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■発行部数：6万部（全国） ■価格：本体1,100円（税込）

和婚に特化した
ウエディング雑誌

和婚に紐づく
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

媒体コンセプトと読者属性について
媒体

について

雑誌「日本の結婚式」は、日本の婚礼文化の歴史や伝統、しきたり、そして結婚式
の意味を、これから結婚式を挙げる読者へと伝えてまいります。

予想もしない様々な困難が訪れている今こそ、『日本の結婚式』
が人々が生きていく知恵であり、その文化を正しく、そして美し
く発信することが、私ども編集部の使命と感じています。

神社様、和婚が叶う会場様、和装を扱う衣裳店様、そして「和」を愛するすべての
皆さまと共に、誌面やWEBでしっかりと情報発信していきたいと思っております。
婚礼文化や伝統を守りながら、ユーザー視点にたったトレンドを取り込んで展開し
ていきます。

日本の婚礼の「今」を作っていらっしゃる皆様とご一緒に、「今」をカタチとして
残し、未来に繋ぐ新しい発想の媒体「日本の結婚式」を作っていきたいと思います
のでご協力の程よろしくお願い致します。



2022年9月29日「日本の結婚式」編集企画編集企画

日本の素晴らしい伝統衣裳・婚礼文化を、未来に繋いでいくために、
より美しく・意味のあるものとして伝えてきます。

全国神社仏閣ガイドBOOK【特別保存版】

全国の挙式が叶う、神社仏閣350社以上を紹介。ビジュアルもたっぷり紹介できる特集枠を設けました。改めて、神社やお寺で誓うこと

の大切さ、長い歴史を持つ寺社挙式の魅力をたっぷりお伝えいたします。

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。

36号
【9月】
特集 「和装」Photogenic Wedding

日本の伝統美を纏い、最高の瞬間を人生の宝物に

日本の民族衣裳であり、日本が世界に誇れる伝統美「着物」
前撮り、挙式、披露宴、後撮りなど、どんなタイミングであっても
結婚のタイミングで残しておきたいのが、白無垢や色打掛をまとった

日本の花嫁ならではの素敵な一枚。

最高に美しくて幸せな瞬間を残す「和装の写真」を特集します。
※次のページに巻頭特集の詳細をご案内致します。

人気
特集

全国各地にカップルから届いた花嫁実録リポート＆花嫁スナップ

伝統息づく美しい日本の結婚式を叶えた花嫁たちの、こだわりの1日を紹介。その土地その場所そのおふたりならではのすてきな和婚を

リポートします。また、素敵な和装をまとった花嫁たちのスナップも一挙紹介！

特別
付録

その他、巻頭とりおろしビジュアル、特別タイアップ、会場や衣裳、婚礼にまつわるアイテム紹介、和婚のことがよくわかるハウ
トゥー記事など

タイアップ広告

掲載の場合は

花嫁スナップ掲載枠ご用意



「和装」Photogenic Wedding 巻頭特別大特集・４0ページ予定編集企画

様々な角度から、婚礼写真撮影についてを大特集、徹底的に解説します。
婚礼業界では当たり前でも、プレ花嫁は知らないことがたくさん！ わかりやすく、美しい写真を残す方法をお伝えします。

撮影にかかわる皆様にも紙面に登場いただき、ご一緒に、プレ花嫁に撮影のポイントや貴社の魅力をお伝えしましょう！

※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。

１.撮影のスタイル

２.和装の選び方

３.ヘアメイクや
スタイリング

４.撮影のポイント
やNG集

５.写真の残し方

型物写真／スナップ写
真の違いを紹介。
スタジオ撮影、ロケー
ション撮影、和装の撮
影には、どういうスタ
イルがあってどんな良
さがあるのかを紹介し
ます。

和装撮影を彩る、きも
のの選び方をレクチャ
ー。和装の知識が学べ
て、色や柄や文様なを
自分のルーツやストー
リーに絡めて選ぶ楽し
さを伝えます。

きものに映えるヘアス
タイルや和装メイク、
組み合わせでがらりと
変わる和装のスタイリ
ング術などを紹介しま
す。

仕上がった写真でがっ
かりしないための、支
度の注意点や撮影中の
立ち位置、ゲストへの
配慮、インスタ用写真
の作り方など、撮影の
ポイントがよくわかる
知恵袋！

たくさん撮影したすて
きな写真の数々、デー
タのみで保管しておく
のはもったいない！
アルバムやアイテムな
ど写真の素敵な残し方
を紹介します。



【完全保存版】全国各地おすすめ和装撮影窓口紹介企画

WEB＆紙面連動・特別企画！ エリア代表１～3枠限定

編集
タイアップ企画

【特別掲載枠】WEB1年間・紙面1/2P ￥120,000 ※消費税別途

問合せフォーム

WEB 雑誌1/2P

【分割】月額1万円もOK 上記に月額１万円追加するとWEBに「ギャラリー・プラン・特徴紹介」も掲載

ショップ

基本情報

タイアップ広告

掲載の場合は無料

QRコード



特別付録
A５縦長サイズ「神社仏閣ガイドBOOK」

特別企画

神社やお寺での結婚式の素晴らしさを、より多くの方に伝えるために。

神社仏閣
ガイド
BOOK

全国神社仏閣の
挙式情報を
掲載！

花嫁が身近な神社やお寺で結婚式ができる！と知るきっかけになる「神社仏閣ガイドブック（小冊子）」を特別
付録として制作いたします。
神社仏閣関係者の皆様、一丸となって情報発信を
致しましょう！

