


名古屋観光コンベンションビューローの活動

１．観光ガイド キラッ都ナゴヤ

２．ライブマップ名古屋

３．ホームページ 名古屋コンシェルジュ・Nagoya-info

４．名古屋でのコンベンション専門サイト
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名古屋への観光客・ビジネス客の増加

観 光

ビジネス
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私たちは名古屋のセールスマンとして、国内外から多くの方に名古屋へお越しいただけるよう、
様々な活動をしています。 ぜひ皆様もシティーセールスにご参加ください。

皆様の期待に応えたい！



月刊観光ガイドブック「キラッ都ナゴヤ」は毎月のイベント情報がコンパクトにまとめられ、各観光施設情報も
充実しています。観光案内所やホテル、市の施設などで広く配布されています。

発行部数 27,000部/月

主な配布先 ホテル、観光施設、観光案内所
区役所、観光客、一般市民

ｾｰｽﾙﾎﾟｲﾝﾄ 毎月の市内のイベント情報と
観光施設情報を掲載。
掲載のホテルリストは多くの
方々に活用いただいています。

金 額 ￥10,000/月（税別）より
（詳細は別添価格表の通り）

随時/年間契約は毎年12月頃
※年間契約は割引特典あり

募集時期
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A6版(ポケットサイズ)サイズ



観光、コンベンション、ビジネスなどで名古屋を訪れる方々を対象とした名古屋の観光名所などを案内する
携帯ガイドマップです。

発行部数 日本語版 40万部/年

主な配布先 ホテル、旅行社、観光案内所
飲食店、中部国際空港、大規
模コンベンション参加者など

金 額 日本語版 ￥190,500（税別）

名古屋を訪れる多数の旅行者が
利用するガイドマップです！
広告特典として、下記部数を
無料進呈いたします。
日本語版（6,000部）、英語版（3,000部）、
韓・繁・簡（各600部）

ｾｰｽﾙﾎﾟｲﾝﾄ

申込時期 毎年11月頃

英語版 15万部/年

英語版 ￥95,500 （税別）
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賛助会員限定

韓・繁・簡 各3万部/年

韓・繁・簡 ￥150,000（税別）
（３言語セット）



名古屋の観光情報サイト「名古屋コンシェルジュ」と外国語版「Nagoya-info」は名古屋市公式観光サイトと

して広くアクセスされています。ターゲットに合わせた「コンベンション」情報サイト、「フィルムコミッション」
情報にサイトも出稿可能です。

サイトの種類 日本語・英語・韓国語・繁体字
・簡体字・タイ語・ベトナム語
の７言語観光サイト
MICE、フィルム
コミッションサイト（日本語）

アクセス数
総ページビュー（H30年度）
1,151万件

ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ 国内外の名古屋へのビジター
が閲覧しています。
季節に合わせた特集記事など
を掲載。

金 額

随時申込時期

￥25,000/月（税別）より
賛助会員割引あり
正会員 ￥20,000/月（税別）
協賛会員￥22,000/月（税別）
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名古屋のコンベンション専門サイト「コンベンション開催は名古屋で」がオープン。
名古屋でコンベンション開催をお考えの方々へのサポートメニューが充実！
会議施設やサービスメニューが簡単に検索可能です。

アクセス件数
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ
3,500 /月

ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ 専門業者、コンベンション業
界の方々にたくさんご覧いた
だいております。

金 額 ￥15,000/月（税別）より
賛助会員割引あり
正会員 ￥10,000/月(税別)
協賛会員￥13,000/月(税別)

