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『地球の歩き方』は個人旅行のバイブルともいうべきガイドブックシリー
ズを筆頭に、リゾートシリーズ、ムックなどを含め全230タイトル、年間
累計発行部数は800万部を誇るまでに至っています。さらに、インター
ネットを活用したトラベル情報のポータルサイト『地球の歩き方ホーム
ページ』を運営するなど、鮮度の高い“生きた”情報をお届けする旅行
情報メディアとして、“旅の楽しさ”を伝え続けています。

The Globe-Trotter Travel Guidebooks (Japanese title : Chikyu-no-Arukikata), 
are known as the bible of FIT (Foreign Independent Travel). Our list of 230    
titles, comprising nearly eight million books published every year, also 
includes Resort Series and Mooks, which are a series of entertainment-
focused travel guides, and more. We’ve also turned our attention to the 
Internet, using its unique services to promote physical communication for 
travel information. Being among the first to create a website, we continue 
to convey the joy in traveling, offering only the most recent travel 
information on a site we like to see as a traveler's first stop.

『地球の歩き方』の歴史は日本人旅行者の歴史と重なります。創刊時〈1979
年〉はパッケージ旅行ではない「自分で歩く旅」を志す人のために「いかに安く、
世界を旅するか」というコンセプトが受け入れられ、バックパッカーから支持
されました。やがて、一般にも自由旅行、個人旅行というマーケットが広がって
いき、本のコンセプトも「いかに安く」から「賢く、おトクに」に変化。
以来30余年、海外旅行者が一般化すると同時に旅のスタイルは多様化し
ました。周遊型、都市滞在、リゾート・・・・。『地球の歩き方』はそんな
旅行者のニーズに応え、「国別編」から「都市編」「目的別」にタイトル数を
増やすと同時に、さらなる個性的な旅を発信し続けています。

The history of the Globe-Trotter overlaps with the history of Japanese 
travelers.  When the first issue was published in 1979, its concept that 
suggested “world travel as cheaply as one could,” was heartily welcomed 
especially by backpackers.  Since then, self-planned travel by individuals came 
to be a widely approved concept by the general market.  Corresponding to 
such change, Globe-Trotter also shifted from straining on “cheap travel” to 
“smart and cost-saving travel.”
Travel styles have diversified as overseas travel became common over the past 
three decades.  Be it a round trip, city stay or a resort trip, Globe-Trotter has 
responded to the travelers’ needs by increasing the number of its issued titles 
by country, city and purpose, always continuing to provide information on 
more original and individualistic journeys.

F日本人海外旅行者数　Number of Japanese traveling abroad
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● 海外観光旅行自由化
● 第一次海外旅行ブーム

● ジャンボ・ジェット導入
● 第二次海外旅行ブーム

● 第一次オイルショック

● 第二次オイルショック

● 円高進行
● 第三次海外旅行ブーム

● 湾岸戦争

● 関西空港開港
● 史上最高の円高

● 9.11米国同時多発テロ

● SARS／イラク戦争

● 燃油サーチャージの高騰
● 新型インフルエンザ流行

P	地球の歩き方創刊（2タイトル）
	 The	first	issue	of	Globe-Trotter	Travel	Guidebook（2	titles）

P	地球の歩き方創刊10周年
	 10th	Anniversary	of	Globe-Trotter	Travel	Guidebook

P	地球の歩き方ホームページ開設
	 The	Launch	of	the	Globe-Trotter	Website

P	地球の歩き方創刊20周年
	 20th	Anniversary	of	Globe-Trotter	Travel	Guidebook

P『地球の歩き方』表紙デザインリニューアル
	 Renewal	of	the	cover	image
　
	 　
P	『地球の歩き方』MOOK「沖縄の歩き方」、「gem	STONE」シリーズ発売
	 The	Launch	of	Globe-Trotter's	magazine	book	version,	Okinawa-Trotter	and	"gem	STONE"	series

P	地球の歩き方創刊30周年
	 30th	Anniversary	of	Globe-Trotter	Travel	Guidebook
P	初のインバウンド媒体「GOOD	LUCK	TRIP」北海道版・東京版創刊
	 The	Launch	of	“GOOD	LUCK	TRIP”	Hokkaido/Tokyo,	The	First	Inbound	Media
P	新ガイド「aruco」シリーズ発刊
	 The	Launch	of	“aruco”	New	Guide	Series
P	新国内MOOK「Cheers!」シリーズ発刊
	 The	Launch	of	"Cheers!"	New	Domestic	Travel	Mook	Series

● Restriction on Overseas Travel Lifted
● 1st Overseas Travel Boom

● Inaugural Flight of Jumbo-jet
● 2nd Overseas Travel Boom

● 1st Oil Crisis

● 2nd Oil Crisis

● Appreciation of Japanese Yen
● 3rd Overseas Travel Boom

● Gulf War

● Kansai International Airport Opens
● Yen Rate Hits Historic Peak

● Attack of September 11 on the United States

● Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ／ Iraq War

● Skyrocketing fuel surcharge
● New-type influenza outbreak
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G L O B E - T R O T T E R  T R A V E L  G U I D E B O O K

Organizing
海外自由旅行の“すべて”が『地球の歩き方』にあります。
Globe-Trotter: All You Need to Know for Planning Overseas Travel. 

資料：法務省「出入国管理統計」　Source : Ministry of Justice “Statistics on Immigration Control”
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『地球の歩き方』は、
書店/海外旅行書コーナーの主役です。
全国の有力書店で平積みや「定棚」によって常備されています。旅行シーズン
には『地球の歩き方』が書店フェアの目玉にもなっています。

Globe-Trotter is the Main Player at Bookstores 
and Overseas Travel Guidebook Corners.
You can always find Globe-Trotter at major bookstores
throughout Japan. It’s also their highlight sales item
during the high travel season.

❶❷  芳林堂書店　高田馬場店 
 Horindo Shoten, Takadanobaba Store
❸ オリオン書房　ノルテ店 
 Orion Shobo Norte Store
❹ ブックストア談　浜松町店 
 Book Store Dan, Hamamatsucho Store  
❺❻ ブックファースト　新宿店 
 Book 1st, Shinjuku Store
❼ 丸善　日本橋店  
 Maruzen, Nihonbashi Store

❶

❹ ❺

❻

❼

❷

❸

海 外 旅 行 ガ イド の N o .１ ブ ラ ンド『   　         』
創刊以来約35年にわたり旅のトレンド･メーカーとして君臨し、
読者の信頼と圧倒的支持を得ています。
The Best-Selling Globe-Trotter Travel Guidebooks 
Respond to All Travel Needs for 35 Years.

History
海外自由旅行のマーケット拡大の歴史を
形成してきたのは『地球の歩き方』です。
Globe-Trotter: The Trendsetter in Do-It-Yourself 
Overseas Travel.
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E01 ドバイとアラビア半島の国々 Dubai / Arabian Peninsula
E02 エジプト Egypt
E03 イスタンブールとトルコの大地 Istanbul, Turkey
E04 ヨルダン　シリア　レバノン Jordan / Syria / Lebanon
E05 イスラエル Israel
E06 イラン Iran
E07 モロッコ Morocco
E08 チュニジア Tunisia
E09 東アフリカ　ウガンダ・エチオピア・ East Africa / Uganda, Ethiopia, 
 ケニア・タンザニア Kenya, Tanzania
E10 南アフリカ South Africa
E11 リビア Libya

●中近東＆アフリカ　現11タイトル
Middle	East	&	Africa:	11	Titles

A01 ヨーロッパ Europe
A02 イギリス The United Kingdom
A03 ロンドン London
A04 湖水地方＆スコットランド Lake District / Scotland
A05 アイルランド Ireland
A06 フランス France
A07 パリ＆近郊の町 Paris & î le de France
A08 南仏 / プロヴァンスと Province, 
 コート・ダジュール＆モナコ Cote d’Azur & Monaco
A09 イタリア Italy
A10 ローマ Rome
A11 ミラノ /  ヴェネツィアと湖水地方 Milan / Venice & Lake District
A12 フィレンツェとトスカーナ Florence & Toscany, Umbria Marche
A13 南イタリアとマルタ South Italy & Malta
A14 ドイツ Germany
A15 南ドイツ South Germany
A17 ウィーンとオーストリア Vienna & Austria
A18 スイス Switzerland
A19 オランダ / ベルギー / ルクセンブルク Benelux
A20 スペイン Spain
A21 マドリッド＆ Madrid & Castilla
 日帰りで行く世界遺産の町 
A22 バルセロナ＆近郊の町 Barcelona & Catalunya
 イビサ島・マヨルカ島 Ibiza, Mallorca
A23 ポルトガル Portugal
A24 ギリシアと Greece, 
 エーゲ海の島 ＆々キプロス Aegean Islands & Cyprus
A25 中欧 Central Europe
A26 チェコ / ポーランド / スロヴァキア Czech / Poland / Slovakia
A27 ハンガリー Hungary
A28 ブルガリア / ルーマニア Bulgaria / Romania
A29 北欧 Scandinavia
A30 バルトの国々 Baltic Countries
A31 ロシア Russia
A32 シベリア＆ Siberia / 
 シベリア鉄道とサハリン Siberian Railways & Sakhalin
A34 クロアチア / スロヴェニア Croatia / Slovenia

