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PROFILE ／ MEDIA

旅行情報誌「トラベル＆ライフ」はJTB旅カードゴールドの会員限定でご送付しています。
JTB旅カードとはJTBのクレジットカードです。なかでも、ゴールド（年会費16,500円／税込）の会員は、
1年間に海外旅行１回以上、国内旅行２回以上お出かけになっているという実績があります。
旅好きで、常に新しいスタイルの旅やデスティネーションを探している会員です。
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JTB旅カード ゴールド会員について

CHARACTERISTIC ／ MEDIA

JTB旅カードゴールド 男女構成比 年代構成比

旅行実績 居住地 入会時年収（単位：百万円）

JTB旅カードゴールド会員はJTBのお客様の中で
最も旅行との親和性が高い会員です。

約7割が男性会員ですが、トラベル＆ライフは会
員の奥様にも読まれている媒体です。

結婚時や定年後に旅行が趣味のご夫婦のご加入
で30代と60代以上の会員が多いのが特徴です。

1年間に海外旅行１回以上、国内旅行２回以上お
出かけになっている会員です。

トラベル＆ライフは全国誌ですので、国内全域
にプロモーションが可能です。

600万円以上の会員の方が全体の44％と、可処
分所得の比率が高い会員が多いのが特徴です。

JTBのお客様 1500万人

JTB旅カード会員 50万人

JTB旅カードゴールド会員
5万人

男

68%

女

32%

20代

12%

30代

26%

40代

14%

50代

13%

60代

21%

70代

14%

400未満

28%

400～

600未満

28%

関東

35.2%

中部

13.5%

近畿

20.8%

中国

5.5%

四国

1.4%

九州

9.4%

沖縄

0.8%

北海道

8.9%

東北

4.4%

800～
1000未満

9％

1000～
2000未満

13％

2000以上
6％

600～800未満
16％

海外旅行回数：

海外旅行金額：

国内旅行回数：

国内旅行金額：

1.3回

約110万円

2.5回

約20万円

（1年・1回あたり平均）
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＜記事広告＞ 特集記事を制作しているチームが直接取材して記事を作成します

EDITORIAL ／ ADVERTISIEMENT

過去事例紹介

栃木県では特産品である「スカイベリー」と「とちぎ和牛」について認知度を高めたいという課題があり、

単なる特産品紹介ではなく、栃木の観光スポット「大谷石資料館」を組み合わせることで、栃木への春旅

を提案する記事広告の読み物として会員様に訴求することで認知度向上に貢献。
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＜TRAVEL NEWS＞ 国内外の旬な旅ネタの告知にご利用いただけます

EDITORIAL ／ ADVERTISIEMENT

過去事例紹介

トラベル＆ライフでは国内外の

旬な旅行ニュースを会員様にお

伝えするページがあります。旅

行につながるようなちょっとし

た 告 知で あれば 、 TRAVEL

NEWSの枠を使った告知が可能

です。

まず、この枠をお試しでお使い

いただくことも可能です。
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＜記事広告＞ トラベル＆ライフ記事広告の効果測定について

EDITORIAL ／ ADVERTISIEMENT

トラベル＆ライフの記事広告では効果測定の手法をご用意しております。

プレゼント＆アンケート トラベル＆ライフクーポン

オモテ ウラ

トラベル＆ライフでは読者プレゼント応募時にアンケート

（WEB・FAX・郵送）を実施しています。

そのアンケートの中で旅行特集記事を読んでどれくらい旅

行に行きたくなったかを聞くことが可能です。

結果報告日：発行2か月後

記事関連度：高 旅行関連度：低

トラベル＆ライフ本誌の巻末に、JTBのお店で使える旅行

割引クーポンがついています。クーポンの裏面はアンケー

トになっていますので、クーポンを使用してどこに旅行に

行くかを聞くことが可能です。

結果報告日：発行６か月後が目安

記事関連度：低 旅行関連度：高
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＜同梱広告＞ JTB旅カードゴールド会員様に直接お届けします

FLYER ／ ADVERTISIEMENT

過去事例紹介

平成30年7月に発生した西日本

豪雨の影響で落ち込んだ松山

への観光客を元に戻すべく、

色々な施策を実施されていた

中の一つに「トラベル＆ライ

フ」同梱広告を採用いただい

た。

チラシのデザインから印刷、

同梱作業まで一貫した生産体

制で作業を、地域交流に貢献。

オモテ ウラ
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＜DIGITAL＞JTB旅カード｜トラベル＆ライフWebマガジン

WEB MAGAZINE ／ ADVERTISIEMENT

JTB旅カードのサイト内にトラベル＆ライフ

Webマガジンをご用意しています。

トラベル＆ライフの本誌では掲載しきれなかっ

た取材のこぼれ話や写真、動画などのとってお

きのコンテンツが楽しめるWebメディアです。

トラベル＆ライフ本誌とWebマガジンの両メ

ディアでの訴求が効果的です。

■トラベル＆ライフWebマガジン

https://www.jtb.co.jp/myjtb/card/travel_life/

媒体概要

■JTB旅カードWeb

https://www.jtb.co.jp/myjtb/card/

月間PV：140,000 月間UU：90,000
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＜DIGITAL＞メールマガジン「JTB旅カードマガジン」｜トラベル＆ライフ

