
『旅うらら』は、エリアの入口となる駅や

交通要所、ホテル、お店・施設、観光

案内所、旅行会社など 鎌倉・湘南

エリアを中心に設置・配布するほか、東

京・横浜など全国に発信しています。

『旅うららガイドMAP』は、鎌倉・湘南、横浜、小田原・箱

根で発行している観光フリーペーパーです。各エリアでお

すすめのお店・施設情報、季節のイベント情報や観光情

報、使いやすいMAPを1冊にまとめ、季節ごとに（年4回）

発行しています。回遊性を高めるための「スタンプラリー

（読者プレゼント）」も開催中です。

約830カ所
>>資料2-1、2-2、3-1、3-2、
　 　　 3-3、3-4、3-5、3-6、3-7 参照

配布場所

神奈川で3版を発行している
観光フリーペーパー

旅うららとは. . Webサイト

本誌に掲載できなかったリアルタイムな情報やおすすめ

メニュー、おすすめ商品なども掲載できる「ご紹介ペー

ジ」を作成します。電子BOOK内にもそのページへのリン

クを組み込んでいます。

発行スケジュールに合わせて原稿の
変更も可能です。

＞＞ 資料4、5-1、5-2、5-3 参照

電子BOOK付きポータルサイト
『旅うらら dot COM』

発行スケジュール

1. エリアごとの見やすい 7のMAP

2. おすすめのお店・施設情報

3. 観光情報や、季節のイベント情報

スマホでもスマホでもパソコンでもパソコンでも

さらに・・・さらに・・・

NEWS

>>資料6 参照

旅うららアプリも好評！

App Store、Google Playからダウン

ロードできる専用アプリも利用者数

をのばしています。

Vol.13 Winter（1月号） Vol.13 Autumn（10月号） Vol.12 Summer（7月号）

Vol.13 Spring（4月号）

10月 Autumn
1月 Winter

4月 Spring
7月 Summer

旅に便利な
MAP付き
ガイドブック！

発刊

発行部数

発行期間

体裁

2022年10月下旬

800,000部（予定）

1年間（4回発行）

A4判  36～40ページ

2022年10月、14年目を迎え

発行決定！Vo l .14

第1回      2022年10月下旬
第2回      2023年1月10日頃
第3回      2023年4月1日頃
第4回      2023年7月10日頃

お問い合わせはこちらまで 株式会社 ルーツ
〒158-0096  東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F
TEL.  03-5755-3918   FAX.  03-5755-3908

アクセスは
こちらから▼
アクセスは
こちらから▼

Instagram
Facebook 

随時更新！

旅うらら 検索検索

アプリ名



『旅うららガイドMAP』は、鎌倉・湘南、横浜、小田原・

箱根で発行している観光フリーペーパーです。各エリ

アでおすすめのお店・施設情報、季節のイベント情報

や観光情報、使いやすいMAPを1冊にまとめ、季節ご

とに（年4回）発行しています。回遊性を高めるための

「スタンプラリー（読者プレゼント）」も開催中です。

神奈川で3版を発行している観光フリーペーパー

旅うららとは. .

Webサイト ・ アプリ ・ SNS

発行スケジュール

1.  エリアごとの見やすい 7 の MAP

2 .  おすすめのお店・施設情報

3.  観光情報や、季節のイベント情報

>>資料6 参照旅うららアプリも好評！

旅うららの最新版電子BOOKをスマホやタブレットでも！

App Store、Google Playからダウンロードできる専用アプリも

利用者数をのばしています。

10月 Autumn
1月 Winter

4月 Spring

7月 Summer

第1回      2022年10月下旬
第2回      2023年1月10日頃
第3回      2023年4月1日頃
第4回      2023年7月10日頃