●ヨーロッパ　現32タイトル
Europe:	32	Titles

D17 タイ　 Thailand
D18 バンコク Bangkok
D19 マレーシア　ブルネイ Malaysia / Brunei
D20 シンガポール Singapore
D21 ベトナム Vietnam
D22 アンコール・ワットとカンボジア Angkor Wat & Cambodia
D23 ラオス Laos
D24 ミャンマー（ビルマ） Myanmar (Burma)
D25 インドネシア Indonesia
D26 バリ島 Bali
D27 フィリピン Philippines
D28 インド India
D29 ネパールとヒマラヤトレッキング Nepal & Himalaya Trekking
D30 スリランカ Sri Lanka
D31 ブータン Bhutan
D32 パキスタン Pakistan
D33 マカオ Macau
D34 釜山　慶州 Busan　Gyeongiu
D35 バングラデシュ Bangladesh

●アジア　現35タイトル
Asia:	35	Titles

B01 アメリカ U.S.A.
B02 アメリカ西海岸 West Coast U.S.A.
B03 ロスアンゼルス Los Angeles
B04 サンフランシスコ San Francisco 
B05 シアトル＆ポートランド Seattle & Portland
B06 ニューヨーク New York
B07 ボストン Boston
B08 ワシントン DC Washington, DC
B09 ラスベガス Las Vegas
B10 フロリダ Florida
B11 シカゴ Chicago
B12 アメリカ南部 U.S.A. South
B13 アメリカの国立公園 National Parks in U.S.A.
B14 テーマで旅するアメリカ U.S. Theme Journeys
B15 アラスカ Alaska
B16 カナダ　 Canada
B17 カナダ西部 Canada's West
B18 カナダ東部 Canada's East
B19 メキシコ Mexico
B20 中米 / グアテマラ　他 Central America / Guatemala etc.
B21 ブラジル Brazil
B22 アルゼンチン / チリ Argentina / Chile
B23 ペルー Peru
B24 キューバ＆カリブの島々 Cuba & Caribbean Islands
B25 アメリカ・ドライブ America Fly & Drive

●南北アメリカ　現25タイトル
The	Americas:	25	Titles

C01 ハワイⅠ Hawaii Ⅰ / Oahu
 （オアフ島＆ネイバーアイランド）　 
C02 ハワイⅡ Hawaii Ⅱ / Big Islands, Maui, Kauai, Molokai, Lanai
 （ハワイ・マウイ・カウアイ・モロカイ・ラナイ＆ホノルル） 
C03 サイパン Saipan
C04 グアム Guam
C05 タヒチ / イースター島 / クック諸島 Tahiti / Easter Island / Cook Islands
C06 フィジー / サモア / トンガ / ツバル / Fiji / Samoa / Tonga / Tuval / 
 ニウエ / ウォリス＆フトゥナ Niue / Wallise & Futuna

C07 ニューカレドニア / バヌアツ New Caledonia / Vanuatu
C08 モルディブ Maldives
C09 マダガスカル　モーリシャス　セイシェル Madagascar / Mauritius / Seychelles
C10 ニュージーランド New Zealand
C11 オーストラリア Australia
C12 ゴールドコースト＆ケアンズ Gold Coast & Cairns
C13 シドニー＆メルボルン Sydney ＆ Melbourne

●太平洋＆インド洋の島々、オセアニア　現13タイトル
The	Pacific,	Indian	Ocean	Islands	&	Oceania:	13	Titles

●色々なガイドブックが出ているがいつも「地球の歩き方」を長年参考にしているの
で見やすかったりで選んでいます。旅行を終えた後もコレクション的に本棚に、
何時ごろはここに行ったとか分かるので見て楽しんでいます。

●旅行ガイドブックの老舗的存在だし、情報の量と利用者の多さは信頼につながっ
ている。

●全世界の情報が揃っており、次回、別の旅先に行く場合でも同じコンセプト・視点
での情報を得られるため。

●世間一般的に、いちばん信頼されているから。海外旅行本といえば「地球の歩き方」
と自然に思っている。

■	知名度・実績・シリーズの豊富さ
●実績があって信頼できるから。無駄なページがあまり

なく、どのような目的の旅行にも柔軟に対応できる情
報が記載されている。

●ガイドブックとしては歴史があり、信頼がある。
●知名度があり、どのガイドブックよりも細部まで情報

が載っている。また、観光客があまり行かないような
国や地域のガイドもあるので助かる。

●知名度が高く、シリーズ、内容共に充実しているから。

● Though numerous guidebooks are available, I have been referring to the Globe-
Trotter for many years, and it also has an easy-to-see layout. Even after going on a 
trip, I line up each issue of the Globe-Trotter on my bookshelf like a collection, as a 
happy reminder of places I have been to.

● Because it’s a long-standing existence among all travel guidebooks, and its large 
information volume and numerous users have led to create their reliability.

● Because it features information around the world, and I can gain information on 
my next trip destination according to a consistent concept and viewpoint.

● Because it is generally accepted as the most reliable publication. You naturally think 
of Globe-Trotter when thinking of an overseas trip guidebook.

■ Fame, Good Performance and Rich Series
● Because it has good performance and is reliable. With hardly 

any useless page, it features information that can flexibly 
respond to any kind of travel.

● Because it has a long history as a guidebook, and is reliable.
● Because it’s well-known and features detailed information 

more than any other guidebook. It also is helpful for 
highlighting countries and areas that hardly any tourist goes. 

● Because it’s well-known, and has a full line of series with rich 
contents.

■調査概要
調査時期：2012年8月22日〜8月30日
調査方法：地球の歩き方ガイドブック購
入者の中から無作為に抽出した読者に
対して、オンラインでアンケート
配信数：27,495　有効回答数：1,562

●男性 Male／●女性 Female

■ Survey Outline
Period: Aug. 22–30, 2012
Method: On-line survey on randomly 
selected readers among the Globe-
Trotter Travel Guidebook purchasers
Distributed no.: 27,495
Effective no. of responses: 1,562

Readers’ Voices あなたが『地球の歩き方』ガイドブックを選ばれた理由は何ですか?
Why did you choose the Globe-Trotter Travel Guidebook?

（2012年9月現在）
(As of Sep. 2012)

Destination
世界を網羅する全116タイトルで“旅の楽しさ”を発信。
パッケージツアーから個人旅行まで、旅の個性化・多様化に応えています。
Offering 116 titles, our publications span the world and bring our readers the joy of travel. From package tours to 
FIT, we continue responding to the individualization and diversification trends in travel.

地 球 の 歩き 方 ガイドブック  発 行タイトルリスト
Globe-Trotter Travel Guidebook Tit le List

D01 中国 China
D02 上海 / 杭州・蘇州・水郷古鎮 Shanghai / Hangzhou, Suzhou & The Old Canal Towns
D03 北京 Beijing
D04 大連　瀋陽　ハルビン Dalian / Shenyang / Haerbin
D05 広州　アモイ　桂林 Guangzhou / Xiamen / Guilin
D06 成都　九寨溝　麗江 Chengdu / Jiuzhaigou / Lijiang
D07 西安　敦煌　ウルムチ Xi'an / Dun huang / Wulumuqi
D08 チベット Tibet
D09 香港 Hong Kong
D10 台湾 Taiwan
D11 台北 Taipei
D12 韓国 South Korea
D13 ソウル Seoul
D14 モンゴル Mongolia
D15 中央アジア　サマルカンドと
 シルクロードの国々 Central Asia Samarqand and Silk Road Countries
D16 東南アジア Southeast Asia



● Because it highlights the voices of many users, you can expect to hear the live 
voices of each locality. It also features a vast amount of information and is reliable.

