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［媒体概要］

■発行：年３回【3月・7月・11月】 ■創刊：2006年7月

■発行部数：５万部（首都圏） ■価格：本体700円＋税

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

成約率の高さと
客単価の高さ

『Hotel Wedding』は、「ゲストから“さすがね”と言われる結婚式」を
コンセプトに、感度の高い花嫁に向けてホテルウエディングの魅力を伝える
ワンランク上のウエディングマガジンです。
ホテルの魅力を表現できるこだわりの企画と美しい独自性溢れるビジュアルで、
本物志向のカップルに支持されています。
ウエディング以外にもホテルの魅力を伝え、ホテルを切り口にしたドレス＆
ビューティ、ギフト情報なども掲載しています。

2006年7月に創刊し、首都圏のホテルウエディング情報に特化した媒体として
確立し、2021年7月で創刊15年目を迎えました。ウエディングの情報だけで
なく、ロビー、客室、レストラン、働くスタッフなど、さまざまな角度から
ホテル本来の魅力を紹介して参りました。結婚式の後も、ふたりの人生のそば
にある大好きなホテルを見つけていただくヒントになればと思います。

ホテルの方々には、読者の「成約率の高さ」や「客単価の高さ」でも好評を
いただいています。
読んだ後に「結婚式をするなら、やっぱりホテル！」と思える雑誌です。

媒体コンセプトと読者属性について
媒体

について



Hotel Wedding公認花嫁

素敵な結婚式を叶えた卒花嫁さんと、結婚準備を楽しんでいるプレ花嫁さんで構成される
“Hotel Wedding 公認花嫁”がスタート！

編集部のスタッフとして、ウエディング情報はもちろんホテルの魅力も紹介しています。

首都圏＆関西の
100名の花嫁たちが活動！

【SNS】

ドレスコレクション
リポート

アフタヌーンティー
試食会参加

【雑載】

「Hotel Wedding」47 号
（2021年11月7日発売）

【WEB】

クリスマスケーキ
プレス発表会参加

その他、ウエディングフェアリポート、スパ体験、ウエディングメニュー試食会など、
ホテル様とのコラボ企画も予定しています。



【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

「Hotel Wedding 」49号（2022年7月15日発売）

編集企画内容

その他、ウエディング情報満載！

・人気アーティストがトレンド予測！ なりたい花嫁を叶えるヘア＆メイク

・美しい花嫁たちのリアルVoice！ パーフェクト花嫁になるビューティ大特集

・夢を叶えた卒花嫁の1日を密着レポ 7組のホテルウエディングストーリー

・お洒落に見せるコーデ術 チラ見せシューズ＆華やぎアクセサリー

・実力フラワーアーティストが提案 最旬ブーケ特集

・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

どうやって選べばいいの？

絶対喜ばれる婚礼料理の選び方
料理選びはふたりの結婚式を成功させる最大のファクター。王道のフレンチ、日本料理、中国料理、折衷料理…。

たくさんの美味しい選択肢から、ふたりにとってベストな料理を選ぶポイントをレクチャーします。

通常タイアップページリニューアル！

最新＆おすすめホテルウエディングニュース ※通常タイアップページの続きで、各ホテル２ページにて紹介

一押しのウエディングフェアやおすすめのプラン、リニューアルなどの最新情報や、ウエディングアイテムのトレンドなど、

ホテルが今もっとも打ち出したい最新情報を、見開きで大きく紹介します。

タイアップ

編集企画

ホテル

協力企画

1

ホテル

協力企画

2

「プール＆ジム」・「スパ」・「バー」・「レストラン」・「ルームサービス」

1泊2日で満喫する ホテルの楽しみ方
スマートにホテルを使いこなす初級～上級テクニックをプロがアドバイス。知れば知るほどおもしろい、ホテルの魅力に

ドはまり間違いなし。もっとホテルを好きになる特集です。

「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。



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」、「記念日に行きたい特別なレストラン」など、さまざまな企画を予定しています。

「Hotel Wedding 」50号（2022年11月7日発売）

編集企画内容

その他、ウエディング情報満載！

・プロの魔法でキレイになれる 人気ヘア＆メイクアーティストが教える 最旬スタイル

・華やかに艶やかに変身 お色直しにおすすめのカラードレス＆色打掛

・真似したい！取り入れたい！ 卒花嫁が選んだ成功アイテム全部見せます！

・夢を叶えた卒花嫁の1日を密着レポ 7組のホテルウエディングストーリー

・ポイントを押さえて段取りよくできる 手続き・届け出・もらえるお金 まるごとガイド

ホテルスタッフインタビュー

我がホテルの魅力 教えます！ ※各ホテル２ページにて紹介

ホテルの魅力といえば、スタッフ。総支配人、婚礼支配人、ウエディングプランナー、コンシェルジュ、シェフなど
計５名のスタッフに出演していただき、仕事への熱い情熱、こだわり、そしてホテルの魅力を語っていただく企画です。

