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2021年5月

『香港ブックフェア 2021』
連動タイアップ広告企画のご案内

ご担当者各位

訪日旅行解禁に向けて
今こそ動き出すチャンス！



香港ブックフェア 2021開催概要
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開催概要
・開催期間 2021年7月14日（水）～20日（火）
・開催場所 香港コンベンション＆エキシビションセンター
・主催 香港貿易発展局（HKTDC)
・2019年出展者 約686社
・2019年来場者数 のべ98万人
※2020年はコロナウィルス感染拡大により開催中止

香港ブックフェアは毎年来場者が約100万人にも上る、アジア最大級の書籍見本市（Ｂto
Ｃ）イベント。子供・若年層からシニア（ファミリー）層まで幅広い年代が来場し、ここ
数年は他国からの来場者も増えている。本来は書籍・雑誌の販売がメインで始まった見本
市だったが、現在は出版物周りのサービス（デジタル、文房具）や、日本を含む主要国が
パビリオンを形成し、文化や地域をPRする場として成長している。

2019年開催時の様子



ジャパンパビリオン・Japan Walker@HKブースについて
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◆ジャパンパビリオンについて
香港ブックフェアでは、2014年より国内の自治体、民間企業等が連携してジャパン・パビリオンを出展。
100万人の来場者に向けて日本文化を発信することを目的とし、地域の持つコンテンツのソフトパワーを軸として、文化と観光
情報をプロモーション。香港ウォーカ―もジャパンパビリオンの一員としてブース出展し、香港人に向けて情報を発信。
2019年ジャパン・パビリオン実績
・会場 5Fホール
・出展者 28団体
・主な出展者

JNTO、兵庫県、和歌山県、鳥取県、富山県＆長野県、羽田空港、
ドン・キホーテ、イトーヨーカ堂＆アリオ、KADOKAWAなど JNTO 羽田空港 KADOKAWA

①JapanWalker＠HK雑誌販売
6月15日売り最新号やバックナンバーの
販売を行います。例年、常時立ち読みす
る人が絶えず、売れ行きも好調です！

2019年の販売の様子

◆JapanWalker＠HKブース概要（ジャパンパビリオン内に1～2コマ出展予定）
②JapanWalker＠HK Web会員募集
2020年9月にオープンしたJapanWalker＠HK
Webサイトの新規会員募集を行います。

2019年ブックフェア
最新号

※上記施策は予定であり、変更となる場合があります。
※その他、ご協賛いただいたクライアント様のプロモーションを実施します。
※2020年8月より、香港ウォーカーからJapanWalker＠HKに名称変更しました。

③動画モニター放映
Japan Walker@HK Facebook動画
をブース内の共同モニターで放映し
ます。

イメージ
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香港人のアフターコロナの旅行意欲
制限が解除された後、すぐに（どのくらいで）海外での休暇を取ろうと思っていますか？
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※Yahoo!香港「Yahoo!民調（Yahoo!世論調査）」

香港人の訪日意欲は依然として高く、海外旅行解禁後には早い段階で
多くの方が日本に旅行することが想定されます！

コロナウイルス終息後、あなたはどこの国に旅行したいですか？

※ITE主催者調べ

可能な限り早く海外旅行したい人が約7割！

旅行先は日本がダントツで人気！



メディア・イベントタイアップ
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＜イベントタイアップ（例）＞

訪日旅行解禁後のインバウンド需要や、香港進出に向けた貴社商品・サービスの認知度向上など、
Japan Walker＠HKブースを活用し、来場者にダイレクトに訴求できる施策を実施できます

＜メディアタイアップ＞

JapanWalker＠HK
香港ブックフェア限定配布冊子

JapanWalker＠HK 
Facebook動画

サンプリング・タッチ＆トライ ゲーム体験・アプリDL PR動画放映

その他にも商品展示・入会促進・チラシ配布・アンケート実施なども実施可能です

JapanWalker＠HK 
Webサイト



【台湾】セットプラン
◆香港ブックフェア限定配布冊子について
※会場内のJapanWalker＠HKブースで限定配布される冊子となります。
※配布部数は5,000部となります。
※タイアップ記事の取材はございません。素材をご提供頂き、作成させて頂きます。
※香港ブックフェア限定配布冊子はタイアップ3ページ以上（全クライアント様合わせた合計）で成立します。

それ以下の場合、クライアント様単独チラシとなります。
◆Web記事・Facebook記事について
※香港ブックフェア限定配布冊子タイアップページから流用掲載します。
※Web記事は3000PV保証いたします。
◆Japan Walker@HKFacebook動画について
※Facebook動画は取材を行います。旅費・取材経費は別途頂戴します（取材は1エリアのみとなります）
※動画内容：レポーター起用オリジナル動画（長さ3分程度）
※Facebook動画は5万回再生保証いたします。
※制作のために1回打ち合わせを実施、絵コンテ確認はございません。
※動画修正は1回とさせていただきます。
※配信１ヵ月後に、レポートをご提出いたします。
※制作した動画の著作権は（株）KADOKAWAに帰属します。
※動画の二次使用（SNS、イベント、WEBサイト等）はYouTubeのURLを使用していただく形になります。
※香港ブックフェアではJapan Walker@HKブース内で他の動画も含めてループ上映をいたします。
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Japan Walker＠HK