本誌に掲載できなかったリアルタイムな情報やおすすめメ

ニュー、おすすめ商品なども掲載できる「ご紹介ページ」を作成しま

す。電子BOOK内にもそのページへのリンクを組み込んでいます。

>>資料4、5-1、5-2、5-3 参照

電子BOOK付きポータルサイト
『旅うらら dot COM』

スマホでもスマホでもパソコンでもパソコンでも

アクセスは
こちらから▼
アクセスは
こちらから▼

随時更新！

『旅うらら』は、エリアの入口となる駅や交通要所、ホテル、お店・

施設、観光案内所、旅行会社など 鎌倉・湘南エリアを中心に設

置・配布するほか、東京・横浜など全国に発信しています。

約830カ所
>>資料2-1、2-2、3-1、3-2、
　 　　 3-3、3-4、3-5、3-6、3-7 参照

配布場所

発行スケジュールに合わせて原稿の変更も可能です。

Instagram ・Facebook にて
情報発信中！

旅うらら 検索検索アプリ名



応募者からのコメント例

● MAP（地図）が正確で見やすかった
● 地図、名所、名店がエリア別にまとまっていたのが良かった
● 写真も綺麗で情報がたくさん載っていて良かった
● 何度も訪れているが「旅うらら」を読んだら、行ってみたいところをたくさん発見しました
● 毎回「旅うらら」を利用しています 。最近はコラムなども充実していて楽しく読んでいます

◆ 配付期間
　　　2021年10月～2022年9月

◆発行部数　　　　　800,000  部

応募枚数　　　　  7,850  通
〈 2021年6月～2022年5月の12ヶ月間 〉

旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol.13

旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol.14
発行部数　 800,000  部

Stamp Rally

神奈川  40.5 %
東京 　  20 %
埼玉 　    8  %
千葉 　    6  %
山梨　     1  %
茨城　     1  %
栃木　  0.5 %
群馬　  0.5 %
長野　     1  %
新潟　  0.5 %
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■資料1■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol .13』 実績データ

関東甲信越
79 %

東海 7.5 %

近畿 4.5%
東北 3.5%

北陸 2%

中国 1%
九州 1.5%

四国／北海道／沖縄
1％以下

旅うらら鎌 倉・湘 南ガイド M A P 媒 体 概 要

 スタンプラリー　   （本誌表紙で開催中）による読者データ

応募男女比 応募者居住エリア

女性
75 %

男性
25 %



■資料2-1■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol .13』 配布場所実績

交通関連（駅・駐車場など）

JR（鎌倉駅・北鎌倉駅・大船駅・横浜駅・

　  大森駅・青梅駅・宇都宮駅※2022年10月より）

小田急（藤沢駅・片瀬江ノ島駅・鵠沼海岸駅）

江ノ電（江ノ島駅・藤沢駅・鎌倉駅・長谷駅）

湘南モノレール（大船駅・湘南江の島駅）

江の島エスカー

鎌倉レンタサイクル（鎌倉駅前店）

グリンハイヤー車内

江ノ島タクシー

オリックスレンタカー藤沢駅前店

大栄交通株式会社

横浜チャイナパーキング

海老名サービスエリア内 インフォメーション

足柄 上り線 サービスエリア内 コンシェルジュ

EXPASA談合坂

ＮＥＸＣＯ中日本

神奈川県道路公社 大仏前駐車場

〈鎌倉・湘南周辺〉　
鎌倉プリンスホテル
鎌倉パークホテル
ホテルニューカマクラ
ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ
WeBase鎌倉
IZA鎌倉
IZA江ノ島
かきや旅館
岩本楼
第一イン湘南
鎌倉あじさい荘

かいひん荘鎌倉
シャングリラ鶴岡
FUJISAWA HOTEL EN
KKRわかみや
御料理旅館 恵比寿屋
湘南クリスタルホテル
BREATH HOTEL
江の島ゲストハウス123
Hotel 鎌倉mori
ホテルメトロポリタン鎌倉
源ホテル鎌倉

〈横浜周辺〉　
ホテルニューグランド

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

横浜ロイヤルパークホテル
横浜ベイホテル東急
新横浜プリンスホテル
ローズホテル横浜
ラグナスイート新横浜
新横浜グレイスホテル
ホテルアソシア新横浜
新横浜フジビューホテル

東横イン新横浜駅前新館
東横イン横浜スタジアム前1
東横イン横浜関内
コートホテル新横浜
ホテルJALシティ関内横浜
ダイワロイネット横浜公園
グランドホテル神奈中平塚

