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フォートラベル 旅行会社様限定プロモーションスペース

カタログスタンドのご案内
～ビジネス版～
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「旅行のクチコミサイト フォートラベル」は、旅行情報に特化したコミュニティサイトです。
2004年3月に正式スタートして以来、急速にユーザー数を伸ばし、現在では月間のアクセスユーザー数は約721万人、月間のページビューは約4,980万PV（※モバイル/ＯＥＭ含む）に達し、
日本最大級の旅行コミュニティポータルになっています。（※2014年5月31日現在）

日本最大級、日本最大級、日本最大級、日本最大級、月間月間月間月間720720720720万人万人万人万人が訪問する旅行のクチコミサイトが訪問する旅行のクチコミサイトが訪問する旅行のクチコミサイトが訪問する旅行のクチコミサイト

フォートラベルについて

※2013年6月30日現在

各項目数値

クチコミ件数 660,000 件

旅行記（ブログ） 661,000 冊

トラベラー会員 156,000人

旅行写真 17,719,000 枚

■会社概要

設立・・・2003年10月

スタッフ・・・25名

事業内容・・・旅行専門のポータルサイト

「フォートラベル」を運営

■沿革

2003年10月・・・設立（有限会社）

2004年1月・・・サイト開設

2004年12月・・・組織変更（株式会社）

2005年1月・・・株式会社カカクコムの100％子会社

2007年9月・・・ヤフー株式会社と業務および資本提携

フォートラベルフォートラベルフォートラベルフォートラベル

4travel.jp4travel.jp4travel.jp4travel.jp

トラベルコトラベルコトラベルコトラベルコ

Travelko
トラベルトラベルトラベルトラベル....ジェーピージェーピージェーピージェーピー

travel.co.jptravel.co.jptravel.co.jptravel.co.jp

地球の歩き方地球の歩き方地球の歩き方地球の歩き方

arukikata.co.jparukikata.co.jparukikata.co.jparukikata.co.jp

ページビュー数
/月

2,8322,8322,8322,832万万万万 1,656万 919万 620万

総利用者数/月 249.1249.1249.1249.1万人万人万人万人 123.8万人 110.2万人 75.6万人

1人あたりの
利用時間

5555分分分分59595959秒秒秒秒 4分18秒 5分31秒 5分4秒

ネットレイティングス月別集計レポート/2012年6月度 レポート内容: カテゴリ別 - ドメインカテゴリ タイプ:  カテゴリ:旅行 (Travel)
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日本最大級、日本最大級、日本最大級、日本最大級、月間月間月間月間720720720720万人万人万人万人が利用する旅行のクチコミサイトが利用する旅行のクチコミサイトが利用する旅行のクチコミサイトが利用する旅行のクチコミサイト

ページビューページビューページビューページビュー 約約約約4,9804,9804,9804,980万万万万PVPVPVPV／月／月／月／月

サイト利用者サイト利用者サイト利用者サイト利用者 約約約約720720720720万人万人万人万人／月／月／月／月

トラベラー会員トラベラー会員トラベラー会員トラベラー会員 約約約約186,000186,000186,000186,000人人人人

クチコミ情報クチコミ情報クチコミ情報クチコミ情報 約約約約1,080,0001,080,0001,080,0001,080,000件件件件

旅行写真旅行写真旅行写真旅行写真 約約約約21,060,00021,060,00021,060,00021,060,000件件件件

旅行記旅行記旅行記旅行記 約約約約747,000747,000747,000747,000冊冊冊冊

利用者属性利用者属性利用者属性利用者属性

※

※※

※フォートラベル内アンケート

フォートラベル内アンケートフォートラベル内アンケート

フォートラベル内アンケート(2013

(2013(2013

(2013年

年年

年12

1212

12月実施

月実施月実施

月実施)

))

)

2014年年年年5月月月月31日日日日現在現在現在現在

「旅行のクチコミサイト「旅行のクチコミサイト「旅行のクチコミサイト「旅行のクチコミサイト フォートラベル」は、旅行情報に特化したコミュニティサイトです。フォートラベル」は、旅行情報に特化したコミュニティサイトです。フォートラベル」は、旅行情報に特化したコミュニティサイトです。フォートラベル」は、旅行情報に特化したコミュニティサイトです。

2004200420042004年年年年3333月に正式スタートして以来、急速にユーザー数を伸ばし、現在では月間のアクセスユーザー数月に正式スタートして以来、急速にユーザー数を伸ばし、現在では月間のアクセスユーザー数月に正式スタートして以来、急速にユーザー数を伸ばし、現在では月間のアクセスユーザー数月に正式スタートして以来、急速にユーザー数を伸ばし、現在では月間のアクセスユーザー数
はははは約約約約720720720720万人万人万人万人、月間のページビューは約、月間のページビューは約、月間のページビューは約、月間のページビューは約4,9804,9804,9804,980万万万万PVPVPVPVに達し、日本最大級の旅行コミュニティポータルにに達し、日本最大級の旅行コミュニティポータルにに達し、日本最大級の旅行コミュニティポータルにに達し、日本最大級の旅行コミュニティポータルに
なっています。なっています。なっています。なっています。

