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『WAttention Tokyo Plus』 Media Profile
世界各国で展開する、訪日促進のためのインバウンドメディア

WAttention
Tokyo Plus 創刊！

2012.10.25（木）台湾上陸！

日本を紹介する英字無料情報誌WAttention

【媒体資料】

JNTOの統計によると、訪日外国人900万人のうち、台湾人は200万人にも上ります。
また、2011年3月の東日本大震災において、人口2400万人の台湾から200億円以上の義捐金が送
られたことからもわかるように、台湾は親日国として特別な存在と言えます。
WAttentionは、そんな台湾のみなさまに、もっと日本を理解して欲しい、好きになって欲しい、
そして、私たち日本人が台湾に心から感謝していること、最も身近な隣人であり、友人でありたいと
いう気持ちを伝えたい。
WAttentionが日本と台湾の絆の架け橋になることができれば…
そんな想いを込めて、2012年10月25日、「WAttention」台湾版を創刊します。

ステレオタイプの日本ではなく、より深い日本を知ってほしい。そして、日本にもっと興味を
抱き、日本を訪れる人が増えてほしい。こうした想いを込めて、『WAttent ion』は、
2010年1月にシンガポールで創刊されました。2011年2月にはマレーシア版、2011
年夏には東京版が創刊され、2012年9月にはロサンゼルス版も創刊予定。海外ネット
ワークを強みに国内外で発行する『WAttenton』は、英語圏の高所得者層をターゲッ
トに、今後も様々な切り口で世界各国に日本の魅力を伝えていきます。

WAttention沿革
●2010.01.25

●2011.02.25

●2011.08.25

●2012.09.25

シンガポール版創刊（季刊誌）

マレーシア版創刊（季刊誌）

東京版創刊（季刊誌）

ロサンゼルス版創刊（季刊誌）

ついに



WAttention Tokyo Plusは、現地に根付き、ターゲットに
確実にリーチできる配布を行うと同時に、
連動したウェブサイトやフェイスブックなどを通じて、
“仕掛け”を行うことのできる最も最適なメディアです。

WAttention Tokyo  Plus

なぜTokyo Plusなのか？
台湾に関わらず、訪日外国人の50％以上が、東京を訪れます。
東京は、ファッション、美容、食、アートなど日本文化のすべてにおいての
発信拠点であり、日本に来る多くの外国人にとってブランドとなっている
ことは言うまでもありません。
東京の最新情報を中心に、地方都市の魅力を伝えることで、今まで東京
にしか興味を持たなかった人たちに向けて、地方の魅力を知ってもらえる
きっかけをつくることが可能です。
東京を軸にした基本的な編集構造にしていくことで、多くの台湾人に日
本をより深く伝えていきます。

媒体名 / Name
発行場所 / Issue place 
発行部数 / Circulation
判型 / Size
頁数 / Pages
発行頻度 / Frequency
配布先 / Distribution

読者層 / Target Readers
発行日 / Date of Issue
言語 / Language

Wattention Tokyo Plus
台北市内、東京都内一部エリア（台湾人コミュニティー）
80,000部/pcs
A4
32
季刊/Quarterly
飲食店、カフェ、スーパーマーケット、旅行代理店、大学などの教育機関、図書館、書店、サロン、ホテル、
ショッピングモール、日本文化に関係するエキスポ、カントリークラブ、日系イベント、フェスティバル等を予定
日本に興味を持っている台湾人
1、4、7、1 0月の25日
中国語（繁体字）/Chinese(Traditional Chinese character)

媒体概要
WAttentionとは、WA=和（日本）にATTENTION（注目）してほしい、と
いう願いを込めた造語です。また、「和をもって尊しとなす」の意味合いか
ら、日本と海外の架け橋となり、相互理解が深まるような媒体を目指して
おります。
もともと親日国である台湾人がメインの読者層ですので、台湾圏内へ進
出している日本の企業さま、これから進出を予定している日本企業さまの
サービスや商品を宣伝することができます。

訪日台湾人の傾向について
観光庁による最新の訪日外国人の動向調査（2012年1月～3月分）で
は、これまで団体ツアー主流であった台湾市場が、個人旅行比率約6割
へと大きく変化していますが、これは個人のニーズの多様化が大きな原
因です。多様な魅力を求める個人旅行者の増加傾向は、多種多様な観光
魅力の需要が高まっていくことを意味しています。
“ドラマやアニメで見た建物や景色を実際に見てみたい”、
“雑誌で紹介されていたB級グルメを食べてみたい”、
“ツアーでは行けない日本のローカル線を楽しんでみたい”など、
リピーター率の高い台湾市場では、今後ますます多種多様な観光素材・
観光魅力の提供・提案をし、個人旅行者で“仕掛け”ていく取り組みが必
要になります。

媒体データ



想定読者プロフィール 読者対象は、富裕層の台湾人

日本での滞在日数 ※1 日本への来訪回数 ※1

訪日台湾人1人当たり旅行支出 ※1 費目別購入率および購入者単価 ※1

※1：訪日外国人の消費動向  平成24年4-6月期  報告書  観光庁（平成24年7月）より
※2：JNTO訪日外客訪問地調査2010  JNTO（平成23年1月）より

