Advertisements Now Available
in Improved JATA News Letter, “JATA Communication”
12,000 Copies Each Issue, Direct-mailed
to All JATA Member Travel Agencies’ headquarters and branches
“JATA Communication” is published as News Letter by Japan
Association of Travel Agents (aka JATA) on 10th of every
month, 12,000 copies each issue.
JATA Communication carries not only news on JATA
activities as an official News Letter, but also interpretation of
present state of affairs and agenda which are background factors
of JATA activities, comments, remarks, statistics and applicable
notes, laws and regulations that are of vital importance to all
travel agencies especially to the management level. The whole
new JATA Communication is a must-read medium as ever, with
its new design and high value.
JATA Communication is proud of its high rate of intensive
reading by its subscribers, both JATA members and
non-members. This means it is rather easy for an advertiser to

reach the target - Key Personnel and management level of travel
agencies/related corporate enterprises in the entire travel trade.
JATA Communication as an official News Letter of JATA and
as such it has regulations an advertiser needs to know. Yet this
doesn’ t change the fact that JATA Communication is an
extremely effective medium. Make full use of this opportunity
to reach your target for your promotions.

Ads material transaction note
Please take the following into account when sending advertising data to JATA.
Application：Adobe® Illustrator® All fonts in ad copy must be outlined.
Logo, photo or other images：Must be saved as EPS or TIFF or PSD format
and embedded.Resolution is between 300-350 pixels/inch.
Color：Made and saved as CMYK mode. RGB type is not acceptable to our
layout systems, so please do not use it.
For those needing assistance, we are happy to help them find some
agencies.
Please note the following are not acceptable.
Cancellation after Material submission due date.
（1）
Space assignment.
（2）
Advertisements which contradict JATA policy or of tour reservations.
（3）
For more information, please contact JATA Public Relations.
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媒体資料 毎月10日発行
広告料金表

http://www.jata-net.or.jp/

Media Guide

Data of JATA Communication
Name of Medium：JATA Communication（known as “JATA Comi”）
Publisher：Japan Association of Travel Agencies
Publishing Dates：10th of every month
Format：A-4 size, open on right side, vertical text
（full-color: 8 pages, 2 color:16 pages）
Circulation：12,000 copies per issue
Distribution：JATA Active members（headquarters/all offices）, Associate
members, Overseas Allied members, Japan Tourism Agency, Municipal
offices, Transportation companies, Travel related parties, Government
tourism offices, Travel associations in Japan etc.
Contents：Interview with Key Personnel, Introduction and Interpretation of
Topics in Travel Trade, Report of JATA Committees/Brunches, Legal works,
Consumer Consultation, Studies of Tourist Sites/Materials etc.
Latest travel trade news in English page(s)
Readership：Management and chief level
Space order：By 40 days before the issuance
Material submission：By 20 days before the issuance

じゃたこみ

Size

unit:yen(incl. tax)

height x width(mm)

Full page

420,000

297×210

Full page

357,000

297×210

Full color

Full page

315,000

297×210

2 colors

Full page

262,500

256×180＊

5% discount for 3 consecutive advertisements

2 colors

1/2 page

136,500

125×180＊

10% discount for 6 consecutive advertisements

2 colors

1/3 page

84,000

80×180＊

20% discount for 12 consecutive advertisements

2 colors

1/4 page

73,500

59.5×180＊

2 colors

Space A 1/2(w)×1/4(h)

36,750

59.5×86＊

2 colors

Space B 1/3(w)×1/4(h)

25,200

59.5×56＊

＊Indecated by the finished size,
please put a line enclosing.

