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関西のお洒落な花嫁たちはホテルを選んでいる！
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2021年 企画書
編集企画・タイアップ広告

8号／ 7月22日（木）
9号／12月22日（水）

発売予定



［媒体概要］

■発行：年2回【7月・12月】 ■創刊：2015年12月

■発行部数：3万部（関西圏） ■価格：本体700円＋税

関西で唯一の

ホテルに特化した

ウエディング雑誌

ホテルに紐づく

バリエーション豊富な
編集企画

プレ花嫁のリアルな声を

反映した誌面

卒花嫁と連動した

企画が盛り沢山

「Hotel Wedding WEST」は、ホテルで結婚式を叶えたい関西在住のプレ花嫁
のためのウエディングマガジンです。
素敵な空間、美味しい料理やワイン、華やかな装花、可憐なウエディングドレス
など、花嫁が憧れるホテルの魅力が満載。
花嫁の理想を叶えるワンランク上の情報をお届けいたします。

首都圏版で14年間培ってきたホテルウエディング特化媒体としての経験を生か
し、単なるホテル探しの雑誌にはしたくないという想いのもと、ホテルをさまざ
まな切り口で取り上げ、魅力を紹介して参りました。

編集部がこだわったのは、“関西エリアで唯一のホテルに特化したウエディング
誌である”ということです。
他のウエディング誌とは異なる見せ方で、ロビー客室、料理、先輩カップルの実
例、スイーツ…などをとことん取材し、各ホテルの実力をタイアップページと編
集ページでたっぷり紹介いたします。
各ホテルに対するバラエティ豊かな情報量は、他誌に勝ると自負しています。

媒体コンセプトと読者属性について
媒体

について

■平均年齢 ■平均予算
（負担可能額）

■予定会場下見数■「Hotel Wedding WEST」 読者属性

■平均出席人数

3件

1件

５件

2件

4件

そのほか

※2020年7月集計／トレンド調査より

■ホテル選びの開始時期

12～16ヵ月前

26％

8～11ヵ月前

29％

４～7ヵ月前

43％

～3ヵ月前

2％
男性：

31.8歳

561万円

（1名あたり

6.8万円）

女性：

30.0歳
81名

■平均ドレス費用

■平均リング費用

36.4万円

約34％の花嫁が

50万円以上の

ウエディングドレス

を選んでいる

62.1万円

24.9万円

※選ばれているブランド

ハリーウィンストン

ヴァン クリーフ＆アーペル

カルティエ

※選ばれているブランド

カルティエ

ティファニー

シャネル

エンゲージ

マリッジ

37％

20％

17％

10％

10％

6％



【編集企画のご案内】



毎号、タイアップフォーマット前に

編集「スタッフが教えるホテルの魅力」を2ページ掲載がございます。

ホテルスタッフの方に誌面登場をいただき、ホテルの魅力を紹介していただく編集2ページを用意しております。
スタッフの方の撮影および、取材をさせていただきます。

タイアップ
編集

[過去掲載誌面]

「Hotel Wedding WEST」5号（2019年7月22日発売） 「Hotel Wedding WEST」4号（2018年12月22日発売）

「Hotel Wedding WEST」3号（2017年12月22日発売） 「Hotel Wedding WEST」2号（2016年12月22日発売）

総支配人様、婚礼支配人様にご登場いただいております。



読者（プレ花嫁・卒花嫁）の体験リポートや座談会スタイルでリアルな声をお届けする企画や、ホテルの魅力を紹介する企画を掲載しております。

プレ花嫁 の“今、気になる情報”を紹介
編集企画

「Hotel Wedding WEST4号」編集「ビューティ企画」

読者アンケートや、直接読者から話を聞き 本当に欲しい「ホテルウエディング」情報を紹介しています。

「Hotel Wedding WEST4号」編集「ホテルの楽しみ方」

「Hotel Wedding WEST5号」編集「料理特集」「Hotel Wedding WEST5号」編集「先輩カップルリポート」 「Hotel Wedding WEST3号」編集「客室特集」



編集企画
「Hotel Wedding WEST 」9号（2021年7月22日発売）

編集企画内容

編集企画内容に関しては、変更になる場合があります。ご了承くださいませ。

「読者プレゼント」、「最新ニュース」など、さまざまな企画を予定しています。

[タイアップ前編集]

