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中華街 みなとみらい’15～’16（仮）
２０１５年１月発行

MEDIA PROFILE
旅行者の「したい」が
全部「るるぶ」に詰まっている！
「見る」「食べる」「遊ぶ」を徹底的に追
求した旅行ガイドブックの決定版。JTB
ならではの旅行ノウハウや新鮮な情報
にこだわりを持って編集し、全国にるる
ぶファンを増やし続けています。

出版事業本部 広告部 電話 03-6888-7831／ＦＡＸ 03-6888-7851

ＮＯ．１旅行ガイドブック
とは？

表紙
6%
内容
7%

だからるるぶ！
旅行者へのPRは、旅行前の計画段階で情報を届けるこ
とが重要です。「るるぶ」購入者の9割は具体的に旅行
に行く計画がある人です。「るるぶ」読者にPRすることに
よって効果的に効率よく訴求できます。
国内外あわせて

ＮＯ．１の
認知度

地図
8%

付録
5%

欲しい情報
が掲載され
ている
22%

豊富なラインナップ

250点以上

るるぶだから
18%

検索性
10%

「見る」「食べる」「遊ぶ」の語尾3文字に由来する「るるぶ」は、
抜群の知名度を誇る旅行ガイドブックの決定版です。新鮮な情報で楽し
い旅をサポートします。

旅行書ブランド

価格
4%

写真・
デザイン
8%

掲載
スポット数
5%

信頼感
7%

旅行ガイドブックと
言えばるるぶ！
読者が「るるぶ」を購入し
た一番の理由はブランドイ
メージ。有名観光地や最新
スポットがもれなく掲載さ
れている安心感も支持され
ています。
るるぶ読者アンケート2012-2013より

未定, 2%
ひとり,
9%
友人・
グループ,
14%

ギネス認定
発行点数世界最多

部数以上の観光客を
動かします

家族(親
と）
10%

夫婦・
恋人,
38%

旅行ガイドシリーズ

読者の旅行形態

家族
（子ども
と）,
27%

2010年12月16日認定

ブランド・ユニオン・ジャパン調べ

本誌を選んだ理由

家族、カップル、友人グ
ループなど様々な旅行形態
で利用されています。1冊
の「るるぶ」を複数人が利
用することで、より多くの
人数に情報が届きます。
るるぶ読者アンケート2012-2013より

旅行者の情報収集源は？
ブログや口コミサイト
観光協会・自治体ＨＰ
家族や知人に訪ねる
宿泊施設ＨＰ
ネットの検索サイト
旅行パンフレット

16.5
18.3
29.8
34
53.4
56.7

ガイドブック

資料：（財）日本交通公社「旅行者動向2010」 ※複数回答可

60.2

旅行中
1%

インターネットが普及して久しい昨
今でも旅行者にとっての情報収集
源の主流がガイドブックであること
は変わりありません。むしろ５年前
の調査時よりもガイドブックに頼る
人々の比率は上がっています。
個人手配旅行の増加傾向により、
旅行者が積極的に情報収集を行う
ようになりその手段としてガイドブッ
クの需要が高まっていることが読み
解けます。

購入のタイミング
旅行直前
11%

旅行先検討
時
20%

訪問確実、情報収集
意識の高い読者層です
旅行先の検討時と決定時に
「るるぶ」を購入する方の
合計が9割。事前にガイド
ブックをしっかり読み、購
入者の多くが実際にエリア
を訪問しています。

旅行先
決定時
68%

るるぶ読者アンケート2012-2013より

男女

『横浜中華街 みなとみらい』の読者とは？

購入者の7割が女性！

男性
28%

横浜への訪問が「初めて」と
答えた方が32％で「3回以上」
と同数。「日常的に行く」も
20％。初心者だけでなく近郊
の方にも支持されています。

豊富なラインナップの中からこの媒体を手に取る読者は…

” タウン観光やグルメを目的に、おでかけを楽しむカッ
プル・ファミリー“です。

女性
72%

行き先を決めた後、具体的なプランを練るために活用されています。

販売データ・読者アンケートより読み解く

13-18才
3%

年代

50才以上
17%

「タウン観光」「グルメ」が目的と答えた読者が約8割！
「おいしいものを食べたい」 「家族と過ごしたい」 「話題の場
所に行きたい」が上位に。多彩な魅力の横浜をまるごと楽し
みたい！という消費意欲の高い層だとみることができます。