〈東京周辺〉　
ホテルニューオータニ

ホテルオークラ東京

ザ・リッツカールトン東京

セルリアンタワー東急ホテル

ハイアットリージェンシー東京

インターコンチネンタル東京ベイ

ホテルメトロポリタン

グランドプリンスホテル新高輪

東京プリンスホテル

ザ・プリンスパークタワー東京

コートヤードマリオット
銀座東武ホテル

ANAインターコンチネンタル
ホテル東京

ヒルトン東京お台場

渋谷東急REIホテル

ホテル ザ セレスティン東京芝

グランドニッコー東京 台場

エクセルシティーホテル

ダイワロイネットホテル東京大崎

リッチモンドホテル東京目白

お茶の水イン

相鉄フレッサイン東京蒲田

景雲荘

ベストウェスタン東京西葛西

ホテル京阪東京四谷

ザ・ビー赤坂

〈千葉舞浜周辺〉　
ヒルトン東京ベイ

〈その他エリア〉　
大磯プリンスホテル

箱根吟遊

ホテルジャパン箱根

KKR箱根宮の下

ホテルビスタ海老名

東横 INN小田原東口

テトランゼ幕張稲毛海岸ホテル

スマイルホテル厚木

ホテルクニミ

新かどや

東京都庁全国PRコーナー

バスタ新宿 東京観光情報センター

東京シティアイ(KITTE丸の内)

東京都中央区観光情報センター

GINZA SIX観光案内所

都道府県会館(永田町駅地下通路)

神奈川県国際文化観光局
文化部観光企画課 

神奈川県観光協会

横浜観光コンベンション・ビューロー

横浜駅観光案内所

新横浜駅観光案内所

桜木町駅観光案内所

小田急トラベル箱根旅市場

そごう横浜コンシェルジュ

MEGAドン・キホーテ
港山下総本店内 観光案内所

藤沢市経済部観光課

藤沢市観光センター案内所

片瀬江ノ島観光案内所

湘南FUJISAWAコンシェルジュ

江の島観光案内所

鎌倉市市民活動部観光商工課

鎌倉商工会議所

鎌倉市観光協会

鎌倉市観光総合案内所

大和市イベント観光協会

公的機関・観光案内所 ホテル・旅館



■資料2-2■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP Vol .13』 配布場所実績

その他

※配布場所の納品スケジュール・部数は場所により異なります。
※青文字の場所は、鎌倉・湘南エリア以外の配布場所です。
※このリスト以外にも納品部数が小ロットのお店・ホテル等が、
　約100カ所あります。

その他（ルーツより配送）： 約 540 件                                                      2 0 2 2 . 6 . 2 7 現在
◆旅行代理店： 約90社　◆学校： 約50校　◆法人・個人・その他： 約400カ所

神社仏閣・文化施設・レジャー施設

鶴岡八幡宮
建長寺
浄智寺
明王院
鎌倉 覚園寺

計約830カ所設置・
配布場所は

葛原岡神社
長谷寺
小動神社
江島神社
清浄光寺（遊行寺）

鎌倉国宝館
一条恵観山荘
新江ノ島水族館
江の島シーキャンドル
鎌倉文学館

鎌倉彫会館
笹倉鉄平版画ミュージアム
鎌倉市川喜多映画記念館
鎌倉市鏑木清方記念美術館
鎌倉歴史文化交流館

稲村ヶ崎温泉
江の島ボウリングセンター
よこはまコスモワールド

神奈川フロンティア　　サンオータス（新横浜、藤沢）
鎌倉霊園　　リハビリテラスほろほろ　　一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院　　

飲食店・物販店・他

高座豚手づくりハム湘南六会店
まるわ食堂
鎌倉まめや長谷本店
Local Brand
OKASHI 0467
丸焼きたこせんべい長谷店
鎌倉 御代川
力餅屋
花見煎餅吾妻屋
鎌倉清雅堂
石渡源三郎商店
ヴィーナスカフェ
鎌倉季草庵
浅羽屋本店
レストランCARO
手づくり工房 一の蔵
竹や
AMANDANBLUE鎌倉
Cafe Luonto 
yukky zouri
そば処 竹扇
富士商会
博古堂
井上蒲鉾店本店
井上蒲鉾店小町店
鎌倉 紅谷八幡宮前本店
鎌倉こまち市場 風凛
日本料理 鯉之助
箸専門店和らく

箸専門店 和らく若宮大路店
鎌倉小川軒
鬼頭天薫堂
鎌倉六弥太
鎌倉まめや 小町通り店
そばや繁茂
鎌倉 山里
なかむら庵
季節料理あら珠
いも吉館 鎌倉本店
鎌倉 峰本 本店
鎌倉 峰本 小町通り店
バニヤンツリーコーヒーハウス
サムライソーセージ
腸詰屋 八幡宮前
鎌倉茶房 茶凜
着物レンタルかまくら今小路
鎌倉五郎本店
鎌倉はんこ
もとまちユニオン鎌倉店
鎌倉かつ亭あら珠総本店
レザーショップGasshu
白帆鎌倉
VACANCES
香月珈琲店
鎌倉いにしえにし
バウムクーヘン専門店MARUKO
マクドナルド鎌倉駅前
鎌倉肉の石川本店