● Because I can trust it since I have been using it for a long time. Featuring so much 
information, it is one step ahead of all other guidebooks.

● Because it features a large amount of information, is easy to read, and highlights 
various failure stories of other travelers as well.

● Because it is rich in rare (local) information, and conveys the opinions of actual 
travelers. This is important.

● Because it is easy to go over and handy to carry around. By conveying the voices 
of people who have actually been to the destination, I can prepare myself not only 
for good times but also for bad occasions or mishaps. 

Readers’ Voices
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GLOBE - TROTTER TRAVEL GUIDEBOOK

鮮度の高い、生きた情報を凝縮。
『地球の歩き方』ガイドブックが
最も売れている理由です。
The Concentration of Fresh, Appropriate Data ––
That’s Why the Globe-Trotter Travel Guidebook
Sells the Most.

P r o f i l eGuidebook  Series

Globe-Trotter
Travel
Guidebook

Our Fresh Editing Style Conveys the Joy of Travel Like a Live
Performance, Gaining Us a Massive and Committed Reader Base.
Why have we continued to gain unanimous support from our vast number of readers ever 
since our first issue? The reason lies in the fact that Globe-Trotter conveys the true voices of 
travel enjoyment from other readers in our pages. When we started, there were merely 
two titles. Today, our series offers over 116 titles spanning the entire globe, from popular 
destinations to hidden, unknown places. 
As the FIT trend setter and as the No. 1 brand among overseas travel guidebooks, Globe-
Trotter Travel Guidebook seeks to carefully respond to the ever-diversifying travel purposes 
and styles of our readers.

旅の楽しさをライブに伝える斬新な編集スタイルが、
読者の絶大な支持を獲得。
創刊当初から現在まで、多くの読者から絶大な支持を集めつづけている理由は、旅の楽しさ
を読者の生の声で伝える誌面構成にあります。わずか2タイトルから始まった当シリーズも、
今や116タイトルを超え、人気ディスティネーションから秘境の地まで世界をくまなくカバーし
ています。
FITトレンドを生みだした『地球の歩き方』は、海外旅行ガイドブックのNo.1ブランドとして、さ
らに多様化する目的や旅のスタイルへのきめ細かな対応を目指していきます。

トラベル・エージェント・
インデックスも設定

TRAVEL
AGENT
I N D E X

トラベル・エージェント・インデックスは旅行会社の広告特集ページ。
自分流の旅を、自分で探したい人の貴重な情報ソースです。

Now Offering an Index of Travel Agents
Our Travel Agent Index is a number of pages set aside for travel 
agency advertising. This is a vital source of information for the 
growing number of FITs who want to plan everything on their own.

高い精読率、
しかも長期間保存されます。
旅行準備から旅行中に、細部にわたって精読され、
しかも長期間保存されるため、広告媒体としての高
い評価を有しています。

Read Cover to Cover, and Kept for a 
Long Time.
Our guidebooks are carefully consulted from the 
planning stage to the actual trip itself. And because 
they are kept for a long time, they become a 
valuable advertising medium.

A5 variant

(135×210mm)

Full color (CMYK) + 2 color

A5変形

（135×210mm）

4色頁+2色頁

多彩な読者層を誇ります
トレンドメーカーである20歳代・30歳代の
女性を筆頭に、業務渡航の多い30歳代男
性、50歳代以上の熟年世代からも多くの支
持を得ています。性別・年齢を問わず、幅広
くバランスの取れた読者層を誇ります。

事前の情報収集に熱心です
旅先の検討時期から出発までの期間中ガイド
ブックをじっくり読み込み、事前に情報を蓄
積、旅先まで携行する読者がほとんどです。

  男女別年齢構成比
 Composition ratio by age
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50歳以上
Over 50s

40歳代
40s

30歳代
30s

20歳代
20s

10歳代
Teens

21.9%

23.7%

38.6%

15.6%

0.3%

13.6%

21.4%

37.3%

27.5%

0.2%

■女性
Female

■男性
Male

 職業
  Occupation

 世帯年収（2011年度）
 Household income (2011)

 ガイドブック購入時期
 When to buy a guidebook

Boasts a wide variety of readers
Read most by trend-setting women in their 20s and 30s, Globe-
Trotter is also well read by mature people over 50 years of age, 
as well as jet-set businessmen in their 30s. Regardless of sex or 
age, Globe-Trotter boasts a well-balanced, wide reader base.

They are keen on gathering information beforehand
Most readers go over the Globe-Trotter thoroughly from the 
stage of planning until departure, accumulate information, and 
take it with them to their travel destination.

■女性
 Female 50.6%
■男性
 Male  49.4%

■その他
　Others 12.4%

■専業主婦
　Housewives 11.9%

■学生
　Students 3.8%

■社会人
　Wage earners 71.8%

0 10 20 30%

0 10 20 30 40 50 60 70 80％

広告を含めた圧倒的な情報の量と
鮮度が高く評価されています。
客観的な編集方針により、世代や性別を超えた多
くのファンから「正直な」「信頼できる」情報として
評価を獲得。掲載される広告に対しても、高い信頼
が寄せられています。

Prestige Appeal for a Broad Spectrum.
Our readers, regardless of age or sex, value our 
information as being honest and trustworthy. Our 
advertisements are also accorded a high level of 
reliability among readers.

STie-up Advertorial Examples 
　タイアップ記事広告　掲載例

サントリー
Suntory

スコットランド編
On Scotland

A5変形｜A5 variant

4頁｜4 pages

4色頁｜Full color (CMYK) 

東芝
Toshiba

ニューヨーク編
On New York

A5変形｜A5 variant

2頁｜2 pages

4色頁｜Full color (CMYK) 

エミレーツ航空
Emirates Airlines

ドバイ編
On Dubai 

A5変形｜A5 variant

3頁｜3 pages

4色頁｜Full color (CMYK) 

 男女比
 Male-female composition

14.3%

21.2%

27.5%

19.1%

11.9%

4.1%

1.9%

67.2%

24.8%

3.1%

0.1%

4.3%

0.6%

■〜300万円未満
　Up to 3 million yen
■〜500万円未満
　Up to 5 million yen
■〜700万円未満
　Up to 7 million yen
■〜1000万円未満
　Up to 10 million yen
■〜1500万円未満
　Up to 15 million yen
■〜2000万円未満
　Up to 20 million yen
■2000万円以上
　Over  20 million yen

■計画時
　Upon planning
■手配終了後
　After reservation
■出発の数日前
　Several days before departure
■出発当日（空港など）
　On departure date（at the airport, etc.）
■未計画
　Unplanned
■その他＋不明
　Others

●利用者の投稿者が多く、現地の生の声が期待できる点。情報量が豊富であり、信頼
性がある点。

●昔から使っているので、安心感がある。情報量も多く、他社のガイドブックから抜き
んでている。

●情報量が多く、読みやすいし、色々な人の失敗談なども載っているから。
●レアな情報（現地情報）が豊富であり、実際のトラベラーの意見が掲載されている。

これは貴重です。
●とにかく見やすく、持ち運びが便利。実際に現地へ行った旅行者の声を載せている

ので、いいことばかりでなく気をつけるべき点を載せているので心構えができます。

■	情報量・情報の信頼性・安心感
●写真や地図が豊富で現地での旅行している情景を想像しやすい。行くのが楽し

みになるような本です。豆知識のようなものも載っているので勉強になるし、現
地のマイナスイメージも記載しているので安心。

●写真、記事、一般情報のバランスがよい。歴史とかも載っていて、読み応えがある。
●国の基本的な情報から始まり、細かい内容まで載せてあるので読み応えがあるか

ら。写真が豊富で見やすく、情報量が多い。旅行者の体験談を載せてあるのもよい。

■ Vast Amount of Information, Trustworthiness and Reliability
● Because the abundant photos and maps allow you to easily imagine yourself 

traveling there. It’s a publication that stimulates your joy of travel. Its travel tips 
are informative, and negative images of the locality are also very helpful.

● Because it has a good balance of photos, articles and general information. It also 
features the history, and is a good reading material.

● Because it is a worthy reading material that starts from the basic information on 
the country through to detailed information. Featuring many photos, it’s easy to 
go over. It also covers a vast amount of information, and is good for conveying 
the actual experience of the travelers who have been to each destination.

