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 『トレたび』とは？ http://www.toretabi.jp 
～JRグループ旅客６社企画協力！鉄道・旅行の情報を網羅したWebサイトです～ 

『トレたび』は、交通新聞社が企画・制作・運営する鉄道・旅行情報のWebサイトです。 
JRグループ旅客6社（JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州）の企画協力により、 
国内の鉄道・旅行情報を平日毎日更新しています。 

■サイトデータ  
 http://www.toretabi.jp 
 ●開設日：2008年10月14日（鉄道の日） 
 ●更新 ：平日毎日  
 ※ニュース、イベント、きっぷ、旅行商品情報 
  のほか月数本程度の特集記事も配信。 

■平均アクセスデータ 
 月間訪問者数    ：約390,000人 
 月間総ページビュー数：約2,180,000PV  

※2017年度 

月間39万人が訪れる 
鉄道・旅行サイト『トレたび』。 
JRグループ旅客6社協力のもと、 
最新のおすすめ観光列車や旬な鉄道旅の 
情報などを配信しています！ 
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 『トレたび』の訪問者データ 
■訪問者データ 

男性 
61% 

女性 
39% 

5.12% 

9.00% 

19.01% 

27.22% 

25.94% 

13.71% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

65歳以上 

55-64歳 

45-54歳 

35-44歳 

25-34歳 

18-24歳 

男性が6割・女性が4割。 
25～34歳、35～44歳が約5割以上を占めています。 
約6割がモバイル、タブレットからのアクセスです。 

モバイル 
49% 

デスク 
トップ 
42% 

タブレット 
9% 

※訪問者データは2017年度の数値です。 

『トレたび』のメインターゲットは 
25～44歳。旅行好き、鉄道好きの男女に
人気の鉄道・旅行情報のWebサイトです。 
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 『トレたび』バナー広告 
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■PCサイト ■スマホサイト 

※バナーサイズは 
 横幅600px、高さ500px 
 となります。 
※料金は7ページを参照 

『トレたび』トップページのバナー広告。 
想定表示回数90,000回。最短3ヵ月から広告出稿ができます。 

（『トレたび』トップページイメージ） （『トレたび』トップページイメージ） 

レクタングルバナー①②③ 

※レクタングルバナーは 
 イメージです 

レクタングル 
バナー③ 

レクタングル 
バナー③ 

レクタングル 
バナー① 

レクタングル 
バナー② 

レクタングル 
バナー③ 

レクタングル 
バナー① 

レクタングル 
バナー② 
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 『トレたび』タイアップ広告 

 特集ページ タイアップ広告 

Ａ4サイズで１ページ3,000文字相当 
記事制作 
＋ 
Webページ制作 
 
●想定表示回数：1,500PV（記事）/1ヵ月 
●トップページに3ヵ月間バナー掲載 
 
※料金は7ページを参照 

※取材費は含まれておりません。写真やロゴ、記事作成の 
 素材はご手配をお願いいたします。 
※現地取材も承ります（別途お見積り）。 

（記事イメージ） 

『トレたび』トップページ 

『トレたび』のオリジナル特集記事として配信。鉄道・旅行専門出版社による 
豊富なコンテンツを盛り込んだ記事作成＆自由度の高い情報発信が可能です。 

■タイアップ記事 制作実績 

日立製作所様、 
中国ジェイアールバス様、 
秋田県仙北市様、 
宝酒造様 
 

ほか 
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『トレたび』 
オリジナル特集ページ 

バナー 
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 『トレたび』雑誌連動タイアップ記事 
弊社が発行する雑誌の編集記事風タイアップ広告と 
『トレたび』のタイアップ記事をセット!! 紙＆Webで幅広くユーザにPR!! 

