
2021年3月吉日

MEDIA INFORMATION
媒体資料 2021年版



台湾におけるKADOKAWA事業
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台湾では以下4つの企業を設立し事業を展開しています。

【台湾角川】
出版事業
IP事業

イベント実施 etc

【BOOK WALKER】
電子書籍事業【WalkerMedia】

WEB・雑誌事業
インバウンド事業

【KADOKAWA
コンテンツアカデミー】
漫画専門学校

台湾での強み

20年を超える歴史
抜群の知名度と経験値

台湾でメディア事業を始めて22年。1999
年から22万冊以上の発行量を誇り、雑誌
だけでなくイベント、キャンペーンなどを経て、
TaipeiWalker、JapanWalker等といった
「Walker」ブランドは台湾の幅広い年齢層
に深く浸透しています。
その歴史と知識を培った
現地編集スタッフが現
地目線で厳選した情報
を編集、お届けします。

月間1,500万PV
WEB事業の強化・展開

WalkerMediaが運営するWalker、
JapanWalkerは総月間PV1,500万を超
える、お出かけ情報サイト。日々、台湾や日
本の最新情報を投稿しています。
Alexaランキング
ではGoogleを含
む全てのサイトの中
で50位にランクイン
しています。

旅行好き&日本好きな読者
リピーター&潜在層に訴求

80%以上が訪日リピーターの台湾人。
親日である台湾は日系企業も多く進出、
TVや生活の中にも日本文化が浸透してお
り、日本に対する親和性が他国に比べて大
きく高くなってます。
WEBサイト・雑誌・イベント等を通じて、行き
先が決まった人、決まっていない人、そして
もちろんリピーターへの方へ向けて情報を発
信しています。

【インバウンド】
Walkerブランド

の展開



1．JapanWalker WEB
日本情報サイトを活用したPR施策
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1．Walker WEBメディア 媒体概要
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両サイトとも多くの会員（登録無料）が旅行やグルメ等についてオリジナル記事を投稿。
1,000名を超える提携ブロガーとの連携が可能！

〈日本旅行&日本情報メディア〉〈台湾No.1お出かけ&生活情報メディア〉

<月間PV>
約15,000,000

<月間UU>
約6,000,000

<Facebook>
フォロワー数
313,372人
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<月間PV>
約560,000

<月間UU>
約307,000

<Facebook>
フォロワー数
80,748人
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AlexaがPV数・UU数を元にランキングした「Alexaランキング」において、

連携

提携ブロガー

WEB&SNS&雑誌&ブロガーを連携し一括プロモーションが可能

台湾全サイト中
Alexaランキング50位

台湾向け訪日旅行サイト中
Alexaランキング1位

連携

Google
等含む!



オリジナルPR記事で日本に興味を持つ台湾人に情報発信が可能

②FBポストから誘導

掲載デバイス PC・SP

PR記事・FB投稿（誘導） 1本・1回

取材有無 無（ご希望の場合は別途お見積もり）

申込期限 掲載日前14営業日

レポート項目 PR記事PV数（掲載後1ヶ月）

※PV数は想定値でお約束するもの
ではございません。

※取材やモデル起用などの場合は別
途お見積りとなります。

※記事誘導のため、バナー等を設置
する場合がございます。位置及び
クリエイティブは弊社に一任いただ
きます。

1.1 タイアップ記事：オリジナルPR記事（JapanWalker）

TOPページ

記事ページ

PR記事
写真10枚

1500文字～
2000文字程度

PRコンテンツ
詳細情報

外部リンク

TOPページ Facebook
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35万円
（税抜）

50万円
（税抜）

3000PV 5,000PV

<記事掲載仕様> <想定PV数&費用>
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雑誌本文頁 WEB記事 FB 料金（税抜） 期間 想定PV数 その他

１頁
284×210mm

1本 1回 100万円 - 3,000
動画の埋め込みも可能です。
※ご提供素材

TaipeiWalker（雑誌）へ掲載した内容をJapanWalker WEBサイト+Facebookでも配信！

長期的にJapanWalker WEBサイト上でPRが可能
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TaiepiWalker掲載 雑誌コンテンツ
流用+掲載