プランナーが教える

「素敵！」と言われるウエディングの創り方 ７つのルール（20P）

「料理」、「ケーキ」、「会場装飾」、「テーブルコーディネート（クロス・プレート・ペーパーアイテム」、「演出」、

「ドレス」、「フォトスポット」の７つのカテゴリーに分けてウエディングの魅力を深堀りします。（各社１～2ページ）

その他、ウエディング情報満載！

・卒花嫁＆プロがアドバイス キレイな花嫁になるビューティスケジュール（12P）

・日本の文化を取り入れたい！ タイプ別に選べるホテルで和婚（10P）

・いつ！何をする！結婚ダンドリQ&A プレ花嫁の疑問ズバリ答えます（8P）

・夢を叶えた卒花嫁の1日を密着レポ ホテルウエディングストーリー（16P）

・お金のことからメンズまですべてが分かる10step ドレス選びの基礎知識（16P）

ホテル

特集１

ホテル

特集2

ラウンジ、レストラン、バー・・・やっぱりホテルが好き！

ホテルの楽しみ方（16P）

会場見学から始まり、結婚式の打ち合わせ、そして結婚式当日まで何度も訪れるホテル。レストラン、バー、スパなど魅力

的な施設が揃うホテルを楽しむ方法を伝授。結婚式前も、後も訪れたい情報をお届けします。



編集企画
「Hotel Wedding WEST 」10号（2021年12月22日発売）

編集企画内容

編集企画内容に関しては、変更になる場合があります。ご了承くださいませ。

「読者プレゼント」、「最新ニュース」など、さまざまな企画を予定しています。

その他、ウエディング情報満載！

・卒花嫁座談会開催！ 花嫁たちのビューティ事情（16P）

・関西花嫁支持率No.1 人気ヘア＆メイクアーティストが教える2021トレンド（10P）

・これさえやれば大丈夫 結婚準備の１０ステップ （10P）

・夢を叶えた卒花嫁の1日を密着レポ ホテルウエディングストーリー（16P）

・両家の今後はふたりの第一印象で決まる 婚約食事会＆結納のマナー（16P）

2022年、注目されているホテルはココ

発表！ホテルのカテゴリ別ベスト３発表 ～14部門～（18P）

卒花嫁、プレ花嫁、ホテル通ジャーナリスト、編集者が選ぶホテルアワード。

ウエディング7部門（挙式会場、バンケット、婚礼料理、シェフパフォーマンス、ケーキ、サービス、演出）、

一般7部門（パブリックスペース、客室、ラウンジ、レストラン、朝食、スイーツ、夜景）を発表します。

[タイアップ前編集]

総料理長、婚礼支配人、プランナー、ベルマン、コンシェルジュが語る

我がホテルの魅力（各ホテル2ページ）

毎号評判が高いスタッフ紹介シリーズとなります。今号は、5人の方々に登場いただき、仕事への想い、こだわり、ホテル

の魅力を紹介していただきます。こちらのページの後に、タイアップフォーマットが続きます。

ホテル

特集１

ホテル

特集2



【タイアップ広告のご案内】



ホテルウエディングの素晴らしさを徹底して提案する「Hotel Wedding」の巻頭ビジュアル企画。
「編集部が提案するウエディングスタイル」として、ハイクオリティなウエディングを質の高いビジュアルと読み物で紹介します。

＜体裁＞ 巻頭ページ8Ｐ ＋ フォーマットタイアップ２Ｐ（もしくは純広２Ｐ）＝ 10Ｐ

巻頭ビジュアル
「Hotel Wedding スタイル」

＜巻頭ビジュアル／5つのポイント＞

広告
企画１

タイアップ企画 特別料金 ￥3,000,000 ※消費税別途

※巻頭8ページは撮影いたします（衣裳、装花等は貴社にてご用意ください）

「Hotel Wedding
WEST」8号

ザ・サウザンド キョウト様
巻頭ビジュアル

１２３４５８ ７ ６

掲載
ホテル

１号＝ ザ・リッツ・カールトン京都 ２号＝ホテルニューオータニ ３号＝コンラッド大阪 ４号＝ザ・リッツ・カールトン京都 ５号＝ザ・サウザンドキョウト
6号＝ザ・サウザンドキョウト ７号＝JWマリオット・ホテル奈良 8号＝ザ・サウザンドキョウト