随時申込時期
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広告の種類 サイズ
（縦×横）㎜

月 額
（税別価格）

年間一括前納
（１ヶ月分ｻｰﾋﾞｽ）

白黒 本文 1ページ枠 130×90 26,000 286,000

1/2ページ枠 64×90 14,000 154,000

1/3ページ枠 45×90 10,000 110,000

カラー 表紙 1ページ枠 103×72 100,000 1,100,000

裏表紙 1ページ枠 148×93 46,000 506,000

表紙裏
裏表紙の裏
又はページ
指定

1ページ枠 130×90 41,000 451,000

1/2ページ枠 64×90 22,000 242,000

1/3ページ枠 45×90 16,000 176,000

ページの指定
なし

1ページ枠 130×90 39,000 429,000

1/2ページ枠 64×90 20,000 220,000

1/3ページ枠 45×90 15,000 165,000

募集時期：毎年12月頃(年間契約)
単位：円

６

※年間契約していただくと1ヶ月分サービス



広告種類 価格（税別） 申込時期 備 考

ライブマップ名古屋
190,500 11月頃 日本語版 40万部

95,500 11月頃 英語版 15万部

ホームページ広告
・バナー広告

25,000 随時 掲載期間1ヶ月 一般価格

20,000 随時 掲載期間1ヶ月 正会員価格

22,000 随時 掲載期間1ヶ月 協賛会員価格

275,000 随時 年間契約 ※ 一般価格

220,000 随時 年間契約 ※ 正会員価格

242,000 随時 年間契約 ※ 協賛会員価格

その他
ホームページ広告

その他パブリシティ広告などのメニューも用意しております。
詳しくは事業戦略グループへお問い合わせください。

単位：円
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会員の区分

正会員
コンベンション及び観光に深い関心を有し、当財団の事業活動に積極的なご支援をいただける
企業及び団体

年会費

当財団の活動にご理解をいただき、この地域の観光・コンベンションの振興にご協力いただける方を
賛助会員として募集しています。 皆様のご協力をお願い致します。

協賛会員
コンベンション及び観光に関心がある企業及び団体

ただし、年度の途中において入会した方の
年会費の額は、次のとおりです。

正会員
1口1万円・5口以上

協賛会員
1口1万円・2口以上

入会月

4～9月

10～3月

会費

全 額

半 額
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会員特典

1. 賛助会員情報を会員名簿に掲載し、会員の皆様へ配布します。
2.講演会、賛助会員のつどいにご招待します。
1年に1度、賛助会員のつどいへご招待します 例年、行政機関の関係者や当財団の役員、また観光・宿泊
飲食・運輸等の事業に従事されている会員の皆様を中心に約250名の方にご参加いただいております
3.当財団に寄せられる専門業者等の紹介依頼や各種問い合わせに対し会員企業を優先的に紹介します。
4.当財団作成印刷物、観光・コンベンション・イベントの最新情報等を、郵送にてお届けします。【情報提供】
5.情報提供の際に、会員団体・企業のPRチラシを同封するサービスを提供します。（有料）
6.ビジネスチャンスを提供します。
当財団が実施する国内外でのセールス・プロモーションやイベント活動に参画いただけます
専門部会（観光施設部会・インバウンド部会・MICE部会）へご参加いただけます
旅行会社への商品素材を提供する際に、会員を優先して紹介します
7.ホームページに施設情報・店舗情報を掲載いたします。（観光施設・飲食・宿泊施設）
8.ホームページ広告を優先的に掲出していただけます。
9.名古屋駅、金山駅、オアシス２１の観光案内所でチラシの優先配布が可能です。（飲食・宿泊施設）
10.ライブマップ名古屋の無料配布します。 正会員：600部 協賛会員：200部
11.会員主催事業への後援など積極的に支援を行います。

正会員のみの特典

1.ライブマップに店舗情報を優先的に掲載できます。（飲食・土産・宿泊施設）
2. 財団情報のホームページに会員名簿を掲載するとともに、会員のホームページへのリンク設定を行います。
3.ホームページの正会員専用ページにて情報を提供いたします。
コンベンションサイトでは、最新のコンベンションカレンダー情報を正会員のみにご提供します
4.優良従業員に対して表彰を行います。（有料）
5.イベント参加者募集や広告掲載募集を優先的に行います。
6.各種サービスについて優待価格にてご提供します。 -９-