Merci
自家焙煎珈琲ヲガタ
銀座古川
清水屋食料品店株式会社
甘味処鎌倉鎌倉小町通り店
カマクラおみや
はんなりいなり小町通り本店
腸詰屋 鎌倉小町
鎌倉 鉢の木
三日月堂 花仙
RAKU
くずきり みのわ
鎌倉彫金工房
鎌倉とも乃
アーティザンズ北鎌倉
Lino Drops Kamakura
リストランテ アマルフィイ
アマルフィイ デラセーラ
アマルフィイ カフェ
アマルフィイ ウノ
稲村亭
かきや
丸だい仙水
あさひ本店頂上店
江の島魚見亭
セレクトショップartigiano
池田丸
お蕎麦 結
池田丸 湘南しらす市場

フランス創作菓子 レ・シュー
江ノ島亭
Cafe Madu
とびっちょ
レッドロブスター江ノ島店
Cornology
さいか屋藤沢店
ファミリーマート ＦＣ鎌倉雪ノ下店
ファミリーマート ＦＣ鎌倉二の鳥居店
ローソン鎌倉名越店
明治地所（株）鎌倉駅前店
人力車　えびす屋
えの木てい（横浜）



東京都内・横浜市内

■資料3-1■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_1

そごう横浜店
コンシェルジュデスク

新横浜駅観光案内所

TERMINAL GINZA
（GINZA SIX 内） JR 大森駅中央口

中央区観光情報センター
（京橋エドグラン 内）

東京都庁 全国PRコーナー
神奈川県ラック

チャイナパーキング
（中華街 朝陽門 隣り）コートホテル新横浜 新横浜グレイスホテル ホテルアソシア新横浜

よこはまコスモワールド
インフォメーション

都道府県会館
( 永田町駅地下通路 )