公式サイトに掲載。
WEBバナーは特別料金
にて（4ヶ月10万円）

Point.1

毎号、１社限定で実施す
る巻頭ビジュアル広告で
す。（表紙撮影も有）

1社限定の
巻頭ビジュアル

Point.2

完全モデル
撮り下ろし

Point.3

貴社のブランディングの
アップに繋がり、他社と
の差別化が可能です。

他社との
圧倒的な差別化！

Point.4

タイアップ誌面2Pで
詳細情報もしっかり伝え、
集客効果を高めます。

フォーマット広告
2ページ付き！

Point.5

WEB連動で
集客効果UP！

人気のカメラマン、ヘア
メイク、モデルでの完全
撮り下ろしとなります。



貴社のウエディングスタイルを撮り下ろしで読者にわかりやすく紹介し、ブランド訴求および来館促進を図ります。

＜体裁＞ 特別タイアップページ４Ｐ ／5Ｐ ＋ タイアップフォーマット２P

特別タイアップ

＜特別タイアップ ／ 5つのポイント＞

１３４

広告
企画２

「Hotel Wedding WEST4号」ドレスショップ ミーチェ様

１２３４５

２

「Hotel Wedding WEST 3号」ホテルニューオータニ大阪様

特別タイアップ 特別料金

5P ＋ フォーマット２P ＝ 7P ￥2,200,000 ※消費税別途

4P ＋ フォーマット２P ＝ 6P ￥2,000,000 ※消費税別途

4P

5P

Point.1

本誌前半で編集記事の切
り口で紹介。読者からの
支持が高い企画です。

ブランド訴求で
注目度UP!

Point.2

貴社の希望するイメージ
でのモデル撮影を完全撮
り下ろしで制作します。

完全モデル
撮り下ろし

Point.3

編集部イチ押しの、最旬
ホテル、ドレスショップ
として差別化が可能。

他社との
圧倒的な差別化！

Point.4

フリーフォーマットなの
で貴社用のデザイン構成
で訴求できます。

貴社だけの
フリーデザイン

Point.5

WEB連動で
集客効果UP！

公式サイトに掲載。
WEBバナーは特別料金
にて（4ヶ月10万円）



別冊綴じ込み広告
企画３

別冊綴じ込み料金 お見積りをご提示します
※ページ数・紙質・サイズ・特殊加工などにより料金は異なります。

＜掲載事例＞

コンラッド大阪. 
（A４／20P）

ホテルニューオータニ
（A４／24P）

うめだ阪急
（B5／16P）

阪急メンズ大阪
（A４／16P）

＜別冊とじ込み／5つのポイント＞

Point.1

魅力が詰まった貴社オリ
ジナルのBOOKを読者
の手元に届けられます。

貴社の魅力を
一冊のBOOKに

Point.2

別冊が綴じ込まれる対向
ページに広告（純広）を
サービス掲載！

中面広告を
サービス

Point.3

貴社のブランディングを
アップさせるオリジナル
の誌面を作成します。

完全オリジナルの
誌面デザイン

Point.4

本誌の印刷と同時に貴社
用のパンフレットとして
使用可能。（別途費用）

増刷して自社の
パンフレットに

Point.5

撮影した画像がHPや他
誌で二次使用が可能。
（1年版権、別途費用）
※モデルにより対応できない
場合がございます。

別途料金で
二次使用OK!

貴社のウエディングの魅力を１冊のBOOKにして、雑誌に綴じ込む特別企画です。別冊を貴社使用のウエディングパンフレットとして増刷も可能。
また、撮影した写真は、当社以外のメディアや貴社の公式HPなどに使用可能です。（増刷・二次使用は別途印刷費、版権料が発生します）

＜体裁＞ 別冊 ８P～最大24Pまで、ご希望の合わせて選べます。



高級感溢れるフォーマットと写真中心の構成でホテルの良さをアピールします。
ホテルスタッフが紹介する編集ページをタイアップフォーマットの前に掲載することで、ホテルのセールスポイントを訴求できます。

フォーマットタイアップ
広告
企画４

フォーマットタイアップ料金 ２P ￥600,000 ※消費税別途

※撮影が必要な場合には、別途お見積りいただきます

フェア情報、プラン、
インフォメーションを
コラム情報で紹介

【※写真入りも可能】

見積り／データ／資料請求Ｎｏ.

「Hotel Wedding WEST 6号」
コンラッド大阪

フォーマットタイアップ（2P）＋ホテルの紹介ページ２P

12

スタッフがホテルの
魅力を紹介する編集企画

となります。

※スタッフ撮影＆取材を
致します。

タイアップ前に編集2ページがつきます



広告
企画５ 純広料金について

■広告料金

■広告の問い合わせ
株式会社IBJウエディング 「Hotel Wedding」広告部

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-25 神宮外苑ビル4F TEL.03-5474-1734／FAX.03-5474-1784

掲載面 色数 スペース 広告料金 サイズ

表２見開き

オフセット
4色

2ページ ¥1,000,000 297×460mm

目次前見開き 2ページ ¥600,000 297×460mm

本文 1ページ ¥300,000 297×230mm

本文見開き 2ページ ¥500,000 297×460mm

表３ 1ページ ¥500,000 297×230mm

表４ 1ページ ¥700,000 257×210mm

【注意事項】

・上記広告料は、税別です。

・印刷スケジュールにつきましては、弊社担当者へお問い合わせください。

・広告原稿の内容や体裁が不適切と思われるものに関しましては、掲載をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

