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■ 『GOOD LUCK TRIP 東京 』 とは？ 

“東京（TOKYO）”のあらゆる魅力を、世界に発信する外国人向けフリーマガジンです。 

東京を訪れる外国人旅行者が、「街歩き」を通して“東京（TOKYO）”の魅力に 
出会えるようなページづくりを編集方針としています。 

毎号、最旬の「東京の歩き方」をエリアやテーマに沿ってご紹介。 
本誌独自の地図や、充実した乗り換え情報等は、外国人旅行者から非常に支持されております！ 

■ 成長する訪日外国人市場と本誌ターゲット 

ターゲットは、近年増加している訪日外国人。その中でも、大部分を占めるアジアからの旅行者です。 

訪日外客数の割合 出典：日本政府観光局（JNTO） 

自由に「街歩き」ができ、観光やショッピングなどを楽しむ、 
消費意欲が旺盛な個人旅行者（FIT）に向けた情報発信を行います。 
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訪日外客数の推移（2010年は目標値） 出典：日本政府観光局（JNTO） 
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■ 『GOOD LUCK TRIP東京』の読者層 

訪日外国人の割合と同様、読者の大部分がアジアからの旅行者です。 
また、20代、30代を中心とした幅広い世代に、ご愛読いただいております。 

＊国籍 

＊年齢 

※ アンケート概要： 2009年9月発行号、綴じ込みハガキ・email のアンケート回答129 をもとに算出 

＊性別
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媒体概要（表記言語） 

■ タイトル ： GOOD LUCK TRIP東京 
■ 発行サイクル ： 隔月（奇数月）10日発行 ＜2010年9月発行号のみ21日発行＞ 
■ 発行部数 ： 100,000 部 
■ 配布比率 ： 海外 ： 国内  =  ４ ： ６ 
■ 仕様 ： B5判 ／ 中綴じ ／ 全ページ4C（フルカラー） ／ 52P～60P 
■ ターゲット ： アジアを中心とした外国人個人旅行者 
■ 表記言語 ： 英語 ／ 中国語（繁体字） ／ 韓国語 

■ 発行元 ： 株式会社 ダイヤモンド・ビッグ社 

“GOOD LUCK TRIP東京” 媒体概要 

“GOOD LUCK TRIP東京” 媒体構成 

大きく２部構成（下記①・② ） となっております。 

① 外国人旅行者を誘う魅力ある特集（第１特集・第２特集） 
■ 第１特集 …  毎号、東京の中のエリアやテーマにフォーカスした内容で読者を誘います。 
■ 第２特集 …  「東京から一足伸ばした旅」というテーマで地方への旅を提案いたします。※不定期 

② 最強の地図＆乗り換え情報 
外国人旅行者のニーズに合った乗り換え地図や、各エリアの地図を掲載。 
最新のイベント紹介（Now’s the time）や、編集部おすすめのレストラン（3Restaurants）の 
編集記事も充実させております。 

英語 ・ 中国語（繁体字） ・ 韓国語 の３言語表記 により、 
アジアを中心とした訪日外国人の 約８割をカバー します。 
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本誌配布先（海外） 

配布先（海外） 

台湾 ・ 香港 ・ 韓国の個人旅行に強い旅行会社にて 
「東京」への旅行お申込者、または関心が高い方々に、配布しています。 

台湾  Taiwan 

韓国  Korea 

海外での配布 約40,000部 
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JAL Satellite、Jebsen Travel、LOTUS TOURS、康泰旅行社、 
EGL Tours、Sunflower Travel Service、NORRAY TRAVEL、 
Hong Kong Four Seas Tours  ／ 他 

香港  Hong Kong 

Sunflower Travel Service  LOTUS TOURS 

台湾  Taiwan 

韓国  Korea 

※ 現地、協力スタッフにより、定期的にメンテナンスを行っております。 

※ その他、日本政府観光局（ＪＮTO）現地窓口 ／ 
空港カウンター ／ その他施設でも配布を行っております。 

鳳凰旅行社 

Jebsen Travel 

廣徳旅行社 東南旅行社 

香港  Hong Kong 

信安旅行社、スタートラベル、創造旅行社、五福旅行社、 
東南旅行社、鳳凰旅行社、山富旅行社、廣徳旅行社 ／ 他 

JAU TOUR MODE TOUR  H.I.S 

HANA TOUR、MODE TOUR、ロッテ観光、旅行博士、 
NAIL TOUR、韓進観光 、ツアー２０００、インターパーク、 
クラブリッチ、エヌタビ、オッケイツアー、NEXTツアー、 
ベリーグッドツアー、黄色い風船、ロッテＪＴＢ／他 
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（韓国 / NAILTOUR 【左上】・MODETOUR 【右上】） 

