
国際ホテル旅館２０２０
発行媒体・主催事業のご案内

専門知識とノウハウを共有する
主催セミナー

お問合せ内容を下記項目から選んでチェックを入れて頂き、最後に⑥へ記入して下さい。

各種お申込み書国際ホテル旅館フェア

開催概要

ブース出展概要

●サイズ…1小間 間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●出展料…300,000円（税別）

　小間位置は、お申込みいただいた順番
　などを考慮して主催者が決定します。

※出展料金には後壁、側壁（白色塩ビシートパネル）、パラペット、
社名板（統一書体、ロゴ等は別料金）を含みます。

※商談セット（テーブル・イス）カーペット、照明などリース備品も
別料金にて承ります。

※消防法により「裸火使用」やキャンドルなど「危険物持ち
込み」には事前に申請が必要です。
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パラペット【標準基礎小間形状】

　「国際ホテル旅館フェア」は、本
紙愛読者をはじめとする全国のホ
テル旅館の経営者・運営会社など
を対象に、最新の宿泊ビジネス商
材や各種サービス、経営・運営ノウ
ハウを体験いただくイベント。国内
ブライダル業界最大のビジネス展
示会「ブライダル産業フェア」との
同時開催で行います。
　会場は商材やサービスに直接
触れて・体験できる「展示ブース」
と、第一線の宿泊ビジネス経営者・
マネジメント層による「無料セミナ
ー」の二本立て。自社製品・サービ
スを宿泊業界向けに販売・提案し
たい企業にとっては絶好のＰＲの
場となります。

同時開催
ブライダル産業フェア2020

　今年（2020年）で22回目の開催となる「ブライダル産業フェ
ア」。全国のブライダルビジネスに携わるあらゆる層・業種の人２
万人が集まる展示会として、業界でお馴染みの存在になってい
ます。会場ではブライダル業界の最新商材が集まり、出展者数は
220社。また、トータル80講座の無料セミナーも同時開催します。

展示ブースと無料セミナーを同時開催
国際ホテル旅館フェア２０２０

宿泊業界専門情報紙
国際ホテル旅館

年１回発行の増刊号
パーフェクトガイド２０２１

株式会社ブライダル産業新聞社
〒104-0061 東京都中央区銀座8-11-1

TEL 03-5537-8661　　FAX 03-5537-8533
Email hotelryokan@bridalnews.co.jp

URL ihr-news.jp/

国際ホテル旅館フェア2020
株式会社ブライダル産業新聞社

2020年12月16日（水）・17日（木）

東京ビッグサイト 西3・4ホール

ブライダル産業フェア2020

名称

主催

会期

会場

同時開催

概要

来場者数

宿泊施設の営業・経営に役立つ商材の展示商談会、
およびビジネスセミナーを同一会場で開催します。
20,000 人（ブライダル産業フェア来場者と合算）

年に一度のブライダルの祭典

宿泊業界のための
「体験型イベント」

お問い
合わせ

国際ホテル旅館 （ブライダル産業新聞社内）
〒１０４-００６１ 東京都中央区銀座 ８－１１－１ GINZA GSBLDG２. 7階 
TEL 03（5537）8661　FAX 03（5537）8533
URL  ihr-news.jp    E-mail  hotelryokan@bridalnews.co.jp

貴社名 担当部署（役職）

ご住所
〒

担当者名

●貴社の該当する業種に○印をお付け下さい。
　ホテル（シティ、ビジネス、リゾート）　　旅館　　簡易宿所・民泊　　組合・団体　　旅行会社　　金融機関　　不動産会社　　建築・設計　　
　客室備品・宿泊関連システム　　コンサルティング　　人材サービス　　教育機関　　個人　　その他（ ）