カップル・子連れファ
ミリーに人気！

19-29才
28%

同行者は「夫婦・恋人」が
44％、「家族（子供と）」が
36％と上位に。現地での移動
手段は公共交通機関や徒歩が
中心です。

30-49才
52%

読者のほとんどは「横浜中華街」を訪れる！
訪問先は1位：横浜中華街91％ 2位：みなとみらい78％、3
位山下公園52％の順。中華街周辺とショッピングスポットな
どを組み合わせるなど、目的によって賢く計画しています。

九州
4%

中国・四国
5%

北海道
4%
東北
10%

近畿
8%

北関東
9%

５月： るるぶ東京横浜東京スカイツリー中華街
９月： るるぶ横浜鎌倉中華街
９月： るるぶ箱根熱海湯河原
１０月：詳細地図で歩きたい町 横浜
２月： るるぶ鎌倉
２月： るるぶ箱根
・・・ほか、ＪＴＢムックも続々刊行中

東海
19%
首都圏
31%

甲信越・
北陸
10%

地域別
首都圏を中心に
売れています
日帰りが36％、1泊2日が
32％と短期滞在が中心。横
浜までの移動は電車52％車
36％、新幹線20％となって
います。

定番情報から旬の情報まで

るるぶ横浜 中華街 みなとみらい’15～’16（仮）
広告料金
広告料金

仕様（予定）
型 ：AB判
タテ２５７mm×ヨコ２１０mm／中綴じ
：２０１５年１月
発
行
月
ペ ー ジ
数 ：本文152P+別冊①32P+別冊②16P
予
価 ：８００円（本体価格）＋税
初回流通予定部数 ：１１万７千部
判

サイズmm（天地×左右）

料 金

表4

204×200（天×右タチ）

870,000円

表2

257×210（タチキリ）

770,000円

表3

257×210（タチキリ）

630,000円

目次対向

257×210（タチキリ）

630,000円

4色1 頁

257×210（タチキリ）注1

590,000円

４色タテ 1/3頁

235× 60（枠付）

270,000円

●みなとみらいエンタメ特集ほか

別冊①表4

257×190（タチキリ）注2

【別冊付録】

■宿泊＆おでかけカタログ

掲載エリア（予定）

広告スペース

■純広告

横浜中華街、みなとみらい、山手・元町、山下公園、関内・馬車道、日
本大通り、横浜駅周辺、周辺おでかけスポット等を掲載致します。

特集内容（予定）
●横浜最新NEWS！
●横浜グルメ大特集

630,000円

※1/1頁は宿泊カタログ
のみです。

①横浜中華街 BOOK （32P） ②横浜タウンMAP （16P）

外部環境・イベント
■２０１４年
３月： 超小型自動車「チョイモビヨコハマ」計70台に増車
８月１日～１１月３日： 「ヨコハマトリエンナーレ2014」開催予定
夏： 桜木町駅に新駅ビル「CIAL桜木町」オープン予定
■２０１５年
３月： 東北縦貫線「東京上野ライン」開通予定
３月： 横浜マラソン大会開催
年内： 「みなとみらい21新港地区4街区開発事業」オープン予定
’15年８月～’16年６月：「みなとみらい21中央地区59街区開発事業」
オープン予定
■２０２０年
横浜駅西口駅ビル開業予定