海外における配布方法 （１） 

直接手渡し 

海外現地では、主に下記 1～3 の形式で配布をしております。 

東京への旅行申込者へ送るセットに 
GOOD LUCK TRIP を同封してお送りします。 

旅行会社のカウンターにて東京へ旅行される方々に 
直接お渡ししております。 

カウンターやラックに設置 3 
（香港／Sunflower Travel Service） 

（香港／ Jebsen Travel  ） 

旅行者のご自宅へ直接送付 1 

旅行会社のカウンターで目立つ箇所に設置 

2
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海外における配布方法 （２） 

海外現地の旅行会社では、下記の活用もされております。 

Case1 
自社のツアーにお申込みいただいた 
お客様への特典として、 
『GOOD LUCK TRIP』 を 
プレゼントしています。 
自社パンフレット内で 
告知も行なって 
おります。 

Case2 

（香港 / WORLD OF TRAVEL） 

ツアー申込者特典 デジタルブック版の活用 

GOOD LUCK TRIP 公式WEBサイト 
www.goodlucktrip.jp  にて展開している 

デジタルブック版 『GOOD LUCK TRIP』へ、旅行会社のWEBサイトや、 
航空券のeticket 、メールマガジンからリンクし、閲覧されています。 

旅行会社からの 
メールマガジン 

WEB 

旅行会社のWEBサイト 

航空券のeticket
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配布先（国内） 

国内での配布 

① 外国人案内所（首都圏） 

約60,000部 

② 外国人旅行者の利用が多いホテル（首都圏） 

③ 外国人旅行者に人気の観光地・商業施設等 

主に、コンシェルジュデスクにおいて、外国人へ直接手渡し、 
または、ロビーやフロントに設置しております。 

日本に来る前にも、来てからも、外国人旅行者にリーチする確かなネットワークがあります！ 

はとバス浜松町総合センター 

渋谷 109（配布実績例） 

配布先（国内） 
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羽田空港内 

東京観光情報センター 

表参道ヒルズ（配布実績例） 

成田空港外国人旅行センター ・ 空港第2ビル外国人旅行センター 
東京観光情報センター［東京都庁／羽田空港／京成上野駅］ 
日本政府観光局（JNTO）ツーリストインフォメーションセンター 
浅草駅外国人旅行センター ・ 豊島区観光協会 ・ ＴＩＣ東京 
横浜駅観光案内所 ・ 桜木町観光案内所 ／ 他多数 

新宿ワシントンホテル ・ 新宿プリンスホテル ・ 京王プラザホテル 
セルリアンタワー東急ホテル ・ 渋谷エクセルホテル東急 ・ 渋谷東急イン 
ウェスティンホテル東京 ・ 東京ドームホテル ・ ホテル日航東京 
ホテルグランパシフィック Le DAIBA  ・ ホテルニューオータニ東京 
ANAインターコンチネンタルホテル東京 ・ 三井ガーデンホテル 各ホテル 
ホテルメトロポリタン ・ ホテル日航成田 ・ ホテルオークラ ・ サクラホテル各ホテル 
リーガロイヤルホテル東京 ヴィラフォンテーヌ六本木ANNEX ／ その他多数 

株式会社 はとバス ・ 東京都観光汽船株式会社（水上バス） ・ 新交通ゆりかもめ 
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba  ・ 東京ビッグサイト ・  109  ② ・ Flags 
丸井 新宿マルイワン ・ アクアシティ ・ アムトラックトヨタMEGAWEB  ／他多数 

Flags 新宿



本誌内容 

第１特集  Feature #1 
毎号、人・モノ・コトから“東京（TOKYO）”の魅力を発信しています。 
徹底した取材をもとに、最旬のエリア情報や、テーマに沿った魅力ある情報が本誌の特長です。 

30年間海外旅行ガイドブック「地球の歩き方」を発行してきた弊社ならではの高い編集力で、 
外国人旅行者を“街歩き”へと誘います。 

8 

■ 第１特集【予定】 ※ 発行日・特集内容は変更になる可能性がございます。 

2010年  3月10日 発行号 ： 秋葉原・上野 
2010年  5月10日 発行号 ： グルメ特集 
2010年  7月12日 発行号 ： 渋谷・原宿 
2010年  9月21日 発行号 ： ファッション特集 
2010年 11月10日 発行号 ： 新宿 
2011年  1月11日 発行号 ： ショッピング特集 
2011年  3月10日 発行号 ： 銀座 

広告 

▼ ページ数 ： ５～６Ｐで展開いたします。 

09年7月発行号 
渋谷・原宿特集 

掲載例 

■ ページの流れ



第2特集  Feature #2 
「東京から一足伸ばす旅」というテーマで、地方への旅を読者へ提案いたします。 
リピーター化が進む外国人旅行者は、新しい旅行先を探しています！ 