あなたが『地球の歩き方』ガイドブックを選ばれた理由は何ですか? Why did you choose the Globe-Trotter Travel Guidebook?

 一人当たりの旅行費用（旅行先おこづかいを除く）
 Travel fee per person (excl. pocket money)

旅行予算、おこづかい共にゆとりをもって
旅行代金については平均20万円前後＋旅先でのおこづかいは10万円
以上と、比較的多額の旅行予算を準備し、金銭的にもゆとりある海外
旅行をしています。

Ample travel fee and pocket money
Our readers tend to prepare a relatively large amount of travel budget: around 
200,000 yen for the travel fee + over 100,000 yen in pocket money. They have 
ample amount to spend at their destinations.

 旅行先でのおこづかい
 Possessed pocket money upon traveling

■〜3万円未満
　Up to 30,000 yen
■〜5万円未満
　Up to 50,000 yen
■〜10万円未満
　Up to 100,000 yen
■〜15万円未満
　Up to 150,000 yen
■〜20万円未満
　Up to 200,000 yen
■〜25万円未満
　Up to 250,000 yen
■〜30万円未満
　Up to 300,000 yen
■〜50万円未満
　Up to 500,000 yen
■50万円以上
　Over 500,000 yen0 5 10 15 20 25%

0 5 10 15 20 25 30％

平均 19.3万円
AVE. 193,000 YEN

≒$2,443(￥79/US$)

平均 11.25万円
AVE. 112,500 YEN

≒$1,424(￥79/US$)7.7%

19.9%

16.7%

13.3%

14.8%

6.9%

20.8%

■〜5万円未満
　Up to 50,000 yen
■〜10万円未満
　Up to 100,000 yen
■〜15万円未満
　Up to 150,000 yen
■〜20万円未満
　Up to 200,000 yen
■〜25万円未満
　Up to 250,000 yen
■〜30万円未満
　Up to 300,000 yen
■30万円以上
　Over 300,000 yen

4.0%

13.2%

26.4%

20.1%

12.6%

6.1%

5.3%

8.1%

4.2%



■ Easy-to-see maps and ample information on traffic means
● First, the maps are relatively easy to see. The guidebook itself is a good size to carry 

around and refer to upon walking. It also is rich in information of those who have 
actually been to the location, and the information upon preparation before departure is 
also useful.

● It has lots of maps. Ample information on transfer and transit ( I frequently refer the “Travel 
Preparation & Skills” pages) .Other people’s experiences are introduced, together with points of note.

● The maps are easy to carry around, and I use them by writing in my personal notes on 
the specific locations of the maps.

● It has easy-to-see maps, as well as a well-balanced volume of travel route information, 
shopping, hotels and comments of those who have been to each location. Compared to 
other guidebooks, most tourist spots are featured more, and the details are more accurate.

Readers’ Voices
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 渡航先での行動予定決定時期
 Period of deciding the action to take while traveling

■オプショナルツアー
　参加経験なし
　No experience in attending
　optional tours 14.7%

■どちらともいえない
　Can’t say either 25.8%

■出発前に決めていない
　Undecided before departure    16.9%

 ■出発前に決める

57.3% Before dept.
 ■渡航先

42.1% Destination

 ■国内

43.2% Domestic

 オプショナルツアー予約時期
 Optional tour reservation period

出発前に行動計画を立てて、現地で予約
旅行先での行動は、出発前に大体の予定を立てておき、現地に到着後、
事前計画をもとにオプショナルツアーなどの予約を行っています。

Plan before departure and reserve upon arrival
In terms of specific actions to take while traveling, our readers made a brief plan 
before departure. Upon arrival, they made actual reservations on their optional 
tours and so on that they had planned to go on in advance.

■調査概要 調査時期：2012年8月22日〜8月30日
 調査方法：地球の歩き方ガイドブック購入者の中から無作為に抽出した
 読者に対して、オンラインでアンケート
 配信数：27,495　有効回答数：1,562

■ Survey Outline Period: Aug. 22 – 30, 2012
 Method: On-line survey on randomly selected readers among
 the Globe-Trotter Travel Guidebook purchasers
 Distributed no.: 27,495  Effective no. of responses: 1,562

 海外旅行をきっかけに新規加入・購入・買い替えをしたアイテム
 Items newly subscribed for, purchased or rebought for traveling overseas

海外旅行は消費行動を高く喚起します
スーツケースを筆頭に、カメラや携帯電話などの電化製品、
衣料や化粧品などの身の周りの品まで、トータルな商品購入
を行っています。海外旅行は、日常では稀なブランドチェン
ジなどの消費行動の大きなきっかけとなっています。

Overseas travel drive high consumption
Starting with a suitcase, our readers tend to make a 
total purchase of commodities including such electric 
appliances as camera and cell phone, down to daily 
goods such as clothes and cosmetics. Overseas travel 
becomes a big trigger in driving dynamic consumption 
such as brand change that hardly ever occurs in daily 
life. 

■スーツケース&バッグ類
　Suitcase & bag
■カメラ＆デジタルカメラ
　Camera & digital camera
■衣類
　Clothes
■医薬品
　Medicine
■下着・肌着
　Underwear
■クレジットカード
　Credit card
■携帯電話
　Cell phone
■眼鏡・サングラス
　Glasses / sunglasses
■小型電化製品
　Small electric appliance
■化粧品類
　Cosmetics
■コンタクトレンズ
　Contact lenses
■靴
　Shoes
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広告も読者にとって貴重な情報ソースです
旅のメインとなるオプショナルツアーやショッピング、グルメ、ホテル
の情報も読者は役に立つ情報ソースとして捉えています。また約90％
の旅行先携帯率を誇る『地球の歩き方』は、現地での各種予約・申し
込みの参考書として大いに役立っています。

 ガイドブックにあると役立つ広告
 Handy and worthy ads in guidebooks

■わからない
　Don’t know 0.4%
■旅先による
　Depends on the travel destination 11.5%

■携帯しなかった
　Didn’t carry 1.5%

  ■携帯した

 86.7% Did carry

 『地球の歩き方』旅行先携帯率
 Globe-Trotter carrying rate upon traveling

■現地オプショナルツアー
　Local optional tour
■ホテル
　Hotel
■現地のショップ
　Local shop
■空港へのアクセス
　Access to airport
■レストラン
　Restaurant
■政府観光局
　Government tourist bureau
■国際電話・携帯電話
　International call・Cell phone
■旅行会社
　Travel agent
■エアライン
　Airline
■レンタカー
　Rent-a-car
■トラベルバッグ・グッズ（レンタル含む）
　Travelbag・goods ( Inc. Rental)

0 10 20 30 40 50 60％

 日頃の広告関心度
 Daily ad interest rate

■どちらともいえない
　Can’t say either 20.3%

■あまり見ない
　Don’t read carefully 9.1%

■ほとんど見ない
　Hardly never read 6.0%

 ■よく注意して見る

15.4% Read carefully

■どちらかといえば見る

49.2% Read relatively carefully

トレンドに敏感な読者が集中しています
新しい商品やサービスなどの情報をいち早くキャッチするため、日頃よ
り広告への興味を怠らない、流行に敏感な読者が半数以上を占めます。

High concentration of trend-savvy readers
Well over 50% of our readers are trend-savvy, checking out ads on a daily basis to 
catch the latest information on new products and services.

 広告を見る目的
 Purpose of reading an ad

■より良い商品を購入するために

　In order to purchase better products

■商品情報を得るため

　In order to acquire product info

■見ていると楽しい

　Because they are beautiful to see

■その他（その他＋不明）

　Others

■特に理由なし

　No specific reason

0 10 20 30 40 50％

Ads become a precious information source for readers
Our readers consider information on optional tours, shopping, restaurants and 
hotels vital. Boasting around a 90% carrying rate upon traveling, Globe-Trotter 
becomes the main reference material upon making various reservations and 
applications at the travel destination.

 旅行計画の立案時期と申込時期
 Planning/application period of a travel plan

Around one-month study period
from planning to application
Many planned for an overseas trip two months 
before departure, and most applied one month 
before departure. These conditions suggest that 
many readers made various reservations around 
one month before departure.

 旅行先決定に決め手となった情報
 Key to deciding the destination

ガイドブックが旅先決定の
最後の決め手となっています
インターネットの情報や「知人の
誘いや体験談」が注目される中で
も、ガイドブックが海外旅行先を
決定する際の最有力情報です。

Guidebooks become the key
in deciding the destination
Though referring to Internet information and 
“friends’ invitation or experience,” guidebooks 
become the most powerful information source 
when deciding the overseas travel destination.

