
アジア最大級の旅行博「台北国際旅展」は今年から会場を「南港展覧館」に変更。
規模を拡大して話題性も更に高まった「台北国際旅展」で
現地メディア「WAttention」と一緒にＰＲしませんか？



台北国際旅行博（ITF）とは？

台北国際旅展（ITF）
期間：2018年11月23日（金）～26日（月）
会場：台北 台北南港展覧館
日本窓口：公益社団法人 日本観光振興協会

台北国際旅行博
でマッチング

地方自治体や観光団体等

ホテルや旅行代理店等
一般消費者

ホテルや旅行代理店等

出展者の目的 来場者の目的
• 最新の観光情報収集
• お得な観光ツアー、航空券、
宿泊券等の商品購入

• プチ観光が体験できるイベ
ントとして楽しみたい！

• 観光情報発信
• 現地ニーズの情報収集
• 訪日旅行商品の販売
• 認知度の向上
• リサーチ、アンケート実施
• 会員獲得

会場がこれまで開催していた
世界貿易センターから

南港展覧館へ変更となり、規模も拡大

来場者数36万人。アジア最大規模の旅行博で、
訪日リピーター層の台湾人に魅力をアピール！



WAttentionブースとの共同出展／ブース運営受託

こんな悩みを
抱えていませ
んか？

海外旅行博の
プロにお任せ
ください！

昨年まで出展してきたけど、出展費、渡航費など諸経費も
かかることだし、

今年はどこかに任せたい

台湾だけではなく香港、シンガポール、タイなど、長年に渡
り海外旅行博での自社ブース運営から、日本の自治体や企業
の出展サポートなど、

WAttentionブースで、旅行博での実績が豊
富なスタッフがブース運営

準備段階からアフターフォローまで、スムーズな運営はもち
ろん、経験豊富な現地のスタッフによるサポートで、言葉や
文化の壁を越えた、

現地に人に刺さる、効果的なプロモーション
の企画提案と運営が可能。

昨年までITFに出展していた企業/団体の皆様

台北国際旅展でPRはしたいが、

何から始めていいかわからない
まずはコストをかけず様子をみたい
外国人にどうPRしていいかわからない

ITFにまだ参加したことのない企業/団体の皆様



こんなお手伝いができます

※イメージ

スタッフ手配
日中バイリンガル

機材レンタル
マガジンラックなど

装飾物デザイン
ポスター、パネル、
チラシ、のぼり等

マーケティング
リサーチ

アンケートの実施
サンプリングなど

その他、ご要望がありましたら、
お気軽にご相談ください！

メディア
タイアップ
現地メディア

WAttentionとのタイ
アップ

パンフレット等
広報物の配布

台湾現地印刷
ポスター、パネル、
パンフレットなど

イベント・アトラ
クションの運営

抽選会、ゲーム/クイズ大会、
SNSプロモーションなど



台北国際旅展でのサポート実績

ブース装飾、壁面、ポス
ター等デザイン/出力など

SNSキャンペーンなどの企
画運営

バイリンガルの現地サポー
トスタッフ手配

プロモーション動画制作と
放映、モニターレンタル等

アンケートや会員登録の実
施や、SNS拡散キャンペー
ンの企画運営

パンフレットやチラシの制
作、現地印刷、配布など

ブース装飾、壁面、ポス
ター等デザイン/出力など

記念撮影＆SNS拡散キャン
ペーンの企画運営

現地スタッフの手配や、
印刷物の配布 など

クイズ大会の企画運営 な
ど

アンケートや会員登録の実
施や、SNS拡散キャンペー
ンの企画運営

スタンプラリーキャンペー
ンの企画運営

ブース装飾、壁面、ポス
ター等デザイン/出力など

SNSキャンペーンなどの企
画運営

パンフレットやチラシの制
作、現地印刷、配布など

スタンプラリーキャンペー
ンの企画運営

プロモーション動画作成と
放映、モニターレンタル等

アンケートに答えると景品
が当たるキャンペーンの企
画運営 など

山梨県北杜市様 東京モノレール様 DMCやまがた様

山梨県北杜市様のブース出展および運営に係
る業務全般を受託。

東京モノレール様のブースの運営やイベント