09年7月発行号 
軽井沢特集 

掲載例 

広告 

【過去の掲載内容】 

2009年07月発行号 ： 長野県 軽井沢 
2009年09月発行号 ： 千葉県 
2010年11月発行号 ： 神奈川県 箱根 
2010年01月発行号 ： 静岡県 伊東 
2010年03月発行号 ： 栃木県 日光 & 鬼怒川 

■ ページ数 ： ６Ｐで展開いたします。 

本誌内容 
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本誌内容（地図＆乗り換えガイド） 

「外国人が“街歩き”を120%楽しめるように」 を考えぬいて 

作られた地図＆交通の乗り換えガイドが、本誌の最大の特長です！ 

文字での情報を最小限におさえ、 
ランドマークや目印になるお店を、 
アイコンなどで視覚的に表現します。 

地図中の文字表記は、 
基本的に、英語と日本語で明記します。 

どの国の人にもやさしい地図表記 

ZOOM UP!! 

▼ 掲載エリア 

① 渋谷／原宿･表参道 
② 青山／六本木／赤坂 
③ 恵比寿･代官山･中目黒 
④ 新宿／中野 
⑤ 池袋 
⑥ 銀座／東京･丸の内･日本橋 
⑦ 上野／浅草／秋葉原 
⑧ お台場 
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コンセ（簡易校正） 料金 

1P \15,000 

1/4P \10,000 

1/8P \10,000 

本紙色校正 料金 

1P \25,000 

1/4P \20,000 

1/8P \20,000 

広告のご案内（広告スペース・料金） 

■ 広告掲載料金／広告原稿サイズ 

広告スペース 料金 広告原稿サイズ（天地 × 左右）mm 

表４ \1,000,000 257 × 182 （断ち切り） 

表２ \850,000 257 × 182 （断ち切り） 

表２見開き \1,500,000 257 × 364 （断ち切り） 

表３ \700,000 257 × 182 （断ち切り） 

中面見開き（４Ｃ２Ｐ） \1,100,000 257 × 364 （断ち切り） 

中面１Ｐ（４Ｃ１Ｐ） \550,000 257 × 182 （断ち切り） 

中面 1/4P \220,000 55 × 164 

中面 1/8P \120,000 55 ×  80 
■ タイアップ料金 

タイアップ企画 料金 備考 

タイアップ制作費 \250,000 / P 取材費は含まれません。制作費の他、掲載費を別途申し受けます。 

■ 掲載可能な広告は、別紙、弊社広告掲載基準に準じます。 
■ 掲載スペースには限りがあります。決定優先となりますので、予めご了承ください。 

■ タイアップの場合、スケジュール・ご予算は各営業担当までご相談ください。 

■ 校正は原則として、PDF形式での校正になります。 

■ 広告掲載料金に、原稿制作費は含まれません。 

★ コンテンツプロバイドも可能です。詳細は、お問合せください。 

■ 広告原稿 制作料金 ■ 校正出力料金 （PDF形式での校正は無料です） 

広告サイズ 料金 

1P \150,000 

1/4P \80,000 

1/8P \60,000 ※ 上記金額は、翻訳料を含みます。 ※ 色校正での色の再現度には限度がございます。予めご了承ください。 
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広告のご案内（広告お申込みスケジュール） 

■ 広告お申込みスケジュール 

■ お問い合わせ 

どんな些細なことでも結構です。お気軽にご連絡ください！ 

株式会社 ダイヤモンド・ビッグ社 

「地球の歩き方」 広告・企画部 

0335602113 
japan@arukikata.co.jp 

発行号 第１特集内容 発行日 純広告・お申込み締切日 タイアップ広告・お申込み締切日 

2010年5月発行号 グルメ特集 2010年5月10日（月） 2010年3月18日（木） 2010年3月4日（木） 

2010年7月発行号 渋谷・原宿 2010年7月12日（月） 2010年5月27日（木） 2010年5月13日（木） 

2010年9月発行号 ファッション特集 2010年9月21日（火） 2010年8月5日（木） 2010年7月22日（木） 

2010年11月発行号 新宿 2010年11月10日（水） 2010年9月24日（木） 2010年9月10日（木） 

2011年1月発行号 ショッピング特集 2011年1月11日（火） 2010年11月18日（木） 2010年11月4日（木） 

2011年3月発行号 銀座 2011年3月10日（木） 2011年1月27日（木） 2011年1月13日（木） 

シリーズのご紹介 

■GOOD LUCK TRIP 北海道 
年２回発行（2010年6月中旬・12月中旬発行予定） 

■GOOD LUCK TRIP 長野 
年１回発行（2010年10月発行予定） 
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