2.6%
4.9%

6.1%
9.0%

19.4%
29.3%

22.7%
24.1%

21.0%
17.1%

15.2%
10.7%

13.1%
4.9%

旅行計画立案時期
Travel planning period
旅行申込時期
Travel application period
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計画してから申込まで、
検討期間はおよそ1ヶ月
海外旅行の計画立案でもっとも多い
のは出発2ヶ月前、申し込みは1ヶ月
前に集中。このことから多くの読者
がおよそ1ヶ月前に各種予約を行っ
ていることがうかがえます。
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■■出発1週間前
　1 wk. before dept. 
■■出発8日〜2週間前
　2 wks. - 8 days before dept.
■■出発15日〜1ヶ月前
　1 mo. - 15 days before dept.
■■出発2ヶ月前
　2 mo. before dept.
■■出発3ヶ月前
　3 mo. before dept.
■■出発4〜5ヶ月前
　4 - 5 mo. before dept.
■■出発6ヶ月以上前
　6 mo. or more before dept.

39.4%

22.3%

22.0%

9.0%

20.8%

11.4%

8.1%

1.1%

3.8%

5.9%

15.1%

■旅行ガイドブック
　Travel guidebooks
■知人の誘いや体験談
　Friends' invitation or experience
■インターネット
　Internet
■旅行代理店
　Tour agents
■前回旅行時に再訪を決意
　Same the last trip
■旅行雑誌
　Travel magazines
■テレビ番組
　TV programs
■新聞広告
　Newspaper ad
■一般雑誌
　General magazines
■政府観光局
　Government tourist bureau
■その他（その他＋不明）
　Others

36.8%

37.4%

20.9%

1.6%

3.3%

54.5%

52.6%

27.6%

22.6%

17.4%

10.3%

10.0%

16.3%

11.5%

11.4%

8.3%

23.4%

50.1%

36.0%

39.3%

44.2%

34.2%

31.2%

23.1%

20.1%

18.9%

12.6%

17.3%

■	地図の見やすさ・交通情報の充実
●まず地図が比較的見やすい。本のサイズ的にも歩きながら見れる。また実際に現地

に行った人の生の情報も豊富。出発前の準備段階の部分の情報も役に立っている。
●地図が多い。現地での乗り換え情報等も充実している（「旅の準備と技術」ページ

をよく見ます）経験談がある。注意事項もある。
●地図が携帯しやすいし、地図に情報ポイントを書きこんで使っている。
●地図の見やすさ。交通情報、ショッピング、ホテル、行った人のコメントが程よい

量で掲載されている。観光名所のほとんどが他のガイドブックよりも載っている。
詳細なども他社に比べると正確だと思う。

■	個人旅行に適している
●一人旅に適した情報が載っているから（二国間の移動に便利！）、日本のガイドブ

ックの中で一番事細かな情報が載っているから
●内容の充実度が他とはケタ違いです。マイナーな場所への交通手段が記載されて

おり、価格、時間が多く書いてあるため。バックパックや個人旅行向けの情報が
多いから。

●バックパッカーには格安な情報が沢山載っているし、現地の交通情報が豊富だから。
いつも使っていて使いやすい。

■ Suitable for FIT
● Because it features information suitable for FITs (handy when moving around two 

countries!), and highlights the most detailed information among all Japanese guidebooks.
● Because of its incomparably rich contents over all other guidebooks. It even introduces 

travel means to rarely visited places, together with abundant information on prices and 
time. Also because it’s rich in information for backpackers and FITs.

● Because it contains a lot of information on cheap places for backpackers, together with 
abundant information on the travel means of each locality. I always use it, and find it easy 
to use.

あなたが『地球の歩き方』ガイドブックを選ばれた理由は何ですか? Why did you choose the Globe-Trotter Travel Guidebook?

 海外旅行経験回数
 Number of overseas travel experience

 最も多い旅行形態
 Most frequently selected travel form

■その他(その他＋不明) 0.7% 
　Others 
■フルパッケージ 7.9% 
　Fully packaged tour 
■スケルトンタイプのパッケージ
　Skeleton type package tour 18.6%

■航空券のみ手配

15.4% Air ticket only

■航空券＆ホテルを手配

57.4% Air ticket and hotel

Mainly read by FIT with rich overseas travel experience
Over 50% of our readers are well-traveled FITs that produce their own itinerary, 
and enjoy overseas travel at least twice a year.

海外旅行経験豊富な個人旅行者が中心です
年に2回以上は海外旅行を楽しみ、自分でプランニングから手配まで
行う旅慣れた個人旅行者の方が半数以上を占めています。

0 10 20 30 40％

過去3年間旅行回数
Number of traveling in the past 3 years

平均 7.1回
Average  7.1 times

30.3%

3.8%

16.7%

20.5%

11.4%

17.3%

■21回以上
　Over 21 times
■〜20回
　〜20 times
■〜15回
　〜15 times
■〜10回
　〜10 times
■〜6回
　〜6 times
■〜3回（1〜3）
　〜3 times
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■男性
 Male 16.3%

■女性
 Female         83.7%

■60歳以上
　Over 60s
■50歳代
　50s
■40歳代
　40s
■30歳代
　30s
■20歳代
　20s
■10歳代
　Teens

0 105 15 20 25％

■5万円未満
　Up to 50,000 yen
■〜10万円未満
　Up to 100,000 yen
■〜15万円未満
　Up to 150,000 yen
■〜20万円未満
　Up to 200,000 yen
■〜30万円未満
　Up to 300,000 yen
■30万円以上
　Over 300,000 yen
■不明
　Other

0 10 20 30％

最新情報や流行に敏感な20〜40歳代女性が大多数を占めます。 Most readers are women in their 20s and 40s, who are 
sensitive to latest information and fashion.

■調査概要
調査時期：2012年6月
調査方法：本誌添付アンケート
対象：2011年11月発行

「ハワイの歩き方」購読者
サンプル数：637

■ Survey Outline
Period: Jun. 2012
Method : Questionnaire 
attached to magazine
Respondents: Nov. 2011 issue 
Globe-Trotter Travel Magazine 
purchasers
Hawaii Purchasers
Sample total : 637 samples

限られた時間でも、思いっきり、
ツウの「歩き方」ができる！
トレンドに敏感な女性旅行者のための、
「地球の歩き方」発トラベル情報誌。

Going on an Exceptionally Smart Travel
Despite a Limited Amount of Time!
Globe-Trotter Travel Magazine Is for
Trend-sensitive Female Travelers.

旅で元気になりたい女子向け、
パワーチャージ系国内ガイド。
A power charge domestic site for girls 
wanting to enliven themselves by 
traveling in Japan.

M80
Y100

K100

（または、C50 M50 Y50 K100）

20mm以下で使用の場合はこれを使用

「とじ込みマップ」で、
街歩きが身軽で快適。
取り外して持ち歩ける、ブックインブック式と
じ込み「街歩き詳細マップ」。ショッピング、
レストラン、観光スポットのマッピングはもち
ろん、美術館・博物館ガイドから路地裏マッ
プ、イエローページまで、充実の全マップ。

The bound-in maps make your 
walkabout light and comfortable
Our bound-in, removable Detailed Walkabout 
Maps feature shopping, restaurant, tourist 
spot locations, as well as museums and back 
alleys, through even to the Yellow Page. 

G lobe-Trotter

Resort
地球の歩き方リゾート

A series strongly supported by resort life-enjoying 
affluent people with both the money and time, such as 
couples, honeymooners and families. Since the place 
of stay becomes the very decisive factor in making a 
long-stay enjoyable, this publication makes a thorough 
introduction of the room facilities and accompanying 
offered services of long-stay hotels for comparison and 
close study. It’s a proposal-type guidebook that 
stimulates the desire to “enjoy a resort more,” by 
featuring gourmet, shopping and activity information 
together with many photos.

