
世界11ヵ国で展開するインバウンドメディアWAttentionシリーズ

都内を中心に配布される、着地型フリーマガジン

WAttention Tokyo
【Vol.27 (3月～5月) のご案内】



特集概要①

特集① ”どこのガイドブックも書かなかった新宿ガイド“

ナイトエンターテイメントやショッピングの街としてのイメージが強い新宿。ありきたりのガイ

ドブックのような「スポット紹介」ではなく、知的好奇心の強い外国人観光客の方の興味を刺激

する、知っていると、もっと新宿に興味が沸くような「新宿」を紹介します。

新宿文化の正体に迫る
昔は「内藤新宿」といわれた町はずれの田舎町が、なぜ世界
的な歓楽街を擁するまでになったのか。「新宿」の今昔を、
今では日本を代表するナショナルブランドとなっている新宿
の老舗店へのインタビューを交えながら紹介。

買うべき「新宿」
観光客が集まるのに、観光地ではない新宿。旅行者が買いた
い「Only 新宿」はどこにあるのか。世界中のモノが集まる
新宿で、旅行者が本当に買うべきものは何なのか、総力取材

ターミナルとしての「新宿」
外国人に人気の観光地である箱根方面や高尾山方面へのゲー
トシティでもあり、日本全国への長距離バスの拠点でもある
新宿。「ターミナル駅として利用する旅行者」の目線に立っ
た情報を提供

対象となるクライアント様
・新宿で老舗と言われる商業施設、

ホテル、飲食店など
・新宿で訪日外国人も対象として事

業展開している百貨店、小売店、
飲食店、宿泊施設、サービス提供
会社など

・新宿を起点とした観光地の事業者
様など



特集概要②

特集② “日本の入浴文化特集”

江戸開府後間もなく江戸に登場した銭湯は、今もなおTokyoiteの憩いの場。現代では昔ながらの

銭湯をはじめ、スーパー銭湯、ギャラリーに生まれ変わった銭湯など、さまざまな形で入浴文化

が受け継がれ、その一方で進化を遂げてもいます。銭湯に見る入浴文化は、すなわち東京の文

化。そこで、東京を訪れた外国人がもっとも手軽に入浴文化に触れることのできる「銭湯」を中

心に、入浴文化を多角的に紹介。Tokyoiteの本質に迫ります。

江戸の入浴史
適宜小見出しを入れながら江戸の入浴の歴史をひもときます。
・湯に浸かる銭湯への変遷と銭湯の構造
・社交場としての二階
・浮世絵や歌舞伎に見る銭湯、銭湯と富士山の関係 など

銭湯の魅力
「銭湯の今」と「現代のTokyoiteの入浴文化」について語る。
・銭湯に惹かれたきっかけ
・小さな美術館としての銭湯
・コミュニケーションの場としての銭湯 など