プロモーションの企画実施をサポート。

共同出展という形で、DMCやまがた様の代
わりに山形県のＰＲを実施。



WAttentionブースとの共同出展／ブース運営受託

印刷物の配布代行

10万円
ご担当者様の代わりに、現地でのパンフレットやチ
ラシなどの広報物の配布をWAttentionブース内で代
行いたします。

＜含まれるもの＞
・期間中の配布/配布部数管理
・配布する現地スタッフの手配
・配布状況の写真撮影
・報告書の作成

＜オプション＞
・パンフレットやチラシの制作/翻訳
▶台湾人編集スタッフが台湾人目線でコンテンツを制作

・パンフレットやチラシの現地印刷
▶現地で印刷し会場に配達することで、日本からの輸送費
を抑えることが可能

ブース共同出展（予算感）

30万円～
WAttentionのブースを活用して、広報物の配布や
SNS拡散施策、アンケートキャンペーンの実施やプ
ロモーション動画放映など可能です。
ご担当者様が訪台されなくても、日本人ディレク
ターが責任をもって対応いたします。

＜30万円の中にふくまれるもの＞
・ブース運営代行
・スタンプラリーキャンペーン（8ページ参照）
・パンフレット等広報物の配布
・現地ブース運営サポートスタッフ手配
・モニターレンタル＆ＰＲ動画放映
・SNS拡散施策、アンケートキャンペーン運営（*）
（*）内容によっては追加料金がかかります

＜オプション＞
・ブース装飾物のデザイン/現地印刷/景品手配 など
※詳細に関しましては、お問い合わせ下さい



Wattention台湾版 台北国際旅展特別号のご案内

10月25日に発行するWAttention台湾版は、旅行博会場内外
で広く配布されます。旅行博への広報物配布代行/共同出展い
ただいたクライアント様には、特別料金でご掲載をご案内い
たしますので、ぜひ、ご検討ください。

WAttention台湾版とは
日本の伝統・文化・自然・観光・グルメ情報を、台湾
の方に伝える繁体字のフリーマガジンです。個人旅行
客のリピータ割合が大変高く、日本人気が高まる台湾
で、高い支持を得ております。現在日系レストラン、
旅行代理店など、台湾内300カ所以上で配布しており、
日本に関心のある富裕層、中流層の台湾人が手に取る
機会が多い媒体です。
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22％

3万元

以下

46% 3~5万元

30%

5~10万元

23%

10万元

以上
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創刊 ：2012年

発行部数 ：80,000部

版型/頁数 ：A4/約32ページ

発行頻度 ：季刊（1/4/7/10月）

発行日 ：毎月25日

配布先 ：約300ヵ所

言語 ：繁体字

WAttention 台湾版 読者プロフィール



WAttention台湾版 台北国際旅展特別号の特徴と特別料金

台北市内（例）：
▶旅行会社
雄獅旅行社、大榮旅行社、東南旅行社（台
北、前金分公司）、大興旅行社、太平洋旅
行社、上順旅行社、名生旅行社、燦星旅遊、
JTB台湾、三賢旅行社股份有限公司、創造
旅行社、など。
▶飲食店
台灣吉野家(股)、和民Watami 日式餐廳、
博多拉麵 (微風店)、旺味麺場田所商店(台
北本店)、四季彩、吞兵衛居酒屋、など。
▶教育機関
日新外語、櫻前線日本語教育文化事業、千
代外語補習班、など。
▶商業施設
加賀屋、熱海大飯店、德立莊飯店博愛館、
淳久堂書店、紀伊國屋書店、など。
▶そのほか
日本台灣交流協會台北事務所、森林跑站、
JAL、ANA台湾オフィス、など。

台北市内を中心に300ヵ所に加え、
台北国際旅展会場にて5千部を配布

ベテラン台湾人編集長
台湾と日本両国の新聞社に勤めた経験が10年以上あり、
旅行、文化、ファッション、エンタテインメント等幅
広いジャンルで日本の魅力を台湾人に発信。その他、3
名の台湾人スタッフが制作に携わっています。