カップル、ハネムーナー、ファミリーなど、金銭と時間
に余裕のあるリゾート満喫派に絶大な支持を得てい
るシリーズです。旅行の楽しさを左右する滞在ホテ
ルを比較検討できるようリゾートホテルの部屋内設
備や付帯サービスを徹底紹介。グルメ、ショッピング、
アクティビティ情 報も豊富な写真とともに解説し、

「もっとリゾートを楽しみたい！」欲望を刺激する提
案型ガイドブックです。

22タイトル

A5（148×210mm）

4色頁

22 titles

A5 (148×210mm)

Full color (CMYK) 

21タイトル

A5変形（148×192mm）

4色頁

21 titles

A5 variant (148 ×192mm)

Full color (CMYK) 

9タイトル

A5（148×210mm）

4色頁+2色頁

9 titles

A5 (148×210mm)

Full color (CMYK) + 2 color

G lobe-Trotter

aruco
地球の歩き方 aruco

A “Petit Bouken” support guidebook for travel-loving 
girls. Attractive, theme-based trips that any woman 
would surely want to head out for are introduced as 
“Petit Bouken” in “aruco.”It suggests a “fresh and 
exciting trip that’s slightly different from others” at 
popular, regular tourist cities. Meanwhile at a much 
adored country hoped to be visited one day, it 
proposes a “safe, recommended trip that’s within 
reach.”  It’s a highly recommended publication for 
female overseas travelers, from beginners through to 
repeaters that have their own, selective choices.

"旅好き女子"のための「プチぼうけん」応援ガイド。
人気の定番都市では「みんなとちょっと違う、新鮮ワ
クワク旅」を。いつか行ってみたい憧れの国なら「無
理なく実現できる、安心オススメ旅」を。女性なら必
ず体験したくなるような、魅力あふれるテーマの旅を

『aruco』では「プチぼうけん」と名付けて紹介。海外
旅行ビギナーから、こだわり派リピーターまで、すべ
ての女性旅行者におススメのガイドブックです。

Globe-Trotter

By Train
地球の歩き方 BY トレイン

Mountain railways, scenic routes along the coast, high-
speed trains and night trains….Railroads remain to be a 
very popular travel means in Europe. This series 
provides detailed explanations on the different railroad 
condit ions of each country, together with the 
introduction of numerous recommended routes. A very 
special guidebook unrivaled by any other that 
responds to the needs of European railroad fans.

登山列車や海岸沿いの景勝ルート、高速列車、夜行列
車など、ヨーロッパでの鉄道旅行は根強い人気があり
ます。国ごとにさまざまに異なる鉄道事情や各列車の
特徴などを詳細に解説しつつ、珠玉のルートも多数収
録。ヨーロッパ鉄道旅行ファンのニーズに応えた、類
書の無いとっておきのガイドブックです。

Thomas Cook

European Timetable
トーマスクック・ヨーロッパ鉄道時刻表

The Japanese language version of the Thomas Cook 
European Timetable. The front pages give original 
explanations in Japanese on railroad terminologies, as 
well as a guide to European railroad networks. A must 
for planning your own private railroad tour.

トーマスクック・ヨーロッパ鉄道時刻表の日本語版。
巻頭には日本語版オリジナルの解説（鉄道用語やヨ
ーロッパ鉄道案内など）を挿入。この1冊があれば
自分だけの鉄道旅行を実現できます。

6タイトル

A5変形（135×210mm）

4色頁+2色頁

6 titles

A5 variant (135×210mm)

Full color (CMYK) + 2 color

55タイトル

A5変形（152×210mm）

4色頁

55 titles

A5 variant (152×210mm)

Full color (CMYK) 

G lobe-Trotter

Study Abroad Success Book
成功する留学

A guidebook for self-coordinating your study abroad, 
from the stage of school selection, how-to on various 
procedures, through to life in a foreign country. 
Detailed explanations accompanied by actual cases are 
inserted in the most appropriate positions of the 
magazine, together with an easy-to-compare, rich 
school data. Voices of those who have actually studied 
abroad are also exceptionally meaningful.

学校選びから手続き、そして留学先での生活まで、自
分で留 学をコーディネートできる留 学ガイドブック。
随所に実例を盛り込んだ丁寧な説明と、比較検討し
やすい豊富なスクールデータは抜群です。すでに留
学を体験した数多くの先輩たちが語る経験談には、
ためになる声が満載です。 

“Nature,” “people’s lives,” “historic sites” and so on 
that sparkle like a GEM STONE are introduced in this 
visual guidebook as the ultimate form of travel. The 
beautiful photos and detailed explanations invite you 
to a new theme-based style of travel.

「GEM STONE（ジェム・ストーン）」の意味は「原石」。
地 球を旅して見つけた宝石のような輝きを持つ「自
然」と「人々の生活」、「史跡」などといった「原石」を珠
玉の旅として提案するビジュアルガイドブック。美し
い写真と詳しい解説で新しいテーマ・スタイルの旅
へと誘います。

2タイトル / 年

157×243mm

4色頁+1色頁

2 titles / year

157×243mm

Full color (CMYK) + 1 color

G lobe-Trotter

GEM STONE
地球の歩き方 GEM STONE

Guidebook  Series GLOBE-TROTTER TRAVEL MAGAZINE

地球の歩き方 MOOK
海外情報版｜OUTBOUND

14 titles

AB hybrid (257×210mm)

Full color (CMYK) 

14タイトル

AB（257×210mm）

4色頁

国内情報版｜DOMESTIC

 男女比
 Male-female composition

  年齢構成比
 Composition ratio by age

  旅行先でのおこづかい
  Pocket Money upon Traveling

19.4%

19.4%

18.4%

21.4%

13.3%

3.1%

6.1%

4.0%

21.4%

22.5%

27.6%

16.3%

2.1%

あれもこれもしたいけど、マストはこれ！厳選した「旬」のリアル
タイム情報を発信する「地球の歩き方ムック」は、限られた
時間でも、ツウになりきって街歩きができる、モデルプランが
満載です。ショッピング、グルメ、ビューティ、アクティビティな
どホットなニュースから定番の人気スポットまで、雑誌サイズの
ワイドな誌面で丁寧に紹介しています。20代後半から40代
前半の女性を中心に、ビギナーはもちろん、ディープに旅する
リピーターに支持されるシリーズです。

いまイチオシの旅スタイルは、旅から元気をもらう「パワー
チャージ旅」。旅して、歩いて、元気になりたい女子たちの
ために、「地球の歩き方」から国内ガイドの新シリーズ！　
気分リフレッシュ、きずなと思い出作り、非日常のぜいたく、
感性と知性を磨く、季節と旬を楽しむ、美と健康、運気をアップ
などをキーワードにココロも体も癒される旅のスタイルをご紹介
します。

Though wanting to do so many things, not to be missed 
is THIS! Globe-Trotter MOOK features a strict selection of 
the “trendiest” real-time information in the form of 
abundant model plans, allowing you to walk about 
smartly as if a local person, even within a limited amount 
of time. From the hottest news in shopping, gourmet, 
beauty and activity, through to the regular popular spots, 
this publication gives a detailed introduction of each topic 
in its spacious, magazine-size pages. It’s a series that is 
supported by female beginners through to deep repeaters 
from their late 20s to early 40s.

The most recommended travel style now is a "power 
charge journey." Introducing the latest domestic Globe-
Trotter Travel Guidebook series for girls wanting to travel, 
walk and enliven themselves! Features various travel styles 
that refresh their mind, create bondage and memories, 
refine the knowledge, and offer the seasonal highlights 
through such keywords as beauty, health, and luck 
improvement. 

14 titles

AB hybrid (257×210mm)

Full color (CMYK) 

14タイトル

AB（257×210mm）

4色頁

STie-up Advertorial
 Examples 
 タイアップ記事広告　掲載例

韓国観光公社
Korea Tourism Organization

MOOKソウルの歩き方編
MOOK Seoul

ニコン
ニコン　イメージングジャパン
Nikon
Nikon Imaging Japan

Cheers! 週末パワーチャージ
さんぽ［関東エリア版］編
Cheers! Weekend Power Charge Trip

三菱自動車工業
Mitsubishi Motors

MOOK沖縄の歩き方編
MOOK Okinawa

※詳しくは、別途媒体資料がございますので、お問い合わせ下さい。



20〜30歳代男女（特に女性）を筆頭に
アクティブ世代に支持される、
インタラクティブな旅行情報サイト
『地球の歩き方ホームページ』。

The Globe-Trotter Website:
The Interactive Travel Info Site
Supported by the Active Generation,
Especially Men and Women in their 20s and 30s

■開設 ：1996年4月

■アクセス数（ページビュー）：

 ・総ページ月平均　14,000,000PV

■ Launched : April, 1996

■ Number of access (page view) : 

   ・All-page monthly average : 14,000,000PV

GLOBE - TROTTER Website

www.arukikata.co.jp

The Internet has already become a common media for obtaining travel information.
Our website is comprised of a vast amount of Globe-Trotter data that is combined with the 
full use of local networks. Such approach has gained steady recognition since we opened the 
site, pushing our site up to the No. 1 position for featuring the latest news on overseas 
travel. The Globe-Trotter Website is thus an effective PR means for achieving a swift 
advertising effect. Highlighted therein are tourism and guidebook update information on 
foreign countries and Japan, BBS posting, as well as online sales of travel goods such as 
travel-related books, air tickets and tours. The rich Globe-Trotter contents can also be offered 
on a provision basis.

