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携帯向き 
（持ち運びやすい） 

保存向き 
（保管されやすい） 

ガイドブック的 
（フロー情報） 

読み物的 
（ストック情報） 

外国人目線 
（外国人から見た面白さ） 

日本人目線 
（日本人から見た面白さ） 

すべての良いとこ取り！ 

それが WAttention! 

WAttention ３Dポジショニング   



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 3万部 
150ヵ所 

2010.03 創刊 
隔月 4万部 

650ヵ所 2014.08 創刊 
季刊 2万部 
100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 

200ヵ所 

2013.02 創刊 
季刊 10万部 
300ヵ所 

2017.05 創刊 
季刊 2万部 
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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ストーリーを伝える 
ことができる 
訪日経験が豊富で日本のグルメや文化などに精通している「日本ファン」には、初心
者向けに作成された表層的な情報ではなく、「なぜそうなのか、歴史的背景は、それ
を生み出した風土は、それに携わっている日本人はどういう人で、どういう想いがあ
るのか」そういう「ストーリー」に強く惹かれる傾向があります。WAttentionは外国
人ライターと日本人編集者による共同作業で、読者の知的好奇心を刺激する深く正し
いコンテンツを外国人目線で作成いたします。 

日常 
生活 

WAttentionを
入手 

 
   

WAttentionの特徴 

確実にターゲットの 
手元に届く 
日本ファンは、自国にいても日常的に日本に触れた生活をしています。つまり、現地
の日本食レストランで食事をし、日系の店舗で日本食材や日本製品を買い、日本語学
校などに通っているという生活をおう歌しています。WAttentionは、こうした層が集
まるタッチポイントに配布されているので、日本のファン層に効率よくリーチするこ
とが可能です。 

反復効果・保存性が高い 
WAttentionは「フリーマガジン」という形態上、一定期間読者の手元に置いておかれる
ことで複数回閲覧されるので、記事/広告の接触回数が高いといえます。それにより、
手に取ったタイミングでは、日本への旅行の予定がなかったとしても、休暇前など渡航
先を決める際に読み返えされ、渡航先選定の参考にされるという効果が期待できます。 

渡航前に読み返し
て参考にする 旅行 ▶ ▶ ▶ 

WAttentionはこの期間、
保存されている 



WAttention 香港版   

創刊 ：2014年 

発行部数 ：50,000部 

版型/頁数 ：A4*/約40ページ 

発行頻度 ：季刊（2/5/8/11月） 

発行日 ：毎月25日 

配布先 ：約300ヵ所 

言語 ：繁体字 
*縦280mm x 横210mm 

55～ 

読者プロフィール 

女性：58％ 

男性： 
42％ 

男女比： 年齢構成： 訪日回数： 

19~29歳： 
27％ 

30~39歳： 
49％ 

40歳以上： 
24％ 

2~4回： 
41％ 

5回以上： 
18％ 

0~1回： 
41％ 

世帯収入： 

~3万： 
30％ 

3万~5万：44％ 

5万~8万： 
15％ 

8万～： 
11％ 

WAttention香港版は、日本の伝統・文化・自然・観光・グルメ情報を、香港の方に紹介するため現地で発行されてい
る繁体字の「現地型」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、日本人気が高い香港で、高い支
持を得ております。現在日系レストラン、旅行会社など、主に香港市内およそ300カ所以上で配布しております。 



WAttention の配布先 

香港市内に約300ヵ所で配布 

現地で開催される旅行博
や観光セミナー、イベン
トなどでも配布 

▲東北トップセールス ▲ブックフェア ▲香港国際旅展（ITE） 

設置個所（例）： 

【飲食店】 
CoCo 壹番屋 /摩斯漢堡 /牛角日本燒肉專 / 門店 /銀だこ /甜品工房 /丼丼屋 / HOW 
銀咖哩 /三笠屋 /八吉 /順壽司 / 鵜舞 /大戶屋 /銀座大倉 /秋櫻屋 / 禪八 / 鱈卵屋 /
鉄人旨花 /鳥華 /無敵屋 /味一番  牧羊少年咖啡．茶．酒館 /八海山日本料理 北海拉
麵屋 /海老の髭 /世界の山ちゃん / Dining Kitchen Vegi Fog Bar & Restaurant / 
SAMA Curry & Café Tastings Wine Bar / Wired Café など 
【書店】 
香港旭屋書店 (SOGO) / 良書網 /智源書店 /古書店寫樂堂 / 綠野仙蹤書店  など 
【旅行会社】 
東瀛遊 / 學聯旅遊 /歐美旅行社 /佳天美香港 /佳日遊 (Mix Well Travel) / 日航天地
旅遊 /康泰旅行社 /專業旅運 / 安運旅遊 /新華旅遊 /香港四海旅行社 / 太古旅遊 /美
麗華旅遊 /傲遊天地 / 縱橫遊 /新怡旅遊 /郵船旅行社 / H.I.S. 香港 /IACE TRAVEL 
/ ST WORLD HONG KONG LIMITED / KNT (HK) LIMITED など 
【美容】 
Chicca Hairdo /Sakura Beauty / 西田專業美體中心 /足園 Footspa Garden 
ICHIRIN /Hair Salon AR など 



広告料金 
 
   

フルページ 

1/2ページ 

※税別 

1/4
ページ 

サイズ 

1ページ 

表2（表紙裏） 

表3（背表紙表） 

表4（背表紙） 

½ページ 

¼ページ 

製作費 

香港版 

35万円 

45万円 

45万円 

50万円 

20万円 

10万円 

10万円～/1P 

申し込み締切 

素材締切 

校了 

発行の前々月末 

発行の前月10日 

発行月の10日 

※取材/撮影費別途  
※代理店手数料20％ 
 
入稿規定： 
1ページの場合（W210 x H280mm）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 

¼サイズ 

広告 

½サイズ 

広告 



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 