FAX

電話

E-mail

振込名称（新聞送付先の名称と異なる場合のみ記入）

申込日 年　　　月　　　日
⑥発送先・請求先

国際ホテル旅館にフェア2020に
出展を希望する方には別途専用の
お申込み書を用意させて頂きます。

FAX. 03（5537）8533　メール. hotelryokan@bridalnews.co.jp

□ ①　購読お申込み

□ ②　広告出稿お申込み

サイズ：全面　5段　3段　3段1/2
カラー：フルカラー　モノクロ
開始日：20　　年　　　月から　　　回

□ ③　国際ホテル旅館フェア出展お申込み

※担当から別途詳細をご案内します

□ ④　増刊号「パーフェクトガイド」お申込み

サイズ：１ページ　　　２ページ

□ ⑤　その他、見本紙およびご提案・ご案内の希望

□ 「国際ホテル旅館」の見本紙がほしい
□ 広告掲載について
□ 国際ホテル旅館フェアについて
□ セミナー会場を活用したプロモーションについて
□ その他（ ）

具体的に決まっていれば以下の項目もご記入下さい。

　出展お申込み

○メール → hotelryokan@bridalnews.co.jp

○ＦＡＸで → 裏面「各種お申込み書」へ

○ＴＥＬで → 03-5537-8661



国際ホテル旅館
2001年創刊・最新の宿泊経営情報紙

パーフェクトガイド２０２１
『国際ホテル旅館』編集部が読者におススメする
宿泊経営をパワーアップするバイヤーズガイド

日本の新たな基幹産業「宿泊業界」の
経営・運営を情報力で強力バックアップ
①年間2500本の業界記事・ニュースを掲載
②毎号掲載・ホテル運営会社トップインタビュー
③新規開発から人気プランの理由まで幅広いテーマ
④ホテルチェーンのパワーが分かる「客室数ランキング」
⑤宿泊経営・運営を応援する商材を掲載

宿泊ビジネスの「いま」が分かる
国際ホテル旅館をご活用下さい

本紙が企画する特集記事に合わせた広告掲載で
御社製品・サービスを効果的にＰＲできます

読者層 購読地域

北海道・東北
８％

関東
甲信越
48％

東海・北陸
11％

関西
１７％

中国・四国７％

九州・沖縄
9％

ビジネス
ホテル
37％

シティ
ホテル
16％

リゾートホテル、
旅館
17％

関連業界
（旅行、備品ほか）

14％

設計・
不動産関連
７％

各種団体、学校法人２％ その他7％

※いずれも２０１８年10月現在

宿泊業の人材サービス（3/20号）
サービス業専門人材、外国人人材採用支援、人事支援　ほか

ベッド＆客室備品（4/20号）
ブランド人気ランキング、客室備品・アメニティのトレンド　ほか

待ったなし・インバウンド対応（5/20号）
多言語対応サービス・機器、外国人客対応ソリューション　ほか

業務管理システムの最前線（6/20号）
予約管理システム、チェックイン関連機器・システム、ルームキー、
客室コントロールシステム

月
３

月
４

月
５

月
６

夏季特大号（7/20号）
◎恒例・ホテルチェーン客室数ランキング2020夏
◎新任社長＆新規参入企業トップインタビュー
◎秋以降の宿泊予約戦略を考える　ほか

月
７

1ページ（全段）
天地371㎜×左右242㎜
フルカラー￥660,000
モノクロ　￥440,000

全５段
天地167㎜×左右242㎜
フルカラー￥300,000
モノクロ　￥200,000

全３段
天地99㎜×左右242㎜
フルカラー￥180,000
モノクロ　￥120,000

半３段
天地99㎜×左右119㎜
モノクロ　￥60,000
モノクロのみ・2回掲載を条件と
させていただきます。

広告料金・サイズ（全て税別・制作費別）

広告掲載のご案内

誌面例

2021年2月上旬発行予定
体　　裁：Ａ４判 全ページカラー
ペ ー ジ：８０ページ（予定）
発行部数：１０，０００部
内　　容：宿泊施設（ホテル・旅館など）
に設置・施工される商材、宿泊施設の運
営をサポートするシステムやサービスの紹
介記事とイメージ画像など。
『国際ホテル旅館』記事のアーカイブや、
宿泊経営に役立つデータ等も収録。