■男性
 Male 41.0%

■女性
 Female  59.0%

■■60歳以上 26.6%
　Over 60s 7.8%
■■50歳代 24.8%
　50s 12.2%
■■40歳代 27.3%
　40s 26.7%
■■30歳代 10.7%
　30s 32.4%
■■20歳代 9.4%
　20s 19.0%
■■10歳代 1.2%
　Teens 1.9%

0 10 20 30 40％

P r o f i l e
■調査概要
調査時期：2012年6月4日〜
7月4日
調査方法：WEBアンケート
対象：地球の歩き方ホーム
ページユーザー
サンプル数：4,970

※詳しくは、別途媒体資料がございますので、お問い合わせ下さい。※詳しくは、別途媒体資料がございますので、お問い合わせ下さい。

■ Survey Outline
Period : Jun 4 – July 4, 2012
Method : Internet Questionnaire
Respondents : Globe-Trotter 
Website users
Sample total : 4,970 samples

■主婦・家事手伝い
　Housewife 15.5%

■学生
　Student 3.0%

■会社員・OL
63.3%  Full-Time Employee

■その他
   Others 18.2% 

20〜30歳代女性、40歳代以上男性を筆頭に消費意欲が旺盛な
アクティブ世代に支持されています。

Led by women in their 20s and 30s and men in their 40s and over, it 
is supported by active people with a healthy consumption appetite.

Departure

Arrival

Departure

Arrival

www.arukikata.co.jp

〈予約する・買う〉
Book/Buy

〈調べる〉
Search

〈投稿する〉
Say

〈楽しむ〉
Enjoy

Website

ホームページ

旅行情報入手メディアのひとつとして定着したインターネット。
『地球の歩き方』ならではの膨大なデータと現地ネットワークを駆使した当ホームペー
ジは、開設以来、常に新しいニュースが入手できる海外旅行情報No.１サイトとして
認知され、ＰＲメディアとしても速やかな広告効果が期待できます。国別・国内の観
光情報やガイドブック更新情報、掲示板（BBS）の掲載のほか、書籍・航空券やツア
ーなどの旅行商品・トラベルグッズのオンライン販売なども行なっています。
さらに、『地球の歩き方』の豊富なコンテンツはコンテンツプロバイドとして、ご提供
することも可能です。

 男女比
 Male-female composition

  年齢構成比
 Composition ratio by age

  職業
 Occupation

● 地球の歩き方トラベル
● 成功する留学 
● 学生旅行
● トラベルグッズ
 （地球の歩き方ストア）
● 書籍（地球の歩き方）

●教えて！旅のQ&A掲示板
●投稿フォーム
●地球の歩き方 旅スケ

●地球の歩き方アプリ
●地球の歩き方
　ガイドブックシリーズ

●国別基本情報
●人気都市の歩き方
●為替
●今日の成田発着便
●海外特派員blog
●エアラインプロフィール
●旅の準備と手続き
●世界の天気＆服装ナビ

≫11 ≫12

「今、行くべき旅先」を世界中から選りすぐり、豊富な写真とライブ感あふれる文章で誌面紹
介します。「旅先」だけでなく、「新しい旅のスタイル」や海外旅行に役立つ実用情報までカ
バーする情報誌です。『地球の歩き方』発信の情報に加え、各国の旅行のエキスパートであ
る観光局からの最新旅行トピックスも充実しております。20代～30代の女性を中心に、
幅広く海外旅行ファンに愛読いただいている1冊です。
Travel destinations that should be visited now are selected from around the world, 
and introduced on the pages by lively sentences that come with abundant photos. 
It’s an information magazine that not only covers the hottest travel destinations 
but also makes proposals on new travel styles, and gives practical information on 
overseas travel. It also highlights latest travel topics of each country’s national 
tourist board, the expert on local travel. This is a magazine that is widely read by 
overseas travel fans, especially among women in their 20s and 30s.

すべての海外旅行ファンに贈る、
"旅先選び"のための情報誌です。
毎号、最旬の旅先を満載してお届けします。

40年以上の実績で、
圧倒的なブランド認知度と情報の信頼性を誇る
学生旅行のバイブル的情報誌。
A bible-like information magazine among student 
travelers that has over a 40-year history, enjoying 
overwhelming awareness, and reliable information.

楽しく、地球に貢献する――
初心者でもできる海外ボランティアの旅を
多数紹介した情報誌。
Contributing to the globe, enjoyably ——
A full introduction on overseas volunteer travel
That even beginners can join in.

It’s an information magazine for your next 
travel destination selection
that we offer to all overseas travel fans.
Each issue abounds in the latest information 
on the travel destinations.

春休みと夏休みの学生旅行シーズンに、13万部を発行するフリーペーパー
です。特に毎年11月に発行する『春休み号』は、2月から3月にピークを迎
える「卒業旅行」をおもなターゲットとしており、旅行関連商品だけでなく、
社会人になる直前の学生に、新生活へのブランドスイッチなどを訴求する
のにも最適です。また、大学前、ツアー参加者や各種イベントでのサンプ
リングなども実施可能です。

アジアの孤児院での交流や砂漠化が進む地域での植林活動など、初心
者でも気軽に体験できる一週間程度のパッケージ型ボランティアツアー
を紹介し、たくさんの人々を世界中のボランティア活動地に送り出してい
ます。ボランティアツアーに密着した取材レポートや活動に参加した学
生のインタビュー記事などを通じて、海外ボランティアの意義や楽しさを
発信しています。

A free magazine with a 130,000 copy distribution during the student 
travel high season in spring and summer. The "Spring Vacation Issue" 
published every November targets on  students that mostly graduate 
from February and March, and is ideal for appealing not only travel-
related goods, but also for stimulating a brand switch towards the start 
of a new life. It also is ideal for luring pre-college tour participants as 
well as various event sampling.  

A magazine that has already helped many to take part in global 
volunteer activities, by featuring package-type one-week volunteer 
tours that can be casually joined even by beginners, such as exchange 
with orphans in Asian countries, and tree-planting activities in desert-
progressing regions. The meaning and enjoyment of overseas volunteer 
activities are conveyed through live volunteer tour reports and 
interviews on students who have actually participated in such tours.

Guidebook  Series

The Latest
Travel Trends
海外旅行トレンド　今、こんな旅がしてみたい！

A4 variant

(210×285mm)

Full color (CMYK) 

A4変形

（210×285mm）

4色頁

AB hybrid 
(257×210mm)
Full color (CMYK) 

AB
（257×210mm）

4色頁

AB hybrid 
(257×210mm)
Full color (CMYK) 

AB
（257×210mm）

4色頁

地球の歩き方　おすすめの旅先	
全230タイトルのガイドブック『地球の歩き方』の
編集者たちが、厳選した、今最も旬な珠玉の旅先
を巻頭特集で紹介します。

Globe-Trotter  Recommended travel destinations
Featured in the front pages is the special selection 
of the latest, ultimate travel destinations compiled 
by the editors of all 230 Globe-Trotter titles.

トレンドを捉えた旅を発信！
「海外旅行に行きたいが、時間がない！お金がない！」と
いう読者の悩みに答える“弾丸トラベル”企画など、新
しい旅のスタイルも提案します。

Suggestion of a trend-capturing travel!
New styles of travel are also proposed including Bullet Travel 
that responds to such complaints of “having no money or 
time for overseas travel, although I want to.”

