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［媒体概要］

■発行：年３回【1月・5月・9月】 ■創刊：2017年1月

■発行部数：５万部（首都圏） ■価格：本体600円＋税

ウエディング
コンシェルジュの
厳選会場を掲載

花嫁の
こだわりを叶える
６つのカテゴリー

料理や演出での
おもてなしを紹介

結婚式の費用や準備など
実用的な情報が充実

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

■「Wedding navi」 読者属性
■会場選び開始時期

■平均出席人数

■平均総予算

6～12ヶ月前

54.6％

12ヶ月以上

３8.2％

6ヵ月未満

7.2％
282.1万円

（1名あたり約３.３万円）

女性：

29.2歳

8５.７名

■会場

■会場選びで重視するポイント
（複数回答あり）

１位 結婚式場

２位 レストラン

３位 ホテル

４位 ゲストハウス

1位 アクセス

２位 料理

３位 空間

●その他
「料金」
「アットホーム感」
「景色・ロケーション」
「インテリア」
「独立型チャペル」など

男性：

31.1歳

※2019年12月集計／トレンド調査より ■予定会場下見数

3件 38％

2件 25％

1件 １2％

5件 8％

４件 ７％

そのほか 10％

本誌は、弊社運営のお客様相談サロン「ウエディングnavi」で直接聞いた
お客様の声をヒントに、カップルが持っている「結婚式へのこだわり」を
叶えるコンシェルジュ・マガジンです。

「満足できる結婚式を挙げたい…」「ここだけはぜったいこだわりたい！」と
いうカップルのために、ネットに溢れる情報をしっかりと整理し、読者が求め
る質の高い情報をお届けすることにこだわっています。

すべてのタイアップページは「フリーフォーマット」で、打ち合わせを
しながら、誌面を作成いたします。また「Wedding navi公式HP」と連動し、
雑誌情報をはじめ、貴社の基本情報を無料掲載いたします。

2020年1月号からはナチュラル感のある「紙質」にリニューアルし、
読みやすさ、なじみやすさで貴社の魅力を読者に訴求します。
他誌では伝えきれなかった訴求したいポイントを分かりやすく表現できるので、
ストレートに読者へ伝えられます。

33.4％

28.3％

24.5％

13.8％



【編集企画のご案内】



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。

編集企画
内容

「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。

「Wedding navi」編集企画内容

ナビコンシェルジュが教える

結婚式のお金 かけ方・削り方・貯め方（10P）

「結婚式はお金がかかるって聞いたけど」と悩むプレ花嫁のために、ナビコンシェルジュがお金の基本、見積もりの見方か

ら上手なマネーやりくりを教えます。

彼がやること、私がやること、ふたりがやること

彼と仲良く結婚準備を楽しもう！（10P）

ゼロから始めるふたりの結婚準備。周囲への挨拶やアイテムの手配など、スケジュール別にアドバイス。

それぞれの役割分担もわかりやすく紹介します。これさえ読めば、効率よく憧れのウエディングが叶います。

その他、ウエディング情報満載！

素敵な結婚式だったねと言われる お洒落なウエディングの創り方（12P）

親もゲストも喜ぶ ゲストへの気遣いが伝わる！おもてなしのコツ（8P）

夢を叶えた卒花嫁の1日を密着レポ 5組のウエディングストーリー（16P）

編集１

編集2

編集3

編集4

編集5



【タイアップ広告のご案内】



貴社の魅力を徹底して提案する「Wedding navi」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 ＋ タイアップ ４Ｐ ＝ 12Ｐ

巻頭ビジュアル
「Wedding navi スタイル」

＜巻頭ビジュアル／5つのポイント＞

広告
提案１

巻頭ビジュアル企画 特別料金 ￥1,500,000 ※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）。タイアップ4ページは有ポジ使用で構成。

「Wedding navi11号」アヴェンセ リアン 東京様 巻頭ビジュアル

１２３４５８ ７ ６

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

貴社会場のブランディング
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4Pで
詳細情報もしっかり伝え、
集客効果を高めます。

タイアップ広告
4ページ付き！

Point.5

衣裳・ヘアメイク・フラ
ワーなどのスタイリング
は編集部がご提案します。

編集部が
スタイリング！

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、ご希望に合わせて選べます。

別冊 綴じ込み

＜別冊とじ込み／5つのポイント＞

広告
提案２

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＞

FOUR SIS & Co. 
（A４変形／12P）

トゥールダルジャン 東京
（A４変形／24P）

ひらまつウエディング
（A４／24P）

ウェッジウッド
（B5／12P）

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

別途料金で
二次使用OK!

撮影した画像は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。



通常タイアップ（４ページ）

こだわりカップルの選択肢が増えた分だけ、その会場ごとの特徴がなければふたりの目にとまりません。
そこで、貴社ならではのセールスポイントが伝わるよう、通常タイアップページはこだわりカテゴリー別に掲載をいたします。

タイアップ４ページ料金 4P ￥500,000 ※消費税別途

「Wedding navi 11号」ホテルグランドアーク半蔵門様より

１２３４

例えば、
「料理にこだわる」

なら

「料理が美味しい会場」だと伝わる
よう料理を大きく掲載し、味わいや、
盛り付けなど、婚礼料理のこだわり
をしっかり訴求。

例えば、
「チャペルにこだわる」

なら

１２３４

「Wedding navi 11号」ホテルベルクラシック東京様より

「チャペル」のビジュアルを大きく
掲載し、チャペルの雰囲気や挙式
シーンで叶うことなど、セレモニー
の魅力をしっかり紹介。

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】

会場データ、見積り、navi
資料請求番号を掲載

広告
提案３



広告
提案４ 広告・タイアップ料金について

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

■広告料金

【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。

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



【WEB「Wedding navi.jp」のご案内】



.jp

雑誌「Wedding navi」の公式サイトとして、コンシェルジュのリアルな声や、最新情報が盛り沢山。ウエディングナビに届いた情報をいち早く
WEBユーザーに届けます。雑誌に広告掲載した会場は、無料でWEB掲載ができます。

WEB

ダンドリ、マネー

知りたい情報が

盛り沢山

コンシェルジュが

体験した

最新情報を公開！

参加してほしい

フェア情報

プレ花嫁が

気になる特集を

随時公開

北海道から、九州まで
全国の式場を簡単検索！

約700会場が掲載され
ふたりにぴったりの会場が見つかる。

全国の結婚式場

ホテル、レストラン

ゲストハウスを

簡単検索！



【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、新宿、有楽町、名古屋、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

新宿店 / 有楽町店 / 横浜店

横浜駅前店 /名古屋店

梅田店 / なんば店 / 京都店

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！

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。

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