主な来訪目的 ※1同行者 ※1 都道府県別訪問率（複数回答） ※1

10回以上
24.1％

その他
12.5％

5位 千葉県
10.5%

観光客が訪日前に期待したこと（複数回答） ※2

自然、四季、田園風景
食事

ショッピング
温泉

歴史的・伝統的な景観、旧跡

3日間以内  6.0％

4～6日間
74.1％

7～13日間
14.8％

14～20日間  1.8％
21日以上1年未満  3.3％

その他  6.7％

1回目
21.8％

2回目
15.7％

3回目
11.9％

4～9回
26.5％

自分ひとり
18.1％

夫婦・パートナー
15.5％

家族・親族
22.3％

職場の同僚
18.6％

友人
18.9％

観光・レジャー
70.0％

業務
17.5％ 1位 東京都

44.0%

2位 大阪府
18.5%

3位 北海道
11.0%

4位 愛知県
10.6%

パッケージツアー・往復運賃支出（旅行前支出額） 65,606円/人

日本国内における旅行支出（旅行中支出額）

総支出額

83,774円/人

149,380円/人

平均泊数 1泊当り旅行中支出額 1泊当り総支出額

6.8泊 12,329円/人泊 21,985円/人泊

品目 購入率 単価

菓子類
その他食料品・飲料・酒・たばこ
カメラ・ビデオカメラ・時計
電気製品
化粧品・医薬品・トイレタリー
和服（着物）・民芸品
服（和服以外）・かばん・靴
マンガ・DVD・アニメ関連商品

73.8％
51.7％
2.9％
6.6％
62.8％
11.6％
38.4％
9.4％

8,948円
8,455円
26,725円
18,009円
16,078円
14,413円
42,376円
17,755円
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64.4
62.3
56.7
49.4
47.6



誌面を活用した広告展開

その他、貴社用にカスタマイズした広告プランをご提案いたします。

台湾の文化、言語にも精通したスタッフが、原稿制作からサポートいたします。

純広
在版原稿の翻訳などお手伝いいたします。

掲載実績のあるクライアントさま

右ページに製品の広告、左ページに担当者の
インタビューと製品の説明を掲載した事例

メニューやPOP開発などの
プロモーションもお手伝いします。

誌面と連動したプロモーションを
プランニングいたします。

台湾への進出、商品の販売、ネットワーク作りの
お手伝いなどなど、貴社のビジネス開発を

WAttentionのネットワークが強力にサポートいたします。

新商品発表会に合わせて
インタビュー記事を掲載した事例

フードライターが実際にお店に出向いて
取材した記事を紹介した事例

編集タイアップ広告
編集紙面と連動した読み物として広告効果をアップさせます。

記事広告
媒体のテイストにマッチした原稿制作をお手伝いいたします。

誌面と連動したビジネスプロデュース WAttentionはインバウンド市場の牽引者です。
貴社や貴店舗のビジネス開発もお手伝いいたします。

対象：飲食店、小売店、サロン、習い事

旅行代理店：JTB様

航空会社：シンガポール航空様

鉄道：JR東日本様

飲食店：和民様

自治体：青森県様

食品メーカー：ミツカン様

お店の名前

お店の紹介

お店の情報
メニュー例
プロモーション

写真



表2
表3
表4
中面
中面1/2
中面1/4

4c1p
4c1p
4c1p
4c1p
4c1p
4c1p

350,000
400,000
450,000
300,000
150,000
80,000

本誌料金一覧 WAttention本誌価格表。複数回以上契約による最大20％までの割引きサービス有り。

サンプル

WEB サイトバナー広告

掲載面 スペース 料金（円）

トップスクエア
トップ右バナー
ローカルインフォメーション
展示会情報
宿泊情報

学校情報

￥100,000/2週間  ￥200,000/月
￥50,000/月
Sサイズ  ￥30,000/月～
￥50,000/月
￥60,000/3ヶ月
￥200,000/1年
￥60,000/3ヶ月
￥200,000/1年

バナー・リンク先ページ製作費別
バナー製作費別、3件限定
情報ページ（100W＋写真1点）付
リンク先ページ製作費別
情報ページ付、各エリア3件限定
取材が必要な場合は取材費別途
留学生ターゲット、情報ページ付
取材が必要な場合は取材費別途

ン

No 商品 料金 備考

※記事広告につきましては、広告掲載料に取材費、原稿料、撮影料などの実費が制作費として加算されます。
※広告料金は消費税が別途かかります。

※宿泊情報、学校情報についての詳細はお問い合わせください。

１

２３

＜広告のお問い合わせ先＞

和テンション株式会社
東京都渋谷区渋谷２－３－８倉島渋谷ビル４０１号
TEL (03) 6418-5701 
FAX (03) 6862-6760
E-mail：info-tokyo@wattention.comwww.wattention.com




