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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）

WAttention ３Dポジショニング

すべての良いとこ取り！

それが WAttention!



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 3万部
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

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://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
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


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。

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

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



創刊 ：2013年

発行部数 ：30,000部

版型/頁数 ：A4/約32ページ

発行頻度 ：季刊（4/7/10/1月）

発行日 ：毎月25日

配布先 ：約200ヵ所

言語 ：フランス語

WAttentionフランス版

WAttentionフランス版は、日本の伝統・文化・自然・観光・グルメ情報を、フランスの方に紹介するため現地で
発行されているフランス語の「現地型」フリーマガジンです。現在、日系レストラン、旅行会社、ギャラリーな
ど、主にパリ市内およそ200カ所以上に加え、フランス国内で開催される、日系のアート展やイベント会場内で
も配布されています。



WAttentionの配布先

パリ市内を中心に200ヵ所に配布

【配布先例】
小売店：Maison WA、Discover 
Japan、Junku、Ace Mart Opera、
GALERIES LAFAYETTE ACCUEIL 
JAPON、Euro Mart ほか

和食店：Kunitoraya、Toraya、La 
maison du sake、Kintaro、Kyoto、
Kanae、Tsukiji、Yen、Hanawa、
Komatsubaki、Kiyomizu、TOMO、
AKI CAFÉ ほか

旅行会社：Destination Japon、
Japan Travel Centre Paris Par 
Voyages a la carte、Vivre le 
Japon、JTB, H.I.S. ほか

政府機関/日本関連施設：Institute 
Japonais、JETRO、Ambassade
du Japon、パリ日本文化会館 ほか

日系レストラン、旅行会社、ギャラリーなど、主にパリ市内およそ200カ所以上に加
え、フランス国内で開催される日系のアート展やイベント会場内で、日本に関心を持
つ、知的好奇心が高い高所得者層を対象に配布されています。

▲小売店：Junku配布状況

▲和食店：La maison du sake配布状況

▲旅行会社：Destination Japon配布状況 ▲日本関連施設：パリ日本文化会館配布状況

▲小売店：Maison WA配布状況

▲和食店：駒つばき配布状況
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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
企画プロデュース事業部 中澤・今江

sales@wattention.com

03-6418-5701 FAX. 03-6418-5704

多言語WEBメディア

https://www.wattention.com/

会社案内HP

https://company.wattention.com/

オンラインマガジン

https://issuu.com/wattention

wattentionbiz