リポータ続出！

絶対食べてほしい名物料理＆ご褒美・贈り物に最適なテイクアウト
レストランの顔ともいえる名物料理や、多くの人がはまっているスイーツの秘密や、納得のこだわりを紹介します。

これからホテルの顔となる、注目新メニューも同時に発表。

ホテル

協力企画

１

ホテル

協力企画

2



【タイアップ広告のご案内】



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。
タイアップ後には、ウエディングの注目情報にクローズアップ！ホテルのセールスポイントを訴求できます。

「Hotel Wedding」４９号（2022年7月発売号）
フォーマットタイアップが、さらにボリュームアップ！

フォーマット
タイアップ

タイアップ２P＋編集２P 合計４P構成 ￥600,000 ※消費税別途

見積り／データ／フェア情報

12タイアップ後に編集2ページがつきます



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＞ 巻頭ビジュアル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
提案１

巻頭ビジュアル企画 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 Wedding47号」
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ様

巻頭ビジュアル

１２３４５８ ７ ６

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４Ｐ ／ 5Ｐ

特別タイアップ

＜特別タイアップ／5つのポイント＞

１３４

広告
提案２

特別タイアップ企画 特別料金
4P ￥1,500,000 ／ 5P ￥1,700,000 ※消費税別途

「Hotel Wedding 37号」ドレスショップ ミーチェ様

「Hotel Wedding 42号」 グランド ハイアット 東京様

１２３４５

２

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）

4P

5P



別冊綴じ込み広告
提案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＞

ホテルニューオータニ
（B5／20P）

パレスホテル東京
（A4／24P）

The Okura Tokyo
（A4／24P）

＜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

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。

シャングリ・ラ ホテル 東京
（A4変形／20P）

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。



Hotel Wedding編集部がおすすめしたいホテルの６カテゴリー【料理】【ウエディングケーキ】【装花】【空間】【サービス】【景観】に
クローズアップして読者にわかりやすく紹介していきます。

＜体裁＞【左ページ】こだわり編集企画1P ＋ 【右ページ】貴社純広1P ＝ 2Ｐ

ホテルウエディングのこだわり企画広告
提案４

貴社純広＋こだわり編集 2P 特別料金 ￥100,000 ※消費税別途

Flower〔装花〕 Cake〔ケーキ〕 Cuisine〔料理〕

Service〔サービス〕Location〔景観〕 Space〔空間〕

【注意事項】
①タイアップ2P以上ご出稿のホテル様へのサービス企画となるため、こちらの企画だけのお申込みは受けておりません。
②同じカテゴリーを連続してお申し込みすることはできません。
③サービス企画のため年2回（3月・7月・11月の年3回のうち）までのエントリーとさせていただきます。
④年間でエントリーされ、キャンセルされる場合は、発売の3ヵ月前までにお申し出ください。



広告
提案7 純広料金について

■広告料金

■広告の問い合わせ

株式会社カレィジ

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6 アーバンセンター神田司町 2F TEL.03-6206-0524 FAX.03-6206-8140

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

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。

ＷＥＢ数字（月間平均）

ＰＶ数 約150,000／月間

ＵＵ数 約20,000／月間

ホテル情報量 No.１を
目指した

WEBサイトへ！

ホテルイベントや

ドレス、

ビューティ情報

ＨＷ公式

インスタ情報を

配信！

卒花嫁

ウエディング

リポートも公開

WEB

公認花嫁

活動リポート！

毎週更新！

注目されている

ホテルランキング



広告商品①（TOPページ）

巻頭特集 【A】

WEB 『Hotel Wedding』の
メインバナー

掲載費：
100,000円/1ヵ月
（バナー制作費含む）

※サイト内ホテル詳細ページに
リンクします。

但し、雑誌「Hotel Wedding」の
巻頭クライアント様は、
４ヵ月／100,000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＞

A

サイトＴＯＰページに露出を上げるバナーなどのオプション商品をご用意しています。

オプション
商品

Ｂ



会場詳細ページ【ベーシックプラン 月額5万円】

【ベーシックプラン掲載費】

・雑誌掲載ホテル様：2万円 ／ 1ヵ月

・ＷＥＢのみホテル様：30万円 ／ 6ヶ月間

※ＷＥＢのみは６ヵ月契約となります

先輩カップル

リポートが

チェックできる！

フォトギャラリー

掲載可能

公式HPへ

リンクあり

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。

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


