
国内情報事業部

情報版 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。

２０２０年 １月発行

横浜中華街みなとみらい’21（仮）

横浜中華街みなとみらい’21 超ちいサイズ（仮）

(
前回版表紙

) 

小型版の
超ちいサイズ
も同月発行！

PJ北山
テキストボックス
 お得な割引やサービス（取材 ] 　記事など）があります。 　　セットだとよりお得！ 　 お気軽にお問い下さい。

PJ北山
テキストボックス
　　　　　　広告のお問合せ　(株)京映プランジュ 045(548)9617　　　　　　　　　　　　　担当：北山 090-2470-0592 

PJ北山
テキストボックス
 「るるぶ」と「まっぷる」「ぴあ」 「ウォーカー」「テレビ神奈川」 「神奈川新聞」「各フリーペーパー」  等とのセットだとよりお得です！ 　お気軽にお問合せ下さい。
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旅行者の情報収集源は？

「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。

ＮＯ．１旅行ガイドブック
とは？

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。

本誌を選んだ理由

旅行ガイドブックと
言えばるるぶ！

読者の旅行形態

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。

部数以上の観光客を
動かします

購入のタイミング

訪問確実、情報収集
意識の高い読者層です

年代別シェア

地域別シェア

男女比

資料：（財）日本交通公社「旅行年報2017」 ※複数回答可

インターネットが普及して久しい昨今です
が、旅行ガイドブック・旅行雑誌などの紙
媒体が依然として高い利用率を示し、特に
女性の比率が高いことがわかります。

トリップアドバイザー
「トラベラーズチョイス～旅行者の
お気に入り～2017」国内旅行編

旅行者のお気に入り
ガイドブック部門１位

ギネス認定
発行点数世界最多
旅行ガイドシリーズ

2010年12月16日認定

豊富なラインナップ
国内外あわせて
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るるぶ読者アンケート情報版より

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
れている情報量も支持され
ています。
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るるぶ読者アンケート情報版より

旅行先

検討時
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決定時

70%

旅行直前

6%
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るるぶ読者アンケート情報版より

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。

『横浜中華街みなとみらい』の読者とは？
豊富なラインナップの中からこの媒体を手に取る読者像は…

日帰りまたは1泊2日でグルメやタウン観光を
メインに旅行を計画している女性です！

人気の訪問先、ダントツ1位は「横浜中華街」！
1位「横浜中華街」84％、2位「みなとみらい」70％、3位「山下公
園」31％、4位「元町・山手」21％の順。横浜観光中心地の人気
スポットを中心に訪れています。

旅行の主目的は「グルメ」「エキゾチックな横浜タウン
観光」に「ショッピング」も！
「おいしいものを食べたい」80％ 「話題の場所に行きたい」45％
「そこでしか体験できないことをしたい」31％・・・など。
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訪問が「3回目以上」70％、
「初めて」12％で、リピー
ター率が非常に高く、最新ス
ポットを常にキャッチしたい
層に活用されています。

購入者の約7割が
女性！

幅広い世代から人気

首都圏・東海エリアで
売れています

横浜までの交通手段は「電
車」42％ 「車」24％ 「新
幹線」13％、「飛行機」12%
となっています。宿泊日数
は「日帰り」47％「1泊2
日」28％「2泊3日」16％の
順となっています。

幅広い世代の方に広く支持
されており、特に30-40台
が約半数を占めます。同行
者は1位「夫婦・恋人」
34％、2位「家族」（親
子）24％、3位「友人」
19 ％ 、4位「ひとり」
12％の順でした。

２月：るるぶ鎌倉

３月：るるぶ東京

６月：るるぶ東京観光＆ちいサイズ

９月：るるぶ横浜鎌倉中華街

るるぶ東京でしたいこと101

＆ちいサイズ

・・・ほか、ＪＴＢのMOOKも続々刊行中

販売データ・読者アンケートより読み解く

だからるるぶ



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

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。

■純広告

広告料金

広告スペース サイズmm（天地×左右） 料 金

表4 200×200（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

4色1 頁 257×210（タチキリ）注 590,000円

4色タテ 1/3頁 235× 60（枠付） 270,000円

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

横浜中華街、みなとみらい、山下公園・馬車道、山手・元町、

横浜駅周辺、八景島などの周辺おでかけスポット

・・・等を掲載致します。

外部環境・イベント
２０１９年
３月：横浜駅直結の複合型体験エンタメ施設「アソビル」がオープン
４月：資生堂の新研究所「S/PARK」がオープン
４月：KEIKYU OPEN TOP BUS 横浜が運行開始
４月：横浜ベイブリッジの歩行者専用道路が特定日のみ復活
７月：横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール移転オープン
９～１０月：京急電鉄本社移転、京急ミュージアム併設
１０月：新港ふ頭に客船ターミナル施設「横浜ハンマーヘッド」開業
１１月：相鉄線とJR線が相互直通運転を開始
２０２０年
１月：コーエーテクモゲームス新本社を含む複合施設オープン
春：ぴあアリーナMMが、みなとみらいにオープン
６月：ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜がオープン
７～８月：東京オリンピックで、横浜スタジアムが野球・ソフトボール、
横浜国際総合競技場がサッカーの試合会場に

るるぶ横浜中華街みなとみらい’21（仮）
るるぶ横浜中華街みなとみらい ’21（仮）超ちい サイズ

・特集：①新スポットが続々オープン！みなとみらい大解剖

②港町フォトジェニックさんぽ

③愛されカフェ＆スイーツ

（フォトジェニックスイーツ、シービュー＆洋館カフェ）

④夜景レストラン

・別冊①横浜中華街BOOK

・別冊②横浜おさんぽ地図BOOK

：AB判 タテ２５７mm×ヨコ２１０mm／中綴じ
(超ちいサイズはA6変形判タテ180mm×
ヨコ147ｍｍ／無線綴じ)
：２０２０年１月上旬
：本文１１２P+別冊①３８P+別冊②１６P
：９８０円（本体価格）＋税
：１０万８千部

■宿泊＆おでかけカタログ
※1/1頁は宿泊カタログ
のみです。

※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。

仕様（予定）

判 型

発 行 月
ペ ー ジ 数
予 価
初回流通予定部数

掲載エリア（予定）

特集内容（予定）

スケジュール
申し込み締切：２０１９年９月２５日（水）
原稿入稿締切：２０１９年１０月１８日（月）

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。

制作の際、小口側の切れてはいけない文字や画像は、内トンボ
より10ミリ内側へおさめてください。
注） 表2対向の広告原稿にはノド側に30ミリの白地のりしろを
ご用意ください。

■宿泊＆おでかけカタログ スケジュール
申込締切：2019年9月25日（水）
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