※一部、変更する場合があります。

■料金（いずれも税別）
見開き2ページ 1ページ
￥300,000-  ￥200,000-
誌面制作費を含みます。

本紙広告、国際ホテル旅館フェア2020と
のセット掲載もお見積りします。

紙面概要

本誌1冊で、ホテル旅館の運営・経営に役立つ情報を網羅

ホテル・旅館のための繁盛各研究会
国際ホテル旅館主催セミナー

本紙読者であるホテル・旅館を中心に、宿泊関連事業を手掛
ける企業や人のためのビジネスセミナーを開催します。競争
激化が進む日本の宿泊業界で勝ち残るための経営戦略、宿
泊予約を獲得するためのノウハウ、もしもの時に知っておきた
い経営知識などを、読者サービスの一環としてリーズナブル
な料金で開催します。

「自社の事業やサービスを宿泊業界の人に直接
伝えたい」「宿泊経営の課題を解決するソリュー
ションを提案したい」とお考えの企業に、当社が
運営するセミナールーム（東京・銀座）をお貸しし
ます。本紙広告でセミナー開催を告知すること
で、ターゲットを絞り込んだ告知活動ができ、効
果的なセミナー運営が実現します！
詳しくはお問合せください。
TEL.03-5537-8661 国際ホテル旅館まで

特に力を入れている4つのテーマ

大手ホテルチェーンの客室数ランキ
ングや開発計画、ホテル出店が伴う
再開発プロジェクトなどを随時掲載。

宿泊予約、チェックイン・アウト、宿
泊客の滞在サポートまで、あらゆる
領域のＩＴ化を徹底取材します。

ＯＴＡや旅行会社を通じた予約はも
ちろん、直販促進やリピーター化、
ＳＮＳの活用など多角的に紹介。

ホテルチェーンのトップマネジメント
から、温泉旅館の旦那・女将まで。
あらゆる経営哲学に迫ります。

開発計画 フロント業務のＩＴ化 集客ノウハウ トップ企業の経営戦略

発　行：ブライダル産業新聞社
発行日：毎月5日・20日（月2回発行）
体　裁：モノクロ16ページ
購読料：年間10,000円（税別）
読者層：●ホテル・旅館運営会社経営者、支配人、オーナー

●旅館組合、観光協会、自治体、事業者団体
●金融機関、アセットマネジメント、税理士、不動産
●宿泊関連サービス（予約、ITシステム、客室備品、建築設計ほか）

　購読お申込み方法

○WEBで申込み
検索国際ホテル旅館

　広告掲載のお問合せ

○メール → hotelryokan@bridalnews.co.jp

○ＦＡＸで → 裏面「各種お申込み書」へ

○ＴＥＬで → 03-5537-8661

QRコード

業界専門紙ならではの
視点＆豊富な独自情報
に定評アリ！！

  これまでに開催したセミナーのテーマ例

◎ホテルチェーン創業者の軌跡と提言

◎レベニューマネジメントの基礎＆応用

◎最新ホテルデザインの事例集と法令対策

◎Instagramを活用したホテル情報発信法

◎接客・コミュニケーションスキルアップ

セミナー会場を活用した
事業プロモーションのご提案

媒体データ

企画内容は変更する場合があります。

■掲載スケジュール
掲載日の14日前を目途にお申込みください。入稿は７日前を目途にメールでお送りください。
（添付または外部サーバーへのアップロード）

■データ制作仕様
制作ソフトウェア：Adobe IllstratorまたはPhotoshop（バージョンCS6以下・EPS形式）
文字化けや入稿トラブルを防ぐため、原稿内で使われている文字は全てアウトライン化
してください。画像は埋め込みによる配置を推奨します。トンボは不要です。
校正用の出力見本として入稿原稿と同じ内容のPDFファイルをご用意ください。

○FAXでお申込み → 裏面「各種お申込み書」へ
○スマホの方は右上のQRコードからリンクできます。
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