定価（税別）香港ブックフェア
限定配布冊子
タイアップ記事

Web記事
+Facebook記事

Facebook動画
＋香港ブックフェア
ブースモニター放映

ブックフェア
限定配布冊子
＋Web

1P 各1本 ー 100万円

2P 各1本 ー 120万円

ブックフェア
限定配布冊子
+Web
+動画

1P 各1本 1本制作・配信 200万円

2P 各1本 1本制作・配信 220万円

お申込〆
5/31（月）

メディアタイアップ料金



■観光パンフレットなどの編集制作及び印刷 ： 100万円～
■チラシやノベルティグッズの制作 ： 60万円～
■アンケートの実施及び回収 ： 20万円～
■JapanWalker＠HKブースでのイベント（パネル制作、日替わりゲーム開催等）：50万円～
※ワークショップ、タッチ＆トライ、アプリDLなどは実施内容により料金が異なりますので、

詳しくはお問合せください。

▼チラシ制作

※上記金額はあくまでも参考となります。実施内容によってご相談させてください。
※ご出稿件数が規定数に達した場合、本企画は実施いたします。
※防疫対策の観点から、一度に大人数を集める施策は実施できません。

【オプション】イベントタイアップ料金

お申込〆
5/31（月）
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＜ITE（香港國際旅遊展）概要＞
旅好きの香港人が集まる、香港で最大の国際旅行見本市！
■開催期間 2021年7月29日(木)～8月1日(日)
※7月29日-30日：業界日 7月31日-8月1日：一般公開日
※当初開催予定日2021年6月17-20日から日程変更
■開催場所 香港コンベンション＆エキシビションセンター
■来場者数 73,665人（2019年実績）
※2020年はコロナウィルス感染拡大防止の為開催中止

JapanWalker＠HKブース
■出展スペース 1コマ（3×3m）
■実施施策 本誌販売、Web会員募集等

2019年開催時JapanWalker＠HKブース

イベントタイアップオプション
同月開催のITE（香港國際旅遊展）にもJapan Walker＠HKはブース出展します。
ブックフェアとITE併せたプロモーションの実施も可能ですのでお問合せください。



【オプション】オンラインプラン
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■オンライン視察
日本にいるクライアント様とITE会場をオンラインで繋ぎ、会場を視察いただけます。
タイアップご出稿いただいたクライアント様と実施させていただきます。
■オンラインセールスコール（ITE会場外）
日本のクライアント様と香港現地の旅行会社等関係者をお繋ぎし、
セールスコール実施可能です。実施料金はお問合せください。
■オンラインセミナー・座談会（ITE会場外）
オンラインセミナーや読者等を集めた座談会を実施し、
リアルタイムでコミュニケーションを取っていただけます。
実施料金はお問合せください。

▼オンライン視察

▼オンラインセールスコール

実施例

▼オンラインセミナー ▼座談会

現地に行かなくても実施できるオンラインプランもご用意しています。お気軽にお問合せください。

※上記以外のオンライン施策もご要望に応じて実施可能ですのでご相談ください。

お申込〆
5/31（月）



媒体：Japan Walker＠HK 香港ブックフェア限定配布冊子
判型：A4変型レター判（天地270mm×左右200mm）
体裁：４P以上

中綴じ
4色カラー

配布：香港ブックフェア開催期間中、
JapanWalker＠HKブース内にて配布

部数：5,000部(予定)
内容：ご出稿いただきましたタイアップ記事を掲載します。
※ Japan Walker＠HK 香港ブックフェア限定配布冊子は
タイアップ記事3ぺージ以上（全クライアント様合わせた
合計）で成立します。それ以下の場合、クライアント様単
独チラシとなる場合があります。

Japan Walker@HK 香港ブックフェア限定配布冊子 媒体概要

会場配布イメージ
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表紙イメージ
タイアップ記事イメージ



Japan Walker＠HK Webサイト 媒体概要
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2020年9月スタート！Japan Walker@HK Webサイト
香港人編集者目線で日本の旅行・グルメ・
ライフスタイル・話題のニュースなど毎日配信中

●月間PV（サイト合計）：380,000
●更新頻度：毎日
●表記言語：中国語[繁体字広東語]
●運営：香港角川有限公司

＜旅行＞

＜グルメ＞

＜ライフスタイル＞



＜動画例＞

＜リーチ数：236,202＞
＜再生数：90,910＞
＜いいね！：2,684＞
＜コメント：368＞
＜シェア： 702＞

【成田アニメデッキ】

【手荷物検査】

●フォロワー数 191,224人
●いいね数 181,348人
（日本人口換算：257万人）
●更新頻度 毎日
●表記言語 中国語[繁体字広東語]
●運営 香港角川有限公司

女性
64.6%

男性
35.4%

＜フォロワー属性＞

男性女性

男女比はほぼ35：65で、女性
フォロワーが多い。ボリューム
ゾーンは10代後半から20代。
SNS世代となります。

現地目線で日本のオモシロ情報を動画で配信中！
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Japan Walker＠HK Facebook 媒体概要

香港ウォーカーFacebook動画の特徴

＜リーチ数：261,596＞
＜再生数：128,678＞
＜いいね！：1,810＞
＜コメント：430＞
＜シェア： 1,494＞

①香港人目線…日本在住香港人ならではの観点で
「面白い」と思う動画を制作

②レポーター起用…レポーターが実際に体験すること
でリアルな情報をお届け

③豊富なジャンル…定番のみではなく、多様な
ジャンルの配信で多方面からの
ファンを獲得！
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株式会社KADOKAWA
□グローバルマーケティング室 050-1744-1891

□ビジネスプロデュース局
■東京オフィス 03-3238-8421 
■東海オフィス 052-856-3387
■関西オフィス 050-1742-5974
■九州オフィス 050-1745-5995

▼お申込・お問合わせ

その他、ご要望に合わせてカスタマイズすることも可能です。
お気軽にご相談ください。
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