新横浜プリンスホテル 新横浜フジビューホテル

神奈川県庁JR 青梅駅



海老名サービスエリア　コンシェルジュ 双葉サービスエリア　コンシェルジュ

駿河湾沼津サービスエリア　コンシェルジュ 清水パーキングエリア　コンシェルジュ

静岡サービスエリア　コンシェルジュ 談合坂サービスエリア　コンシェルジュ

サービスエリア・パーキングエリア

※サービスエリア・パーキングエリアは、
　ご要望の方にコンシェルジュが手渡しでお配りしています。

現地の観光地だけではなく、
多くの観光客が立ち寄るサービスエリアでも
たくさん配布しています！

■資料3-2■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_2



■資料3-3■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_3

観光案内所

鎌倉駅前観光案内所 鎌倉市商工会議所

江の島観光案内所

藤沢市観光センター

片瀬江ノ島観光案内所

湘南 FUJISAWA コンシェルジュ

さいか屋藤沢店インフォメーション



鶴岡八幡宮 建長寺 浄智寺① 受付

浄智寺② 御朱印所 長谷寺① 案内所 長谷寺② 観音堂内 

神奈川県道路公社 大仏前駐車場 明王院 葛原岡神社

小動神社 江島神社

■資料3-4■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_4

寺社



JR 北鎌倉駅 JR 大船駅

江ノ電 鎌倉駅① 江ノ電 鎌倉駅② 江ノ電 鎌倉駅③

江ノ電 長谷駅 江ノ電 江ノ島駅 江ノ電 藤沢駅

江ノ島エスカーのりば 小田急 藤沢駅 小田急 鵠沼海岸駅

小田急 片瀬江ノ島駅 湘南モノレール 大船駅 湘南モノレール 湘南江の島駅

JR 鎌倉駅（東口・西口）

■資料3-5■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_5

交通機関



■資料3-6■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_6

宿泊施設

岩本楼 湘南クリスタルホテルKKR 鎌倉わかみや鎌倉パークホテル

コンビニ・スーパー

ローソン 鎌倉名越店 もとまちユニオンファミリーマート 雪ノ下店
ファミリーマート
鎌倉二の鳥居店

店舗

鎌倉いにしえにし 腸詰屋八幡宮前三日月堂 花仙 Local Brand 

鎌倉 御代川 日本料理　鯉之助鎌倉紅谷 鎌倉五郎本店



■資料3-7■ 『旅うらら 鎌倉・湘南ガイドMAP』 配布場所例_7

鎌倉彫会館鎌倉かつ亭 あら珠 総本店いも吉館　鎌倉本店 季節料理 あら珠

石渡源三郎商店はんなりいなり本店

清水屋食料品店 鎌倉まめや 小町本店鎌倉 山里 鎌倉 峰本 本店

海産物 丸だい 江ノ島 魚見亭

たこせんべい あさひ本店頂上店甘味処鎌倉 小町通り店

とびっちょ  本店

店舗



タブレット／スマートフォン対応PC／タブレット／スマートフォン対応

■資料4■ WEBオプション（Webサイト『旅うらら dot  COM』）

＞＞資料 5-3 ＞＞資料 6

□ アクセス解析

□WEB サイト内    ‘クチコミ投稿 de プレゼント’ のアンケートによる解析（2021年6月～2022年5月 まで）

総ページビュー〈2021年6月～2022年5月の12ヶ月間〉   約3,785,000  pv
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞＞＞ 月平均ページビュー   約315,000  pv

Q. お住まいの都道府県は？ Q. 男性 or 女性？ Q. 生年は？（表は年代別）

Q. 『旅うらら ガイドMAP』はご存知ですか？ Yes  89 %     No  11 %

大阪 2.5 %

 その他 10 %
（1%未満）

千葉 3 %
埼玉 4%

愛知 2 %

静岡2.5 %

70歳以上 60代 50代 40代 30代 20代 19歳以下

■WEBサイトの主なユーザー

2.4%

10.2%

25.2%
26.9%

23.6%

7.1%
4.6%東京

23 %

神奈川
53 %

WEBオプション

WEBサイトご紹介ページ作成のほか、電子BOOK・アプリのオプションも付きます

電子BOO K 旅うららアプリ

女性
71 %

男性
29 %
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※掲載パターン「A」を除く
1ページ 年間 ¥ 30,000〈税別〉 

WEBサイト『旅うらら dot  COM』に1ページ、ご紹介
ページを作成します。ガイドマップに載せきれなかった詳し

い情報や写真が掲載可能です。

＞＞資料 5-1、5-2

ご
紹
介
ペ
ー
ジ
サ
ン
プ
ル
◀

App Store、Google Playで
無料ダウンロードできます。

旅うらら 検索検索



■資料5-1■ 『旅うらら dot  COM』　＊CONTENTS  ～お店・施設ページ～＊

お店・施設のお写真を
1枚ずつスライドさせ

大きく表示
・ ・ ・ ・ ・

掲載可能画像は10点まで。
キャプションも掲載可能。

・ ・ ・ ・ ・

ご紹介文スペース

基本情報スペース

カテゴリータグからの絞りこみ検索も可能

「マイリストに追加」で
お気に入りのスポットを保存できる！

クチコミ情報も続 ！々



■資料5-2■ 『旅うらら dot  COM』　＊各種情報発信について＊

旅うらら公式Instagramにて
情報発信いたします！

旅うらら公式アカウント
フォローも

お待ちしています！

▼記事作成にあたり、以下の情報ご支給をお願い致します。▼

※ユーザー層に合わせてカジュアルな文体にリライトし、絵文字を使用致します。
※作成した文章を投稿前にお送りしますので、チェックをお願い致します。

新商品やイベント情報など、
御社のPR記事を作成・発信します！

①画像　10点まで掲載可能です。
※掲載順もご指示いただければ対応可能です。

②掲載文章　箇条書き、ざっくりとした内容で構いません。

旅うらら dot  COM
イベントページ掲載情報募集中！

↑イベントページは
こちらからご覧いただけます。

▼掲載をご希望の方は、以下の情報ご支給をお願い致します。▼

※「旅うらら dot  COM」の文体に合わせ「です・ます」を使用しない
　文体にリライトいたします。

①画像　10点まで掲載可能です。
※掲載順もご指示いただければ対応可能です。

②プレスリリース or  掲載文章
箇条書き、ざっくりとした内容で構いません。

旅うらら dot  COMにて、イベント情報（キャンペーン、作品

展、企画展など）を掲載いたします。※1社につき、月1～2回

の配信に限定させていただきます。



「ダウンロードして見る」か
「サーバーに通信してすぐに見
る」か選べますが、急いでいな
い限りダウンロードした方が
オフライン環境でも閲覧で
き、最新版発行時に更新のお
知らせが届くので便利です。