進化した銭湯
スパやスーパー銭湯など、バラエティ豊かにサービスを提供

する「進化系」銭湯を紹介します。

・スパ、温泉、スーパー銭湯 など

対象となるクライアント様

首都圏の銭湯、スーパー銭湯、スパ、温
泉施設の他、お風呂に特徴がある宿泊施
設や、入浴グッズ販売店、メーカーなど。

東京から気軽に足を運べる関東地区の温
泉、スーパー銭湯など。



広告料金

広告のご掲載料金とサイズ

フルページ

1/2ページ

※取材費別途 ※税別

1/4
ページ

サイズ

1ページ

1/2ページ

1/4ページ

掲載費

55万円

28万円

14万円

制作費

10万円

5万円

5万円

申し込み締切

素材締切

校了

1月31日

2月9日

2月26日

※締め切りに間に合わない場合には、担当までご相談下さい

※取材/撮影費別途

※入稿規定：1ページの場合（W210 x H297mm）塗り足し・左右天地各３mm

データタイプ：インデザインから書き出した印刷用解像度のPDF、もしくはアウトラインをかけた状態のaiデータ（ＣＭＹＫ）、画像リ

ンクフォルダーを付けて下さい。Trim Mark：内＋外トンボを付けたデータにて入稿



WAttention Tokyoとは

外国人観光客と、東京在住の外国人にリーチするフリーマガジン

2016年、訪日旅行客数は約2,400万
人を数え、そのうち、半数を超える
1,300万人が東京都を訪問

約223万人の外国人が日本に居住し、
いわゆる首都圏といわれる1都3県
（東京/千葉/埼玉/神奈川）には、約
90万人の外国人が居住

この巨大市場に向けて東京とその近
郊の観光情報や文化などの魅力を紹
介するフリーマガジンが
WAttention TOKYOです。

訪日外国人客数
■全国：2,400万人
■東京：1,300万人

訪日外国人客の約56％が
東京を訪れている

在住外国人数
■全国：223万人
■首都圏：90万人

日本在住外国人の
約40％が首都圏に
住んでいる

発行部数 80,000部

版型/ページ数 A4/32ページ

発行頻度 季刊（3/6/9/12月）

発行日 毎月 15 日

配布先 都内中心に約350か所

言語 英語

特徴 日本の「文化」や「観光情
報」を深堀りした質の高いコ
ンテンツ



WAttention Tokyoの読者層

中華圏、アセアン圏に強く、訪日リピーター層からの支持が強い

▶ WAttentionフリーマガジン

中華圏とアセアン圏=70%
欧米＝30％

初訪日＝40％
リピーター＝60％

台湾／香港

アセアン

欧米

初訪日

リピーター
2回以上

▶ WAttentionウェブ

男女比＝40：60

18～24歳＝20％
25～34歳＝45％
35～45歳＝20％
45歳以上 ＝15％

18～24

男性

女性

25～34

35～44

55～

WEBは65％が35歳以下で比較的読者層は若い

地域別 訪日回数

男女比 年齢構成



WAttention Tokyo配布先

成田空港／羽田空港 ホテル／旅館 観光案内所約

外国人向けスーパー

都内350ヵ所、届けたい人に届ける、「ばらまき」ではなく「お届け」

大学／専門学校 在京各国大使館

空港やツーリズムインフォメーションセンター、ホテル、在京大使館など都内を中心におよそ

350ヵ所で配布。定期的に弊社スタッフが配布ヵ所に自ら足を運び、配布先の担当者とコミュニ

ケーションを取りながら、質の高い配布を心がけています。また、海外商工会議所やアメリカン

クラブ、米軍基地施設内の他、各国で開催される旅行フェアの日本パビリオンでも配布。



情報拡散イメージ
WAttention Tokyoは、フリーマガジンの配布による拡散だけではなく、WAttentionのウェブや

SNSにも掲載、また、読者が発信する口コミなどを媒介して人から人へ世界中に拡散されます。

また、特集内容はWAttention各国版にも流用（※）され、世界各国で開催される旅行博や現地で

の直接配布により、世界各国へも拡散いたします。 ※詳細はお問い合わせください

WAttention Tokyo版
の特集に情報を掲載

日本国内
350ヵ所
で配布

各国版に特集を転載し、
各国の旅行フェアや
現地のお店などで配布

日本在住の外国人や日本を
旅行中の外国人が手に入れ、
SNSなどで友人や家族に拡散

各国現地の方にも
情報を拡散できる

WAttentionWebに
オンライン版を掲載、
SNSなどを活用して
世界に拡散

世界中の人がネットに
つなぎさえすれば
オンライン版を閲覧できる

※ウェブサイトへの掲載や各国版への転載に関しましては、ご掲載の状況
により、ご対応できなかったり、別途ご相談となる場合がございますので、
詳細は弊社担当者にご確認ください



WAttentionとは？

海外現地型・着地型を持つ日本で唯一のメディア

世界11ヵ国・地域にて、日本の魅力を発信するWAttentionマガジン
を発行。年間200万部、独自に開拓した3,100の配布ポイントを誇る

▶海外現地型：海外の各国にて企画・印刷・配布
旅行計画段階の旅行者及び世界の日本ファンがターゲット

▶着地型：日本国内にて配布
訪日外国人旅行者及び日本在住外国人がターゲット

和テンションの海外ネットワーク

各国の直営会社・パートナー会社が現地メディア
としてWAttention誌を企画・発行するだけでなく、
海外現地から海外プロモーションを強力にサポート

インバウンド / アウトバウンドを多角的にサポート

▶外国人を惹きつける強み・魅力の発掘
▶インバウンド施策のプロデュース・アドバイス
▶外国人に響くPRツール制作
▶WAttention Plaza（シンガポール常設催事場）運営

マガジン事業

プロモーション事業

・海外イベント / 海外旅行博
・ストリートプロモーション
・マーケティング

訪日外国人向け
フリーマガジン

WAttention

オンライン事業

・WAttention Web
・WAttention SNS
・ECプラットフォーム

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaj9DTnoPNAhWiLaYKHR-EDmMQjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=ja&psig=AFQjCNEU20wiKyuBqrtc9G6xqWtiPMSy0w&ust=1464747186542991


WAttention各国展開状況

Paris, France

Mexico
Singapore

Indonesia

HongKong

Taiwan

L.A., USA

Tokyo, Japan

Malaysia

Thailand

2013.07 創刊
季刊 3万部
200ヵ所

2015.11 創刊
季刊 2万部
120ヵ所

2010.03 創刊
隔月 4万部

750ヵ所

2014.08 創刊
季刊 1万部
50ヵ所

2014.06 創刊
季刊 4万部
300ヵ所

2012.10 創刊
季刊 8万部
300ヵ所

2012.03 創刊
季刊 3万部
300ヵ所2011.05 創刊

季刊 8万部
350ヵ所

2011.03 創刊
季刊 3万部

300ヵ所

2013.02 創刊
季刊 10万部
300ヵ所

2017.05 創刊
季刊 3万部
100ヵ所

Australia

世界11の国と地域で、年間延べ200万部発行されているフリーマガジン

各国で発行ライセンスを正式に取得し、各国語に翻訳して現地の高所得者層や、何度も日本に
旅行に来ているリピーター層をターゲットとして配布
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WAttentionWEB/SNSメディア

WAttentionWEB

言語：英語、中国語（繁体字）、タイ語
PV数：5万/月
URL：www.wattention.com
■ WEBマガジン（観光、エリア情報、文化）
■ WEBアンケート調査
■ 動画

WAttention Facebook Instagram Twitter Pinterest

展開言語：英語 19万LIKE

■シンガポール版 英語 1万LIKE
■台湾版 繁体字 2.9万LIKE
■タイ版 タイ語 1.3万LIKE

誌面と連動してウェブにも掲載、Facebookで世界に向けて拡散

フリーマガジンに掲載した特集をウェブサイトでも掲載。誌面では紹介しきれなかった情報や、
動画なども掲載。掲載した情報はFacebookを利用して世界中に拡散

WEB TOPページ 記事ページイメージ



和テンション株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２－３－８ 倉島渋谷ビル４０１

03-6418-5701 Fax: 03-6418-5704

sales@wattention.com
会社案内: company.wattention.com wattentionbiz

多言語WEBメディア：www.wattention.com

オンラインマガジン：issuu.com/wattention

※紙メディア過去発行号をご覧いただけます