台湾トップパワーブロガーも連載
子供と一緒に日本各地を周り、ご当地のオススメグルメ・
アミューズメント施設を詳しく紹介しており、ファミリー
や若い女性層から厚い信頼を得ている日本在住の台湾人マ
マブロガーによる連載も掲載。

台湾人の編集部スタッフが、台湾人目線でコンテンツを制作

WAttention台湾版特別タイアッププラン
広報物の配布代行（10万円）または共同出展（30万円～）を
お申込みの方限定のお得なプランとなります。

追加+30万円
＜含まれるもの＞
・中面1ページ広告出稿＋制作費 ：通常35万円+10万円
・ウェブサイト（繁体字）投稿1回 ：通常15万円
・フェイスブック（繁体字）投稿1回 ：通常5万円

合計：通常65万円
※お申込み締め切り：9月1日 ※料金は2018年6月1日現在の料金です
※記事広告につきましては、広告掲載料に取材費・原稿料・撮影費などの実費が制作費として加
算されます。 ※詳細はお問い合わせ下さい



WAttention Facebook

台湾人の登録会員を対象にプッシュ型
の告知も可能！

・会員は世界中の日本ファンや、
訪日予定者からのアクセスがメイン

・繁体字ページは台湾人向けの観光情報満載

掲載媒体の概要

3万人以上の台湾人に注目されている
ファンページ

・日本に関する情報を日々発信。
・アンケートに答えると参加できるギブア
ウェイキャンペーンなども実施

単なる観光情報誌だけではなく、
ディープな情報が提供されています！

・台湾現地300カ所配布、入手しやすい！
・大手旅行代理店のほか、飲食店や小売店、
教育機関などで配布。

・発行部数8万部同業界最大！
・台湾ライターによる現地取材及び記事作成

WAttention 挖！日本 WAttention WEB

発行日：10月25日予定
発行部数：8万部
版型/ページ数：A4/32ページ
言語：繁体字
※旅行博ITF会場でも配布あり

言語：中国語（繁体字）
PV数：3～5万/月
WEBマガジン（観光、エリア情
報、文化）、WEBアンケート調
査、動画
http://www.wattention.com/tw/

言語：中国語（繁体字）
Facebookのフォロー数：
30,173人（2018/6月現在）
Facebookの記事のリーチ数：
1,000～2,000人（各記事）

https://www.facebook.com/wattentiontokyoplus/



WAttentionとは？

海外現地型・日本着地型の両方
を持つ日本で唯一のメディア

海外ネットワーク
を活用した現地力
各国の直営会社・パートナー会社が、現地でのマーケティングPR、
イベント企画運営、展示会出展サポートなど、海外プロモーション
を強力にサポート

インバウンド/海外PR
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 など

日本の情報に特化したフリーマガジン「WAttention」シリーズを、世界11ヵ国で配布
海外現地型：海外の各国にて企画・印刷・配布
ターゲット▶旅マエ（旅行計画段階の旅行者及び世界の日本ファン）

日本着地型：東京拠点として日本国内にて配布
ターゲット▶旅ナカ（日本を旅行中の外国人旅行者）及び日本在住外国人

世界11ヵ国

SINGAPORE / TAIWAN / L.A. /

MALAYSIA / PARIS / HONG KONG / 

THAILAND / INDONESIA / MEXICO / 

AUSTRALIA / TOKYO



Wattentionの各国展開

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 5万部
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200万部発行
各国で出版ライセンスを正式に取得し発行されている唯一のフリーマガジン

読者層は、現地の高所得者層や日本ファン
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2PmWgO3NAhXMQpQKHa8GBswQjRwIBw&url=http://freesozai.jp/itemList.php?category=nation_flag&page=ntf_141&type=sozai&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNGK5H2jp2LvEmk2Ll63yCNan0UkiA&ust=1468381145430091
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和テンション株式会社
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