A5変形縦長サイズの冊子を制作

神社仏閣
ガイド
BOOK

※制作協力費をいただけますと、無料の枠（1/5P）ではなく１Pの掲載、見本誌のご送付をさせていただきます。
提携会社様からのご出稿も可能です（神社やお寺様の確認が取れている場合に限ります）。

神社仏閣
無料枠

神社仏閣
特別枠

【神社仏閣ガイドBOOK特別掲載枠１P 】制作協力費 ￥10,000 ※消費税別途

タイアップ広告

掲載の場合は無料



【タイアップ広告のご案内】



和の婚礼の素晴らしさを徹底して提案する「日本の結婚式」の巻頭ビジュアル企画。

「編集部が提案する美しい和婚（神社挙式）」として、トレンド感のある花嫁、和の婚礼の素晴らしさ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 ＋ 神社の楽しみ方４P ＋ フォーマットタイアップ２Ｐ（もしくは純広２Ｐ） ＝１４Ｐ

巻頭ビジュアル特集

＜巻頭ビジュアル5つのポイント＞

広告
提案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（神社様の場合＋４P）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）

「日本の結婚式30号」 東郷神社・原宿 東郷記念館様 巻頭ビジュアル

１２３４５８ ７ ６

掲載
神社・会場

9101112

15号：日枝神社・日枝あかさか、16号：報徳二宮神社・報徳会館 17号：明治神宮・明治記念館 18号：ザ・キャピトルホテル東急 19号：乃木神社・乃木會館 20号：八芳園、21号：
ホテル雅叙園東京、22号：日枝神社・日枝あかさか、23号：乃木神社・乃木會館、24号：ホテル雅叙園東京、25号：東郷神社・原宿東郷記念館、26号：八芳園、2７号：ザ・リッツ・カー
ルトン東京、28号：大國魂神社・大國魂神社結婚式場、２９号：猿田彦神社、30号：下鴨神社/東郷神社・原宿東郷記念館、 31号：猿田彦神社/神田明神、33号：神田明神、34号：乃木神
社・乃木會館、35号：神田明神・つきじ治作

30号より企画が変更

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。

タイアップ広告
2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
は編集部にお任せ！

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。



特別タイアップ
広告
提案2

フリーフォーマットで、伝えたい貴社の魅力・内容をわかりやすく特集記事風にて掲載します。

特別タイアップ料金

２P￥700,000 / 4P￥1,200,000 / ６P￥1,600,000 ※消費税別途

「日本の結婚式31号」
ザ・キャピトルホテル 東急様

特別タイアップ

「日本の結婚式30号」
LST WEDDING様
特別タイアップ



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＞

Yumi Katsura
（A４変形／16P）

ホテルニューオータニ
（B5／24P）

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!

伊勢山ヒルズ
（A４変形／12P）

The Okura Tokyo
（A4／24P）

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。



高級感あふれるフォーマットと写真中心の構成で会場・商品の良さをアピールします。「儀式」「宴」「食」「文化」「衣」「美」というカテゴ
リに合わせてた貴社のセールスポイント訴求します。

フォーマットタイアップ
広告
提案4

フォーマットタイアップ料金

2P ￥600,000 / 4P￥1,000,000 ※消費税別途

※撮影が必要な場合には、別途お見積りさせていただきます

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】

基本データ.

「日本の結婚式 34号」
報徳二宮神社 報徳会館様

12＜体裁＞ フォーマット 2P ／4P



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。

広告
提案5 広告・タイアップ料金について

■広告料金

■広告の問い合わせ

株式会社カレィジ 「日本の結婚式」広告部

〒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



【WEB「日本の結婚式.com」のご案内】



.com

雑誌「日本の結婚式」の公式サイトとして、どのウエディングサイトよりも「神社の結婚式がよくわかる」、「和装が見れる」。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「日本の結婚式」、「〇〇神社 結婚式」、などで、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100,000／月間

ＵＵ数 約30,000／月間

WEB

１．神社を探す
「県名・神社・結婚式」
「〇〇神社 結婚式」
といったワード検索でも上位に表示。

神社挙式検討ユーザーに
リーチしています。

２．衣裳を探す

衣裳種別、色別で検索ができ、
ユーザーは、気に入った衣裳の画像をチェック。
衣裳・写真（ロケーション）から会場ページに
誘導することができます。

３．特集・実例記事

和装に関する記事や先輩カップル実例など、
ユーザーが知りたい和婚情報に、店舗や衣裳の
情報なども一緒に掲載致します。



３００社を超える神社・仏閣ページに、会場や店舗情報を掲載。神社・仏閣を閲覧するユーザーに、問い合わせ先として誘導します。

神社・仏閣ページから会場・店舗情報へ誘導します

会場・店舗ページへ

WEB .com

神社ページ



◆ベーシックプラン

雑誌「日本の結婚式」公式webについてWEB

ベーシックプラン（本誌掲載とセット）

1ヵ月¥20,000 （６ヵ月契約）

会場・店舗基本情報や特徴だけでなく
ページ内に、プランやフォトギャラリーを登録、
また、ニュースや、先輩カップル実例、和婚特集記事などが随時追加掲載できます。

神社・仏閣ページから会場・店舗情報のリンクが可能です
※１ショップ最大５社まで紐づき可能 ※プラン紐づきも複数社可能
※フォトギャラリーでは最大100社まで紐づきが可能

神社・仏閣導線プラン

1ヵ月¥30,000 （６ヵ月契約）

会場・店舗情報＋ プランやフォトギャラリー情報の掲載が可能です
近隣の神社ページの作成も可能！
※本誌掲載がない場合は、￥50,000（１か月）※6ヶ月～