MAIL MAGAZINE ／ ADVERTISIEMENT

メールマガジン「JTB旅カードマガジン」では、

JTB旅カード会員に向けて、お得なキャンペーン

やポイント残高などを配信しているメールマガジ

ンです。

また、月に2回ほどトラベル＆ライフWebマガジ

ンの最新情報を配信しています。

■トラベル＆ライフメールマガジン例

右記QRコードからご覧ください。

媒体概要

■メールマガジンについて

http://www.jtb.co.jp/myjtb/mailmagazine/

想定配信数：約50,000人 平均開封率：23％
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トラベル＆ライフでは記事広告のほかにも純広告・同梱広告など

ニーズに合わせた多様な広告プランをご用意しています

ADVERTISIEMENT FEE

表4（裏表紙）例

【同梱料金／税込】 １点あたり

冊子 チラシ

料金 1点につき33円 1点につき22円

【広告掲載料金／税込】

スペース 価格 寸法（天地×左右mm）

表4 1,320,000円 297×200

表2 1,210,000円 297×210

本文4C1P 880,000円 297×210

本文4C2P 1,760,000円 297×420

Travel News 110,000円 1/4スペース

＊記事広告の場合、制作費は別途、20万円／頁となります。
＊資料・写真データはご提供ください。撮影、取材費用が
発生した場合は、別途料金となります。

＊都道府県セグメントは別途費用55,000円がかかります。
＊年収別・性別のセグメントはできません。

ラッピング

【効果測定／税込】

種別 価格

プレゼント＆アンケート 110,000円

トラベル＆ライフクーポン 110,000円

【Webマガジンコラム掲載料金／税込】 １コラムあたり

コラム作成（執筆・メルマガ配信込）

料金 1コラムにつき66,000円
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REGULATION

■ 掲載の決定

本紙で紹介の掲載サービスへお申込み頂いた広告掲載の可否決定は、株式

会社J&J事業創造に帰属します。可否決定の理由および審査基準を説明す

る義務を負いません。掲載後に問題が生じた場合は、掲載を中止、以降の

掲載をお断りする場合があります。

■ 広告責任の所在

全ての広告は、広告主がその責任において行うものであり、掲載された広

告については当社ページ上のバナー、テキストのみならずリンク先の広告

主ページ等も含め、一切の責任は広告主が負うものとします。

■ 広告表現・リンク先ページに関して

掲載ご決定後におきましても、ご入稿いただいた広告クリエイティブなら

びにリンク先ページを確認させていただいた際に当社が不適切と判断する

表現・表記等がございました場合、ご入稿素材・リンク先ページをご修正

願うことがございます。万が一修正をご対応いただけない場合、掲載をお

断りさせていただくことがございます。

■ 掲載不可とされる広告内容

以下に該当すると判断される広告は、掲載をお断り致します。

• 口に入れるもの（食品・飲料など）、肌につけるもの（化粧品など。

洋服、靴などは除く）。

• 責任の所在が不明確なもの。

• 内容およびその目的が不明確なもの。

• 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのある

もの。

• 法律・条例・条約・規制に違反、もしくはそのおそれのあるもの。

• 公正・客観的な根拠無く最大級・絶対的表現を使用しているもの。

• 媒体の品位を損なうと判断されるもの。

• 公序良俗に反する表現と判断されるもの。

• 暴力・賭博・麻薬・売春等の犯罪を肯定・美化するもの。

• 醜悪・残酷・猟奇的な表現で、不快感を与えるおそれのあるもの。

• 青少年の保護、健全な育成に反するもの。

• 性に関する表現で、著しく卑猥性の高いもの。

• その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。

• 投機・射幸心を著しくあおるもの。

• 詐欺行為・不良商法とみなされるもの。

• 他人の名義・写真・肖像・商標・著作物等を許可無く利用したもの。

• 誹謗中傷・名誉毀損・業務妨害・またはプライバシーの侵害にあたる

もの。

• 人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるも

の。

• 医療・医薬品・化粧品において、効能・効果・性能等の表現が厚生労

働省の承認した範囲を逸脱するもの。

• 非科学的または迷信に類し、ユーザーを混乱させる恐れのあるもの。

• 宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの。

• 政党・政治活動にかかわるもの。

• 同業他社の提供するサービスに関係するもの。

• 当社が不適切と判断したもの。またJTBの広告基準に準じる。

広告掲載基準
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＜本件に関するお問い合わせ＞

JTB旅カード ゴールド会員誌「Travel&Life」編集室

（佐川印刷株式会社内）

担当：安部 崇臣

TEL 03-5715-0802

E-mail taka-abe@spcom.co.jp

Travel&Life https://www.jtb.co.jp/myjtb/card/travel_life/