誌面流用

FB拡散・誘導

【フォロワー数】
79,726人

1.2 雑誌+WEBタイアップ記事（TaipeiWalker×JapanWalker）



複数記事を1つの特集ページにまとめボリューム感をUP！

1.3 特集ページの制作（オリジナルPR記事+既存記事）

特集
コーナー

バナー
誘導

バナー
誘導

Japan Walker TOP ページ

1.記事を特集ページへ格納
TOPページ、バナー等から誘導

2.貴社特集ページ TOP

キービジュアル

【記事一覧】
オリジナル記事

×5本
+

既存記事
3～5本

※特集ページへはWalker・
JapanWalkerの複数バナーを使い誘導
します。バナー位置はご一任いただきます。

3.各記事ページ

概要説明

Walker TOPページ

※誘導期間終了後もまとめページはWalker内に継続して掲載い
たします。

※PV数は想定値でお約束するものではございません。
※取材やモデル起用などの場合は別途お見積りとなります。
※誘導枠の設置位置は弊社にお任せ頂きます。
また、誘導枠のクリエイティブは、記事内素材を活用し、
当社にて制作いたします。

項目 内容

掲載内容

1.キービジュアル制作
2.WEB記事作成*5本
3.BLOGGER記事（既存）*3～5本
4.バナー誘導（複数・14日間）
5.FB掲載*5回

料金（税抜） 2,800,000円～

掲載デバイス PC・SP

記事・FB投稿
（誘導）

5本・5回

バナー誘導期間 14日間

取材有無 無（ご希望の場合は別途お見積もり）

申込期限 掲載日前2か月

想定PV数 5,000PV/本

レポート項目 PR記事PV数

PR記事
写真10枚

1500文字～
2000文字

PRコンテンツ
詳細情報

外部リンク

キービジュアル サンプル
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プラン１：料金 650,000円（税抜） プラン２：料金 1,500,000円（税抜）

設問数 5問 設問数 ～20問

サンプル数 50 サンプル数 500

掲載内容

・記事1本（想定PV数5,000)
・プレゼント抽選付きアンケート実施
（Google form）
・Facebook誘導1回
※プレゼントはご提供ください。

掲載内容

・記事1本（想定PV数13,000)
・プレゼント抽選付きアンケート実施
（Google form）
・Walker会員へメルマガ配信1回
・Facebook誘導2回
※プレゼントはご提供ください。

掲載デバイス PC・SP

アンケート期間 2週間～3週間

取材有無 無（ご希望の場合は別途お見積もり）

申込期限 掲載日前1.5ヶ月

レポート項目 PR記事PV数、アンケート集計及び分析結果報告

読者の生の意見をフィードバック

記事中にアンケート（Google form）を設置し、記事を読ん
だ前後での意識変化を調査いたします。
実施後は、結果を集計し内容を分析の上レポートとして提出い
たします。読者に直接意見を聞く事ができ、次回のPR方法や商
品改善の一助としてお使いいただく事が可能です。

リンク

1.4 ブランドリフト調査
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JapanWalker 数量 想定数値 概要 料金（税抜）

WEBサイトのみ 1 3000PV
・画像～10枚まで
・記事1500文字～2000文字で構成 350,000円

WEB+Facebook

梅 1 5000PV/本
【WEB】
・画像～10枚まで
・記事1500文字～2000文字で構成
【FB】
1.画像と記事で構成
2.JPG画像3枚
3.100文字程度

500,000円

竹 3 5000PV/本 1,350,000円

松 5 5000PV/本 2,000,000円

WEB+Facebook＋雑誌 １ 3000PV/本
TaipeiWalker 1P掲載 +JapanWalker WEB1回
Facebook投稿1回

1,000,000円

【オプション1】
Walker 
特集ページ作成
（御社専用）

1 5000PV/本

1.キービジュアル制作
2.WEB記事作成*5本
3.BLOGGER記事（既存）*3～5本
4.バナー誘導（複数・14日間）
5.FB掲載*5回
※素材はご提供いただきます。

