お問い合わせ】

株式会社MamaLady
〒 060-0051札幌市中央区南1条東2丁目3番地2マツヒロビル7階
Tel：011-806-2724　　Mail：mamalady.sapporo@gmail.com

Instagramアカウント：mamalady.sapporo( 運営 )   /   mamalady_nana_akaishi（代表）

MamaLady ホームページ：https://www.mamalady.company/

代表明石ブログ：「ママレディ」で検索「～Nana スタイル～ママレディになる方法～」