iPad / iPhone / Android  スマートフォン・タブレット  各種対応

旅うららアプリとは・・・

■アプリをインストールしよう！

■アプリの設定／使い方

2.ガイドMAPを見る・使う

1.旅うららガイドMAP最新版をダウンロードする

MAP付き観光フリーマガジン 「旅うららガイドMAP（横浜、鎌倉・
湘南、小田原・箱根、神奈川英語版）」の最新号がチェックできるガイ
ドブックアプリ。各種イベント、おすすめのお店・施設の情報を、写
真・詳細情報、おすすめコメント付きでご紹介！ iPhone, iPad, 
Androidに対応、インストール無料。

旅うららアプリ

FREE
無料

アプリの使い方を確認できます

App Store、Google Playから「旅うらら」で検索して、
アプリをインストールしよう！

読みたいガイドMAPの表紙をタッチ！

ペンで書き込んで、旅先で
活用しよう！

「ダウンロードして見る」の
方が便利です！

＋
をタッチ

アプリ

旅
うら

らで
ラクラク情報収集♪

電子ブックになっているので、指を左右に
スライドしてページ送り・ページ戻し、拡
大・縮小しながらご覧いただけます。

さらにサブメニュー〈＋〉から「しおり」を挟んだ
り、「ペンで書き込み」をしたり、事前チェックを
反映させることもできます。

MY本棚
情報

をタッチ タッチ
！

新規ブック をタッチ

ダウンロードが
できたら、本棚
に並びます。

わからなくなったらこちらをチェック！

■資料6■ 旅うららアプリの使い方

旅うらら 検索検索
アプリ名

このアプリの使い方



旅うららがおすすめするお土産としてご紹介させていただきます。

【おすすめみやげオプション】

※上記イメージは小田原・箱根版のものです。実際の掲載サイズと異なります

おすすめみやげオプション 年間掲載料 ¥50,000〈税別〉 

※ 約50社限定

商品写真1点 ＋ 商品名・店舗名掲載内容

※掲載パターンA～Iのいずれかのお申し込みが必要です。（広告スペース・掲載料金参照）



¥25,000　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

¥50,000　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

《10月・1月・4月・7月》
¥87,500　  4回発行×

¥112,500　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

¥137,500　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

¥195,000　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

¥362,500　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

《10月・1月・4月・7月》
×¥337,500　  4回発行

《10月・1月・4月・7月》
¥215,000　  4回発行×

¥387,500　  4回発行×
《10月・1月・4月・7月》

○ 著作権は弊社に帰属します
○ 自社媒体で使用する場合は誓約書ご提出をお願いします
○ 他媒体で使用する場合、データ買取1カット10.000円

CPR ¥0.14

CPR ¥0.28

CPR ¥0.49

CPR ¥0.63

CPR ¥1.08

CPR ¥0.76

CPR ¥1.19

CPR ¥1.88

CPR ¥2.01

CPR ¥2.15

¥10,000
¥15,000

掲載サイズ・内容 年間掲載料

3カット（1回）

5カット（1回）
1時間～ 1時間 30分

カット数 撮影費 所要時間

広告デザイン費 Webオプション
（年間更新作業料含む）

※価格は全て税別　※CPR …一部にかかる広告宣伝費

掲載
パターン

WEBサイト掲載枠

地図上 所在地表記

広告枠 1枠
（W: 57×H: 44 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 2枠
（W: 57×H: 92 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 3枠
（W: 182×H: 44 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 4枠
（W: 119.5×H: 92 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 1/3P枠
（W: 182×H: 92 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 1/2P枠
（W: 182×H: 139 mm）

地図上 所在地表記

広告枠中面1ページ
（W: 210×H: 297 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 表2
（W: 210×H: 297 mm）

地図上 所在地表記

広告枠 表4
（W: 190×H: 250 mm）

地図上 所在地表記

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000

【ご紹介ページ】1ページ
    ¥30,000
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B C