2,800,000円

【オプション2】
ブランドリフト調査

1 50サンプル

・記事1本（想定PV数5,000)
・プレゼント抽選付きアンケート実施（Google form）
：サンプル数50 / 設問数5問
・Facebook誘導1回

650,000円

1 500サンプル

・記事1本（想定PV数13,000)
・プレゼント抽選付きアンケート実施（Google form）
：サンプル数：500 / 設問数20問程度
・Walker会員へメルマガ配信1回
・Facebook誘導2回

1,500,000円

1．JapanWalker料金まとめ（WEB）

※取材をご希望の場合は別途お見積り



2．Walker
台湾お出かけ情報サイトを活用した現地PR施策
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オリジナルPR記事で台湾域内でのイベントやキャンペーン連動の情報発信が可能

掲載デバイス PC・SP

PR記事・FB投稿（誘導） 1本・1回

取材有無 無（ご希望の場合は別途お見積もり）

申込期限 掲載日前10営業日

レポート項目 PR記事PV数（掲載後1カ月後）

※PV数は想定値でお約束するもの
ではございません。

※取材やモデル起用などの場合は別
途お見積りとなります。

※記事誘導のため、バナー等を設置
する場合がございます。位置及び
クリエイティブは弊社に一任いただ
きます。

2. 1 タイアップ記事：オリジナルPR記事（Walker）

記事ページTOPページ Facebook
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35万円
（税抜）

50万円
（税抜）

3000PV 5,000PV

<記事掲載仕様> <想定PV数&費用>

動画
埋め込み

写真
～10枚

文章
タイトル

文章
1500文
字程度

850*550/ 
850*450

PRコンテンツ
詳細情報

外部リンク



<実施概要>
1. 参加者人数上限*10名（応募者数はこれに限らない）
2. バナー掲出 ※位置はご一任いただきます。
3．FB掲載*2回(応募+体験記事)
4．CLブランド案内文1本
5．体験商品案内文*1本
6．体験記事*10本
※2、4～6の素材はCLより提供して頂きます。
※体験記事の校正は事実関係の齟齬のチェックを除き弊社に一任いただきます。
※実施期間（参考）：募集期間2週間、記事制作期間2週間～

2. 2 Walker サンプル配布&記事拡散

商品サンプルやレストランの食事券などをWalker 会員（ブロガー）に提供し、体験記事を作
成、サイト内の口コミを醸成、拡散します。（人数制限あり）

概要

詳細

①ブランド・店舗案内 ②体験商品案内
③体験記事まとめ ④注意事項

① ② ③ ④

１.Walkerで参加者を募集

2. 応募者の中から当選者を発表、商品を郵送
当選者は記事を執筆・掲載（10記事）

拡大
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3.クーポン詳細ページでクーポンを配布
※配布方法はご相談ください。

2. 3 Walker 特典クーポン企画

台湾域内で使用可能なクーポン券をWalker会員に提供、商品理解及び誘客促進を図ります。

2.クーポン一覧ページへ

<実施概要>
１．商品案内文掲載（クーポン内容・注意事項等含む）
２．Walker バナー誘導：14日間

※バナー位置は弊社に一任いただきます。
３．FB掲載 2回
４．クーポン配布
例：クーポンコードを発行し店舗で使用いただく
※素材はCLよりご提供いただきます。
※クーポンの配布方法はご相談ください。
（デジタル・アナログ・全体フローなど）
※クーポン配布枚数上限はありませんが、郵送の場合
は別途費用がかかる場合がございます。

1.TOPページからクーポン一覧頁へ

① ②

①商品案内
商品の詳細情
報を通常の記
事と同様の形
式で掲載いた
します。

②クーポン内容・注意事項
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イベント等 数量 KPI 概要 料金（税抜）