OVERSEAS VOLUNTEER MAGAZINE
FOR UNIVERSITY STUDENTS
海外ボランティアマガジン

OVERSEAS TOUR MAGAZINE
FOR UNIVERSITY STUDENTS
学生旅行fan

STie-up Advertorial Examples 
　タイアップ記事広告　掲載例

DFS グループ・
リミテッド
DFS Group L.P.,
2011年7月〜12月実施
Jul. - Dec. 2011

NTT
コミュニケーションズ
NTT Communications
2012年8月〜9月実施
Aug. - Sep. 2012

エールフランス航空
Air France
2010年11月〜12月実施
Nov. - Dec. 2010



P r o f i l e

アジア人を中心とした訪日外国人旅行者にリーチする媒体です。 A media that reaches foreign travelers, especially Asians, in 
Japan

■調査概要
調査時期：2011年2月
調査方法：「Good Luck
Trip 東京」WEB、FAX
アンケート
対象：2010年11月・2011年
1月発行号読者
サンプル数：198

■ Survey Outline
Period: In the Feb. 2011 
Method: The result of our 
questionnaire survey on 
the website "Good Luck 
Trip Tokyo" : Nov. 2010 - 
Jan. 2011 issue readers.
Sample total: 198 samples

Guidebook  Series

Free Magazine for
Foreign Individual
Traveler

www.good lucktrip.jp
8 titles

 B5 (257×182mm)

Full color (CMYK) 

8タイトル

B5（257×182mm）

4色頁

 男女比
 Male-female composition

  年齢構成比
 Composition ratio by age

  国籍
  Nationality

日本を訪れる外国人旅行者が「街歩き」を楽しめるようエリアやテーマに沿ってご
紹介。充実した地図や乗り換え情報なども外国人旅行者から高い評価を得てい
ます。日本への個人旅行手配に強い現地旅行会社と提携し、「日本」への旅行
申込者などに直接配布。国内では、主要国際空港、各地の観光案内所、外国人
旅行者の利用が多いホテル、観光地・商業施設、街頭（一部タイトルで、外国人
の多い時期・場所にて）などでの配布により、強力にリーチします。2012年現在、
都市版のタイトルは東京版（年6回）、中国大陸向け2版（年6回）を発行中です。

東アジア（香港・台湾・韓国・中国大陸）からの旅行者がメインターゲット！
消費意欲が旺盛な個人旅行者に向けたフリーマガジンです！
A free magazine for individual travelers from East Asia (Hong Kong, Taiwan, 
Korea and China mainland), with a voracious consumption appetite!

最強の「街歩き」地図&乗り換え情報
詳しい乗り換え情報&公共交通機関の使い方や、レストラン情報なども
充実した「街歩き」地図は大人気！

Your best partner “town walkabout” map and train transfer info
It’s extremely popular for its detailed information on train transfers 
and use methods of public transportation systems, as well as its “town 
walkabout” maps that come with abundant restaurant information.

鮮度の高い東京情報が満載!
東京版は隔月発行。特集コーナーでは渋谷・原宿、新宿、銀座といった
人気の街や、グルメ、ファッション、ショッピングなどの旬のテーマを紹介。

Full of latest information on Tokyo! 
The Tokyo edition is issued every other month. Its special features 
introduce the popular towns of Shibuya, Harajuku, Shinjuku and Ginza, 
as well as the latest topics on gourmet, fashion and shopping.

■編集記事

Introduction of Japan by area or theme to allow foreign travelers to "trot around" by 
themselves. Highly evaluated for its detailed maps and change-over station info. Directly 
distributed to those applying for Japan travel overseas, by tying up with local travel agencies 
strong in individual travel arrangements to Japan. Also has a powerful reach towards foreigners 
in Japan through its distribution channel at major international airports, tourist information 
centers, hotels with many foreign guests, sightseeing/commercial facilities and storefronts 
(highlighting some titles/places that attract numerous foreigners). Issued city editions in 2012, 
include Tokyo (6 times a year), for China main land (2 titles, 6 times a year).

関西、北海道、中部、長野、四国の旬な情報を発信！
雄大な自然に親しみたい、地方ならではの伝統、文化や食事を楽しみたい──。そんな外国人観光客の
ニーズに応えるのがGOOD LUCK TRIP地方版です。2012年現在、関西版（年3回）北海道版（年2回）、
中部版（年2回）、長野版（年1回）、四国版（不定期）を発行中。中部版は愛知、三重、岐阜の3県をカバー
しています。今後、地方版のタイトルはさらに増えていく予定です。ご期待ください！

Transmitting the hottest information on Hokkaido, Chubu and Nagano!
Good Luck Trip Local Edition responds to the foreign tourists’ desire to enjoy the vast nature, tradition, 
culture, food of each locality, and so on. Issued editions in 2012 include Kansai (3 times a year), Hokkaido 
(twice a year), Chubu (twice a year), Shikoku, and Nagano (once a year). The Chubu edition covers the three 
prefectures of Aichi, Mie and Gifu. Please look forward to our steadily increasing number of titles!

GOOD LUCK TRIP AREA EDITION
Good Luck Trip 地方版

≫14

Original Publication & Contents Provide

企画制作ツール
『地球の歩き方』のブランドパワーと旅行情報の企画編集力を活かし、
貴社オリジナルツールを多彩なスタイルで制作いたします。
貴社広報活動や営業促進のアイテムとして大活躍すること間違いなしです。
Taking full advantage of the brand power of Globe-Trotter and our original know-how on travel 
information, we will prepare a vast array of original items for your own company that would surely be 
effective in your publicity or business promotion activities. 

トルコ航空
Turkish Airlines

海峡のロマンティックシティ
イスタンブール
Istanbul: The Romantic City of 
the Straits

A5 
44 pages
Full color (CMYK) 

A5
44頁

4色頁
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タイアップ広告事例
貴社メッセージを本誌コンテンツ
のひとつとして、自然な流れの中
で紹介。より広く、深い広告効果
をご提供します。

Tie-up ad examples
Gain enhanced advertising effect 
f rom our adve r to r i a l s that 
i n t ro d u c e  y o u r  c o r p o r a t e 
message naturally, as if one of 
our original articles.

■20代
 36.3% 20s

■30代
 31.9% 30s

■50代
 50s 9.2%

■40代
 40s 22.6%

■その他
　Others 15.3%

■アメリカ
　USA 7.7%

■フランス
　France 2.6%

■中国（大陸）
　China 
　(mainland)
 7.7%

■香港
28.5%     Hong Kong

■台湾
23.1%     Taiwan

■韓国
15.1%     South Korea

■男性
 Male 37.4%

■女性
 Female         62.6%

訪日外国人向け
オリジナルWEBサイト企画

（7言語版）
Original Website for Foreign 
visitors (7 languages)

四国ツーリズム創造機構
Organization for Promotion of 
Tourism in Shikoku

巡るめく四国
TOURISM	SHIKOKU

『地球の歩き方』の編集力
を活用した、販売促進
Sales promotion utilizing
Globe-Trotter's editorial power

ハーツ・アジア・パシフィック
HERTZ ASIA PACIFIC

海外・ハワイドライブ
Overseas・Hawaii	Driving	
Perfect	guide

WEB特集と
小冊子の連動企画
Website-magazine joint campaign

トルコ共和国大使館
文化広報参事官室
Turkish Embassy Office of the Cultural 
and Information Counselor

24時間止まることのない街
エキサイティングイスタンブール
Exciting	Istanbul:	The	city	that	
never	stops	going

※詳しくは、別途媒体資料がございますので、お問い合わせ下さい。

■タイアップ広告

ミニストップ
MINISTOP

おいしい地球の歩き方
キャンペーンツール
Delicious Way of Globe-Trotting
Campaign Tools 

『地球の歩き方』ブランドを
活用した、販売促進
Sales promotion utilizing
Globe-Trotter’s brand power

ミニストップ
MINISTOP

おいしい地球の歩き方
Delicious	way	of	Globe-Trotting

▲中吊り広告　In-train posters

（日本語版）

（ハングル版）

▲天吊り広告　Hanging posters

▲応募はがき　Application post cards

阪急阪神
ホールディングス
Hankyu Hanshin Holdings

大阪・京都・神戸黄金路線
Osaka, Kyoto, Kobe
Golden Route

B5 
24 pages
Full color (CMYK) 

B5
24頁

4色頁

東日本旅客鉄道
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

クーポンブック
（横浜・神奈川、日光・鬼怒川）
Coupon Book (Yokohama, 
Kanagawa / Nikko, Kinugawa)

2 titles
B6 
36 pages

2タイトル
B6

36頁

表紙4色、本文2色 Full color (CMYK) cover + 
2 color inside pages
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