E

ホテル

045-681-1841
C-1

海沿いにそびえ建つ
新館のタワーが目印！

昭和2年開業。マッカーサー元帥など多くの著名人も滞在
した横浜唯一のクラシックホテル。欧州の香り漂う本館
は、2Fロビーをはじめ館内の至る所に当時の趣を残す。

ホテルニューグランド

●横浜市中区山下町10●MM
線「元町・中華街」駅1番出口
から徒歩1分・JR「石川町」駅
か ら 徒 歩13分●IN/14:00 
OUT/12:00●駐車場あり（有
料/150台）●カード可●http://
www.hotel-newgrand.co.jp

カフェ

旧外国人居留地に今もその香りを漂わせて佇む純英国式の
洋館えの木てい。木製上げ下げ窓や暖炉、150年以上昔の
アンティーク家具など、古き良き横浜の雰囲気をそのまま
残したリビングでは、地元山手でもファンの多い手づくり
ケーキと香り高いコーヒーがいただける。ゆったりとした
気分で本場英国式アフタヌーンティーを体験してみては？

えの木てい

レジ

●横浜市中区山手町89-6●MM線「元町・中華街」駅6番出口から
徒歩7分●11:00～18:30（L.O.）●無休※年末年始除く●駐車場
あり（3台）●個室あり（要予約）●店内：26席、ガーデン：25席
●http://www.enokitei.jp

045-623-2288
E-4

山手の瀟酒な洋館で、ラ
ンチやスイーツを味わお
う。限定メニューもある2F
個室は、特別な日に！（要
予約・6名まで・2時間制
室料 2,000円（税別））

1927年に建築され、山
手に残る数少ない西洋
館のひとつ。1階 はカ
フェ、2階は個室とスイー
ツショップ。大切な人
と、優雅なひとときを過
ごしては。

　 ローストチキンとレタス、オニ
オン、トマト、きゅうりが入った「ロー
ストチキンサンド  750円（税別）」。

　なめらかな口どけのショコ
ラケーキ「山手西洋館めぐり  
4個入り：1,050円（税別）」。2F個室2F個室

濃厚なフレッシュバターと甘酸っぱいダークチェリーのバラ
ンスが絶妙！と全国から取り寄せが殺到している『チェリーサ
ンド  230円（税別）／1個』。売り切れ必須なので要予約！

E-1

オリジナルジュエリー

スタージュエリー元町本店

1946年横浜元町で創業し
た、人気ジュエリーブランドの
本店。70年以上受け継がれ
てきた、クラフトマンシップ
を大切に、国内で丁寧に作ら
れているジュエリーは長く愛

用したい輝き。本店近くには、自社工房「プレミアムワー
クショップ」や直営のカフェ＆ショコラティエもある。

●中区元町1-24●MM線「元町・
中華街」駅元町口から徒歩1分・
JR「石川町」駅南口から徒歩10分
●11:00～20:00●無休●駐車
場あり（提携）●カード可

（画像左）SV925 ホワイトトパーズ　18,360円
（画像右）K10YGシンセティックルビー　25,920円

日本で初めて本格的にピアスやピンキーリングを扱ったお店だけあ
って、バリエーション豊かなデザインが並ぶ。ギフトにもおすすめ！

星モチーフのダイヤモン
ドルース型の中で、ハー
トシェイプの石がゆれ動
く限定ネックレス。

ピアス＆ピンキーリング・・・Recommended Item・・・

＊2017元町本店・
　オンラインショップ
　限定商品

www.star-jewelry.com

045-641-0650
¥100,000

¥200,000

¥350,000

¥450,000

¥550,000

¥780,000

¥860,000

¥1,450,000

¥1,350,000

¥1,550,000

広告掲載パターン・掲載料金 広告サンプル《横浜版サンプル》　　　　　※サイズはすべて原寸大です。

※誌面広告枠のないタイプです。

フォーマット
有りのため

広告枠なし
のため

含まれて
います

フォーマット
有りのため

フォーマット
有りのため

【純広】 ¥30,000
【ペイパブ】 ¥60,000

【純広】 ¥30,000

【純広】 ¥20,000

【純広】 ¥10,000
フリーレイアウト（1回）

フリーレイアウト（1回）

フリーレイアウト（1回）

フリーレイアウト（1回）

フリーレイアウト（1回）

【純広】 ¥30,000

撮影費について

【純広】 ¥25,000
【ペイパブ】 ¥35,000

フリーレイアウト（1回）