オンライン講演会/試食会/
商談会など

1 要相談

・30人カスタマイズイベントの企画/宣伝/実行
・JapanWalker バナー 14天
※バナー広告はランダムに表示
※詳細は要ご相談

2,000,000円～

サンプル配布&記事 1 要相談
1.参加者から10名選出（目安）
2.入選された応募者より記事を作成して頂く。
3.5＆6の素材はCLより提供して頂く。

1,500,000円

クーポン企画 1 要相談

１．商品案内文掲載
２．Walker バナー誘導：14日間
３．FB掲載 2回
４．クーポン配布
※配布方法等は別途ご相談
※素材はCLより提供して頂く。

700,000円～

Walkerタイアップ 数量 KPI 概要 料金（税抜）

WEBサイトのみ 1 3000PV/本
・画像～10枚まで
・記事1500文字～2000文字で構成

300,000円

WEB+Facebook 1 5000PV/本

【FB】
1.画像と記事で構成
2.JPG画像3枚
3.100文字程度
【WEB】※要確認
・画像～10枚まで
・記事1500文字～2000文字で構成

500,000円

2．Walker料金まとめ（台湾現地でのPR施策）



WEB記事×動画制作・発信
「野球」 をフックにスポーツツーリズムを意識した記
事&動画を展開。JapanWalker特派員と台湾
でも人気の高い日本プロ野球団ビールガールがコラ
ボし現地を取材しエリアをPR

WEB記事×SNS×ブロガー招請
JapanWalkerが連携しているブロガーを招請
し、ショッピングモールを取材。
JapanWalker WEB 、SNS
（Facebook）、 そしてブロガー自身のWEB
サイトで記事を投稿しPRしました。

Facebook

JapanWalker Webサイト

JapanWalker 事例1

【参考】WEB施策展開事例
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JapanWalker 事例2 Walker 事例

◀WEB記事

動画▶

◀記事写真

ブロガーWebサイト

製麺メーカー×ファーストフードコラボキャ
ンペーンのPR
台湾のおでかけ情報サイト「Walker」で、
台湾域内での新商品プロモーションとして記
事を掲載。業界でも名を馳せる2社が新食
感のカップラーメンの記事配信は、10万PV
以上を獲得し、短時間で大きな話題となり
ました。



３．その他 WEB施策
・バナー広告
・WEBページの制作
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3. 1 Walker（WEB）バナー広告枠

記事ページ

掲載
期間

想定imp 仕様
料金(税
抜)

想定
CTR

①
30
日間

1,347,230
728x90 
(JPG)

500,000
円

0.07
%

②
30
日間

11,593,638

・728x90 
※JPG
※80KB以下
※ランダム5R

300,000
円

0.06
%

③
30
日間

1,397,575

336*280
※JPG
※80KB以下
※ランダム5R

250,000
円

0.24
%

①

③

②

※バナー制作費用含んでおりません。
制作を要望される場合は別途お見積りいたします。
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【過去事例】テーマパーク
JapanWalker内にオリジ
ナルサイトを構築。交通
情報、毎月のイベント情
報、KOLによるブログ掲載、
記事掲載、動画の配信
などを実施し、包括的且
つ長期的なプロモーション
を行いました。

3. 2 貴社専用WEBページの制作

Walker or JapanWalker内に用途に合わせて貴社特設ページorサイトを制作！同サイト内に制作する
ことで既存ユーザーを含めて効率的なプロモーションが可能です。ご希望に合わせご相談ください。

【導入】
動画+文

章

最新情
報

施設情
報

メニュー

ｃ

ｃ ｃ
ｃ
ｃ

ｃ
ｃ

交通、イベント
情報、記事等
を各ページで

発信

ｃ

ｃ

ｃ ｃ

ｃ ｃ

ｃ

長期オリジナルカスタムページ（長期的なPR） オリジナルキャンペーンページ（短期的なPR）

該当地域写真をWalker
ファンがこぞって投稿！

キャンペーン用特設サイトを制作&運営！集中的な知名度向上を
目的としたプロモーションに効果的にです。バナーや記事からキャン
ペーンページへ誘導し、テーマ性のある企画を実施します。

【過去事例】行政
景色やグルメ写真のSNS
への投稿とプレゼントキャ
ンペーンを実施。Walker
メディアのファンの参加も多
く、相対的な関連写真、
記事量がアップし拡散に
繋がりました。

記事の追加や動画の掲載など、ご要望に応じたカスタムサイトを制作し
長期的なプロモーションに貢献します。

ｃ ｃｃ

ｃｃ ｃｃ

ｃｃ
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4．TaipeiWalker（雑誌）
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【発行部数】10万部