１／１頁

236×183（枠付）

590,000円

１／２頁

115×183（枠付）

300,000円

１／４頁

115×89（枠付）

160,000円

１／８頁

55×89（枠付）

95,000円

※上記広告料金には消費税は含まず、別途申し受けます。
※広告お申込み後のキャンセルは、クライアント様の営業停止などやむを得ない場合を除
き、お受けいたしかねます。万一お申し込みの広告が取り止めになった場合はキャンセル
料として広告料金全額を申し受けます。（代替クライアントの原稿をご用意ください）。
※1／3広告には、本数、掲載頁に制限がございますので予めご了承ください。
※特殊面（表4・2・3、目次対向）以外の広告スペースの掲載位置は、ご要望に沿えない場
合もございます。※原稿はデータで必ず出力見本、出力指示書を添付して入稿してください。
注１ 表2対向の広告原稿にはノド側に15ミリの白地のりしろをご用意ください。
注2 別冊①の広告原稿にはノド側に10ミリの白地のりしろをご用意ください。

申し込み締切： ２０１４年９月２６日（金）
原稿入稿締切： ２０１４年１１月１４日（金）
最終スケジュールは発売日の決定に併せまして11月中旬にご案
内致します。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

宿泊＆おでかけカタログ
弊社独自のカタログ企画。既定のフォーマットを使用し、
統一したデザインで紹介する記事風広告です。
オンラインにて原稿を作成いただきます。
宿泊
カタログ

【宿泊カタログ】
複数パターンからデザインが選べる宿泊施設様向けのカタログです。るるぶトラベルと契
約がある場合はQRコードを掲載することでネット予約にも対応します。

【おでかけカタログ】
「見る」「食べる」「買う」といった宿泊施設以外のクライアント様を紹介するカタログ。「るる
ぶクーポン」を設定いただいた場合には弊社WEBサイト、携帯サイトで紹介します。

補足資料

二―ズに応じた多彩な広告表現
クライアント様の要望に合わせて、地域・企業の新しい取り組みや
知られざる魅力を伝える企画誌面を制作します。

タイアップ広告

※広告料金のほかに、1ページにつき制作費20万円（税別）が必要となります。また遠方への取材やモ
デルの使用など特別なご要望がある場合は、別途料金を申し受けます。

点在する観光資源をつなぎモデルコースを作成

複数クライアントの協業やワンソースマルチユース
による、るるぶ以外での展開も

※るるぶ箱根’12～’13より

展開例：るるぶ情報版で掲載した
タイアップ広告を流用。特別パンフレットとして納品
※るるぶ東京ベスト’13より

【東武プロパティーズ様】

人気の観光スポットを巡るルートを紹介することで、レンタ
サイクルの利便性を深く訴求。

その他タイアップ事例

自治体様のブランド認知促進、飲食店・観光施設への誘客など、様々なジャンルに対応しニー
ズに合ったページを制作します。

自治体

飲食店

※るるぶ九州’12～’13より

Book in Book

【ポーラ美術館様＆彫刻の森美術館様】
２施設合同企画。各々の特長が際立つ構成をとる。パン
フレット化で取材内容を再利用し、より広い範囲で活用。

※るるぶ京都のきほん’13より

※料金は担当営業までご相談ください

交通

観光施設

※るるぶ東京’13より

協賛本

※るるぶ東京観光より

※料金は担当営業までご相談ください

本誌のなかに、サイズの異なる独立
した形の冊子を貼り込む企画。クライ
アント様が訴求したい、観光資源や
名産品などを情報量豊富に紹介
することが可能です。

※るるぶ山陰’12より

展開例
１．るるぶ山陰本誌に１６ページ貼り込み
２．パンフレットとして納品

自治体様

Book in Book形式で、る
るぶ本誌に貼り込むこと
で該当エリアに行く確率
の高い人に効果的に訴
求し、かつ抜刷パンフ
レットを配布することで
事前にガイドブックを購
入せず現地で情報収集
する旅行者の満足度を
高めることができます。

自治体様の持つ魅力を、るるぶならでは
の切り口でまるごと一冊作成する協賛本も
制作可能です。観光地としての認知促進だけ
でなく地元住民への情報発信にもなります。

その他事例
ロケみつ、板東リサーチ、テルマエロマエなど
テレビ番組や映画とのコラボレーションなど、協
賛の形態は自治体以外でも実績があります。

