
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.29 9月7日発行(9月～11月) のご案内】



特集概要①

特集①エリア特集 下町DEEP ～まだ、知られていない下町があります～

外国人にとって、東京の下町とは? 欧米豪では圧倒的な支持を受ける「Lonely planet」によれば、

「Historic Shitamachi district」として紹介されているのは、やはり浅草、隅田川エリアです。

今号では観光客にあふれるこのエリアではなく、まだ知られていない「東京の下町」を、テーマ

に沿って紹介します。

【特集企画案①】
「もう一つの浅草を探して」
▶柴又帝釈天と参道 (葛飾) 
▶深川不動堂、富岡八幡と
人情深川ご利益通り

※詳細は変更になる場合がございます

【特集企画案②】
「大名庭園」
江戸時代、大名たちは趣味や社交の場とし
て庭園を造りました。今では大都会のオア
シスとして、その面影を残しています。

▶清澄庭園とその周辺
▶安田庭園と刀剣博物館
※詳細は変更になる場合がございます



特集概要②

特集②カルチャー特集 “アート＆アーキテクチャ“

文化特集 建築に見る東京人の暮らし

江戸の長屋からタワーマンションまで、東京建築史と共に、それを生み出してきた
人たちにスポットを当てます。また、日本の古い建物に魅力を感じて、古民家に住
む外国人も増えています。その魅力の秘密を探ります。



特集サンプル

WAttention Tokyo 24号 浴衣特集

WAttention Tokyo 27号 新宿特集

特集と親和性が高いクライアント
様の情報は、純広告でのご掲載だ
けではなく、記事広告として特集
内で紹介することも可能です。
※特集の提携フォーマットに沿っ
たレイアウトとなります

▶こんなクライアント様にお勧めです

・予算を抑えたい
・あまり宣伝色を出したくない
・既存の広告データがない

↑記事広告の一例です



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

60万円

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

7月31日

8月3日

8月25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
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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

2017年、訪日外客数は約2,800万人
を数え、そのうち、半数を超える
1,300万人(2016年データ)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 日予定

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

数値は以下ホームページを参照
JENTO: https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_tourists.pdf
法務省:https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001177523

https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_tourists.pdf


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

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM5Zy7_uzNAhXHnpQKHVlsCawQjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97&psig=AFQjCNGpsdP8kCLJHOttuzrOHz_WlnT3xA&ust=1468380681874987
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
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3e69gO3NAhUFoJQKHcoQAS4QjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNHfClAQuBOxfaA6rahIi4OcvJiqXg&ust=1468381226308781
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP18yHge3NAhXIKZQKHRsPATkQjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%81%AE%E6%97%97&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNFSaQ9zJo1tjbLuyjujUYBqH0reNQ&ust=1468381381593549
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-zfKsge3NAhXEW5QKHQqQCDoQjRwIBw&url=http://freesozai.jp/itemList.php?category=nation_flag&page=ntf_401&type=sozai&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNGF8_W9G_owgGpK3kqx38cc198Jug&ust=1468381459675634
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr9-HQge3NAhXFpZQKHWFRDh0QjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B3%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97&psig=AFQjCNHBW-lk-w3BSeet8QFB0_tIGXb8AQ&ust=1468381535428023
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各国語に
転載可

世界11ヶ国のメディアに転載可能

繁体字版
（台湾・香港）

タイ語版
（タイランド）

インドネシア語版
（インドネシア）

仏語版
（フランス）

英語版
（東京）

対象国版に掲載ご希望の際は、海外版Wattentionにご契約頂くことになります。
訪日前の読者にも同時にリーチされる為、大変お得な広告枠となります。



WAttentionWEB/SNSメディア

WAttention WEB

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 21万LIKE

■シンガポール版 英語 1.1万LIKE
■台湾版 繁体字 2.9万LIKE
■タイ版 タイ語 2.1万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