■入稿仕様 （広告原稿制作についてのお願い）
・印刷はすべて４色オフセット印刷となります。

・原稿はフルデータ、またはJMPAカラー準拠データにて完全データでご入稿願います。

入稿規定は、弊社担当者へお問い合わせください。

・雑誌の体裁上、切れてはならない写真、社名、ロゴ、イラストなどは仕上がり寸法から5ミリ内側におさめてください。



【WEB「Hotel Wedding.jp」のご案内】



.jp

ＷＥＢ数字（月間平均）

ＰＶ数 約150,000／月間

ＵＵ数 約20,000／月間

WEB

雑誌「Hotel Wedding 」の公式サイトとして、どのウエディングサイトよりも「ホテルの結婚式がよくわかる」、「ホテルの魅力が伝わる」情報が
盛り沢山。取材した情報をいち早くWEBユーザーに届けます。

WEBサイトのSEO対策を実施し、検索ワードの「ホテルウエディング」、「ホテル 結婚式」、「結婚式 ホテル」で、Yahoo! 、Googleともに、
検索結果画面の上位に表示されております。今後も引き続き、SEO対策の強化をしています。

ホテル情報量 No.１を
目指した

WEBサイトへ！

プレ花嫁が

気になる特集を

随時公開

ホテルイベントや

ドレス、

ビューティ情報

卒花嫁

ウエディング

リポートも公開

ＨＷ公式

インスタ情報を

配信！

フェア検索が

しやすい！



広告商品①（TOPページ）

巻頭特集 【A】
WEB 『Hotel Wedding』の

メインバナー

100,000円 / 1ヵ月

※サイト内ホテル詳細ページに
リンクします。

※バナー制作費は含まれます

但し、雑誌「Hotel Wedding」の
巻頭クライアント様に関しては、

４ヵ月 10万円の特別価格にてご案内します

特別ページ【Ｂ】

訴求したいプラン・コンテンツなど
オリジナル特集を作成します

掲載費：
100,000円/１ヵ月
（ページ製作費含む）

＜デザイン例＞

Ｂ

サイトＴＯＰページに露出を上げる、オプション商品もご用意しております。

オプション
商品

A



会場詳細ページ

ベーシックプラン掲載費
■雑誌掲載ホテル様：5万円／6ヵ月分

詳細ページ
コンテンツ

フェア・プランは

管理画面から

登録可能

公式HPへ

リンクあり

フォトギャラリー

掲載可能

基本見積り

40名・70名・100名が

表示されます

「来館予約」、「フェア予約」は

直接、貴社指定のメールドレス宛に

届きます。

※お客様とのやりとりは直接行えます。

先輩カップル

リポートが

チェックできる！



ＷＥＢ「Hotel Wedding.jp」の登録情報（基本情報、フェア、プランなど）とＷＥＢ「ウエディングnavi」サイトと連携。
一度の登録で２つのサイトに公開されます。

「Hotel Wedding」サイトに登録した「フェア」、「プラン」情報が
「ウエディングnavi」サイトに同時公開

●ウエディングnaviサイト

「ウエディングnavi」のサイトに

無料で掲載されます

ウエディング
ナビ
サイト

「フェア」「プラン」情報を

管理画面から登録すると

両サイトに情報が

同時公開されます。



【ウエディングnaviのご案内】



「ウエディングnavi」とは

送客エージェントサロン「ウエディング navi 」。「雑誌」と「ＷＥＢサイト」の読者ユーザを各クライアントへご送客致します。
また、関西の店舗は「IBJ婚活ラウンジ」と併設し、IBJ成婚カップルをシームレスにご案内しています。

各店舗は最寄駅から徒歩４分 圏内！

ウエディング

navi

梅田店 / なんば店 / 京都店

新宿店 / 有楽町店 / 横浜店

横浜駅前店 /名古屋店

雑誌

５つのWEBサイト

式場やドレスショップの
資料請求や

フェア参加予約、
見学予約も承ります！

雑誌の読者が利用！

WEBユーザーが利用！

Wedding navi

Hotel Wedding

ウエディングブック

日本の結婚式
Hotel Wedding 

WEST

横浜湘南Wedding

婚活成婚者

IBJの婚活カウンセラーは、担当した成婚カップルに
「ウエディングnavi」のコンシェルジュを紹介。
どのように結婚準備をサポートしてくれるかを丁寧に
伝え担当者の引継ぎを行います。

婚活成婚者が利用！

ウエディングnavi.jp

ホテルウエディング.jp

日本の結婚式.com

横浜・湘南Wedding.jp

Wedding BOOK.jp