【サイズ】A4変形型（ビニール包装）/ 284×210（mm）

【価格】 128元（約460円）

【発行日】毎月5日

【カラー】 オールカラー

【販売場所】コンビニエンスストア、書店、オンライン書店、電子書籍 等

4．TaipeiWalker（雑誌） 媒体概要

20

旅行好きの台湾人を満足させる情報誌
どの国・エリアよりも親日の台湾。
リピート率80%を超える日本旅行好きの台湾人が読むお出かけ情報誌TaipeiWalkerで、台湾人編集
者が独自目線で切り取った日本の最新情報を、特集として毎月掲載しています。

男：女＝４：６

男女
比率

属性

20～45歳
学生：社会人
＝ 35 : 65

年齢層

<日本特集ロゴ>
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■タイアップ広告 制作料金 ※取材に関する渡航費、宿泊費、日本での交通費など実費は別途かかります。

■純広告原稿 制作料金

■2誌セット料金（JapanWalker@HKへの流用掲載）

広告お申し込み 発売日の40日前

純広告データ締切日 発売日の20日前

■タイアップ広告 純広告お申し込みスケジュール

4．TaiepiWalker広告料金表（雑誌のみ）

※純広告の日本語原稿をご提供頂いた場合は、別途1言語につき、翻訳料金30,000円がかかります。
※二次使用される場合は別途費用がかかります。

広告スペース 料金 寸法

表４ 80万円 284×210㎜

表２ 60万円 284×210㎜

表３ 50万円 284×210㎜

本文１頁 50万円 284×210㎜

本文１頁 33万円（翻訳料金含む）

本文１頁 33万円（翻訳料金含む）

ヨコ1/4 6万円（翻訳料含む）

本文１頁 80万円

タイアップ制作 1頁 40万円（翻訳料含む）
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※Taipei Walkerと香港Walkerのセット料金になります。
※純広告で2誌掲載の場合、リサイズが必要となりますのでご注意ください。
※JapanWalker@HKの発行は年2回の予定となっております。流用掲載についてはご相談ください。



5．その他
・現地イベント施策
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5. イベント出展及び連動施策の実施

期間：2020/10/30（金）～11/2（月）
場所：南港展覧館一館 1F

■出展：30のエリア・国 ■出展ブース数：1,000ブース

2020ITF 台北國際旅展 出展 ダイジェスト版配布やキャンペーンを実施、WEB記事とも連動し反響を獲得！

◀ダイジェスト版
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2020年はコロナウィルスの影響により、実会場とオ

ンラインイベントの2本柱で実施され、3日間で

16.6万人と昨年の38.4万人に5割以上減の来

場者数でした。一方でオンラインで販売された旅行

商品やイベントは大いに盛り上がり、各社本イベン

トにおけるオンライン上の売上げは、昨年を大きく上

回りました。

イベント出展 実施内容：事例 壁紙、冊子、オリジナルグッズ、動画制作、会員獲得キャンペーン等、ご要望に応じて企画可能！

アンケート×ノベルティ

◀ご当地キャラを
使ったオリジナル
マスキングテープ

▲台湾現地の商品をサンプリン
グ、アンケートを実施。反響が良
く、複数回展開。
※サンプリングは原則、現地で
販売しているものが対象

オリジナルグッズを制作、アンケート
回答者にプレゼント

ご当地キャラ
を使った
オリジナル

A5ノート▶

アンケート×サンプリング 壁紙×動画放映 会員登録促進キャンペーン

アプリDLと会
員登録を目
的に、ゲーム
体験をフックに
したプレゼント
がキャンペーン
を実施。

FBいいね獲得キャンペーン×パンフレット配布

◀いいね!をした方への
プレゼント（カレンダー）
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お問合せ先

株式会社KADOKAWA
□グローバルマーケティング室
■グローバル企画開発課 050-1744-1891

□ビジネスプロデュース局
■東京・北海道担当 03-3238-8421
■東海オフィス 052-855-2561 
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■関西オフィス 050-1742-5974
■九州オフィス 050-1745-5995