For more information, contact:
Public Relations at Japan Association of Travel Agents
Zen-Nittsu Kasumigaseki Bldg 3-3 Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan

Phone: 03-3592-1244 Fax: 03-3592-1268 e-mail: press@jata-net.or.jp

ごあいさつ
謹啓

貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げま

す。

広告スペース・料金（定価）のご案内

会員各社はもちろん、旅行会社と関係の深い団体・企

掲載面

色数

高いなど、
ターゲットが明確で、確実な広告掲載効果があ

表４

カラー

げられると確信いたしております。

表3
中面

業の管理職や実務担当責任者の方々の精読率も極めて

平 素 は 、一 般 社 団 法 人日本 旅 行 業 協 会（ 通 称：
「JATA、
ジャタ」）
の業務につきまして、格別のご理解、
ご
協力を賜り、誠にありがとうございます。

JATAの公式会報としての性格上、広告内容やスペー

スペース

料金

原稿サイズ

（￥消費税込み）

天地mm×左右mm

１ページ

420,000

297×210

カラー

１ページ

357,000

297×210

カラー

１ページ

315,000

297×210

１ページ

262,500

256×180＊

備考

「じゃたこみ
（JATA Communication）」
は、
当協会の

ス等に制約がある場合もありますが、極めて効率の高い

会報誌として、毎月10日にJATA会員である旅行会社を

広告媒体として、広告出稿をぜひご検討くださいますよう

2色

中心に12,000部を発行しております。

お願い申し上げます。

2色

1/2ページ

136,500

125×180＊

6回連続出稿は10％割引

2色

1/3ページ

84,000

80×180＊

12回連続出稿は20％割引

2色

1/4ページ

73,500

59.5×180＊

2色

小枠A（横1/2×縦1/4）

36,750

59.5×86＊

2色

小枠B（横1/3×縦1/4）

25,200

59.5×56＊

謹白

JATA会報誌だから ここが違う!
● 発行部数：毎月12,000部
（発行実部数）

＊印の広告は仕上がりサイズ上に
罫囲み線を入れてください。

広告のお申し込みについて

「じゃたこみ」
はJATA正会員および観光関連諸団体等に向け毎月12,000部を発行し､各法人・事業体で回読されています。

●
「じゃたこみ」
はこんな方々に読まれています。
・経営管理者向けには

3回連続出稿は5％割引

広告申込締切日： 発行日の40日前

最新のJATA施策や業界動向が先読みできる特集記事や、
業界キーマンのインタビュー記事を随時掲載。
・企画仕入担当者向けには

広告原稿締切日： 発行日の20日前
（写真やロゴの解像度は300〜350pixels/inch CMYKモードでお願いします。
）
広 告 原 稿 ： 完全デジタルデータにてご出稿ください。

（Adobe®Illustrator®アウトラインデータ推奨 または InDesign® アウトラインデータ）

旅行市場の傾向を読む統計情報や、国内外の観光素材研究など。

プリント写真（反射原稿）原稿については、別途スキャニング料を申し受けます。

・販売担当者向けには

デザイン及び印刷データの制作については、制作業者を紹介いたします。

消費者相談や法務に関する分かりやすい解説記事。
お客様との会話が弾む旅行の医学などの記事も随時掲載。

●広告訴求効果の高さにご注目ください。

旅行会社団体であるJATA公式会報誌として会員各社の支店・営業所に
配布されており、
経営トップから実務担当者まで注目度の高い媒体です。

次の各項についてはお受けできませんので、
ご了承ください。
（1）原稿締切日以降の掲載取消
（2）表4以外の広告掲載面の場所指定
（3）JATA会報誌の編集方針に反する広告、旅行会社の“旅行募集広告”等については、
お受けいたしかねる場合があります。
詳しくは事前にご相談ください。

「じゃたこみ」
の概要
媒 体 名 ： JATA Communication

愛称「じゃたこみ」

発 行 者 ： 一般社団法人日本旅行業協会
発 行 日： 毎月10日
装

丁 ： A4版右開き 縦書き 24ページ
（フルカラー8ページ、2色刷り16ページ）

発行部数 ： 毎号12,000部

内訳 JATA正会員本社・支店、協力会員/10,000部
官公庁・自治体、市町村観光協会、政府観光局、観光関係団体、在日公館、
プレス等/2,000部

内

容 ： 業界キーマンインタビュー、業界トピックス紹介・解説、委員会・支部レポート、法務・消費者相談、
海外・国内観光地の素材研究等
英文ページにて、業界最新情報を発信

読 者 層： 経営者、管理職や実務担当責任者

広告のお問い合わせ・お申し込み
一般社団法人
〒100-0013

日本旅行業協会

企画・広報グループ

東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル

電話
（03）
3592-1244／FAX
（03）
3592-1268／電子メール press@jata-net.or.jp