※取材費は含まれておりません。写真やロゴ、記事作成の素材はご手配 
 お願いいたします。現地取材も承ります（別途お見積り）。 
※ページボリュームを増やして実施することも可能です（別途お見積
り）。 
※雑誌誌面での記事内容によっては、『トレたび』への転用をいたしかね 
 る場合もございます。ご了承ください。 

創刊42周年を迎えた国内旅行雑誌。
豊富な撮り下ろし写真で彩られたオー
ルカラーの誌面で、旅先の情感を伝え
る。読者は国内旅行人口の中でも大き
なウェイトを占める40～60代が中
心。 

月刊『旅の手帖』 

■A4変型判・中綴じ・オールカラー 
■全国の書店・駅売店などで毎月10日発売 
■¥596（税込）  発行部数12万5000部 

創刊42年、JRグループ協力 
豊富なビジュアルの国内旅行雑誌 

「散歩雑誌」のパイオニア的存在。ス
タッフが徹底的に歩き回り、足でかせ
いだ首都圏のさまざまな街ネタが満
載。 
読者の95％が東京・神奈川・埼玉・千
葉の1都3県の在住在勤者。 

月刊『散歩の達人』 

■A4変型判・中綴じ・オールカラー 
■関東エリアの一般書店・CVS・駅売店などで毎月21日発売 

■￥700（税込）  発行部数7万5000部 

読者は1都3県に集中 
楽しくディープな「街探索」マガジン 

 特集ページ 雑誌連動タイアップ記事 

雑誌2ページ＋  
WebＡ4サイズ１ページ3,000文字相当 
特別セット。   

 
●想定表示回数：1,500PV（記事）/1ヵ月 
●トップページに3ヵ月間バナー掲載 

■雑誌連動タイアップ記事 制作実績 

青森県様、茨城県様、 
富士河口湖町様、北九州市様、 
大和ミュージアム様 ほか 
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  『トレたび』広告商品料金表 

種別 商品名 掲載期間 掲載ページ 
想定 

表示回数 
価格 

（税別） 
表示 
単価 

枠数 

バナー 
広告 

レクタングルバナー① 3ヵ月 トップページ 90,000 ¥60,000 ¥0.67  1 

レクタングルバナー② 3ヵ月 トップページ 90,000 ¥40,000 ¥0.44  1 

レクタングルバナー③ 3ヵ月 トップページ 90,000 ¥30,000 ¥0.33  1 

タイアップ 
広告 

タイアップ記事 
＋ 

バナー 
- 特集ページ - ¥350,000 - - 

雑誌連動タイアップ記事 
＋ 

バナー 
- 特集ページ - 

¥1,200,000 
～ 

- - 

コンテンツ制作・提供 ※詳細はお問い合わせください 

※バナー広告は最短3ヵ月から掲載可能です。 
 3ヵ月間の期間内で3回まで画像の差替えが可能です。 
※バナー広告のデータは基本支給いただきます。（制作の場合は別途お見積り） 
※タイアップ記事はトップページに3ヵ月間バナーを掲載、記事自体はトレたびサイト内にアーカイブとして残ります。 
※想定表示回数（インプレッション数）、表示単価は、Webサイト平均想定値です。 
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 広告掲載基準・お問合せ先 

本webサイトへの広告掲載に関しては、交通新聞社の定める広告掲載基準を満たした広告のみ掲載ができるものと 
させていただきます。 
審査の結果、掲載をいたしかねる場合もございますので、予めご了承ください。 
 
 ●広告目的が読者に正確に伝えられており、虚偽または誤認される恐れがないもの。 
 ●名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害の恐れのないもの。 
 ●違法なもの、社会秩序を乱すような表現のもの、誌面の品位を損ねないもの。 
 ●当社の編集方針・記事を否定しないもの。 
 
 ●当社に申し込まれた広告の掲載可否については、当社に決定権があるものとする。 
 ●当社が不適切と判断したものは掲載不可とする。 
 ●本サイトに掲載された広告について、広告内容など一切の責任は広告主が負うものとする。 
 ●広告原稿締め切り、及び、進行に著しく支障をきたした場合は、当社の判断により広告の掲載を中止することができる。 
 ●その他、日本雑誌広告協会規定に準拠する。 

■広告掲載基準 

■お問合せ先 
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『トレたび』への広告掲載に関するお問合せは下記宛にお願い致します。 

株式会社交通新聞社 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 NBF御茶ノ水ビル 
■コミュニケーションデザイン事業部    TEL.03-6831-6630 
                                                       担当：伊地知（y_idichi@kotsu.co.jp） 
                        今井（y_imai@kotsu.co.jp）                   
■第２出版事業部 トレたび編集室     TEL.03-6831-6552 
                                     担当： 塩沢（shiozawa@kotsu.co.jp） 
                       柴崎（shibazaki@kotsu.co.jp)                                   