フォートラベルについてフォートラベルについてフォートラベルについてフォートラベルについて

属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ4: 4: 4: 4: 子供の有無（子供の有無（子供の有無（子供の有無（n=1252n=1252n=1252n=1252）））） 属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ5: 5: 5: 5: 職業（職業（職業（職業（n=1252n=1252n=1252n=1252）））） 属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ6: 6: 6: 6: 年収（年収（年収（年収（n=1252n=1252n=1252n=1252））））

属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ3: 3: 3: 3: 未婚・既婚（未婚・既婚（未婚・既婚（未婚・既婚（n=1252n=1252n=1252n=1252））））属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ1: 1: 1: 1: 性別（性別（性別（性別（n=1252n=1252n=1252n=1252）））） 属性グラフ属性グラフ属性グラフ属性グラフ2: 2: 2: 2: 年代（年代（年代（年代（n=1252n=1252n=1252n=1252））））

女性

58.7%

男性

41.3%

40代

33.2%

50代

21.5%

30代　28.8%

60代以上

6.5%
20代

9.8%

20歳未満

0.2%

既婚

61.5%

未婚

38.5%

いない

62.5%

いる

37.5%

会社員

52.3%

学生

1.7%

その他

1.6%
会社役員

1.5%

無職

3.9%
自営業

4.1%

専業主婦

12.3%

アルバイ ト・パー

ト・派遣（学生除く）

12.6%

公務員

7.3%

自由業・フリーラ

ンス    2.6%

300～600万円未満

31.3%

600～900万円未満

27.9%

900～1200万円

未満　16.1%

1800万円以上

1.9%

不明

0.5%

1500～1800万円

未満　2.6%

1200～1500万円

未満　6.3%

300万円未満

13.4%
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【主要サービス】

・旅行記

・クチコミ情報

・Q＆A掲示板

・ポストカード作成

・コミュニティ機能

etc

フォートラベルについて(サイトコンセプト)

潜在需要の

喚起

旅行商品の

予約・購入

情報の整理

発信

4travel ガイド 4travel リザーブ

【主要サービス】

・海外ツアー、海外航
空券検索

・海外、国内ホテル予
約サイト比較、検索

・国内ツアー、国内航
空券検索

・手配旅行依頼
etc

きれいなビーチの写真やトラベ
ラーの生の情報に触れることに
より、旅行需要を喚起

目的地やテーマ、ツアーオプションな
ど様々な角度から旅行を検索
自分のスタイルに合わせて、旅行を
チョイス

旅行記を作成して楽しい思い出を振
り返ったリ、写真をアップロード、ポス
トカードにして思い出を共有

旅行業界横断型のコミュニケーションプラットフォームを提供します。旅行業界横断型のコミュニケーションプラットフォームを提供します。旅行業界横断型のコミュニケーションプラットフォームを提供します。旅行業界横断型のコミュニケーションプラットフォームを提供します。

旅行者の消費チェーン全体をサポート。フォートラベルは、旅行をとことん楽しんでほしい。

だから、旅行者の旅行活動全体をサポートします。
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カタログスタンドについてカタログスタンドについてカタログスタンドについてカタログスタンドについて

（（（（1111）自社が得意とする方面への旅行に興味のあるユーザーだけを集客したい）自社が得意とする方面への旅行に興味のあるユーザーだけを集客したい）自社が得意とする方面への旅行に興味のあるユーザーだけを集客したい）自社が得意とする方面への旅行に興味のあるユーザーだけを集客したい

（（（（2222）ツアー検索サイトに出しても安いツアーが上に来て自社広告が上に出ない）ツアー検索サイトに出しても安いツアーが上に来て自社広告が上に出ない）ツアー検索サイトに出しても安いツアーが上に来て自社広告が上に出ない）ツアー検索サイトに出しても安いツアーが上に来て自社広告が上に出ない

（（（（3333）広告費をできるだけ安く抑えたい）広告費をできるだけ安く抑えたい）広告費をできるだけ安く抑えたい）広告費をできるだけ安く抑えたい

（（（（4444））））秘境ツアーをやっているんだけど、マイナーなので適当な広告媒体が無い秘境ツアーをやっているんだけど、マイナーなので適当な広告媒体が無い秘境ツアーをやっているんだけど、マイナーなので適当な広告媒体が無い秘境ツアーをやっているんだけど、マイナーなので適当な広告媒体が無い

（（（（5555））））海外現地旅行会社なので、広告を出せるところが少ない海外現地旅行会社なので、広告を出せるところが少ない海外現地旅行会社なので、広告を出せるところが少ない海外現地旅行会社なので、広告を出せるところが少ない

（（（（6666）エコノミー版を使っているけれども、もっと多く集客したい）エコノミー版を使っているけれども、もっと多く集客したい）エコノミー版を使っているけれども、もっと多く集客したい）エコノミー版を使っているけれども、もっと多く集客したい

（（（（7777）画像とテキストで旅行者に自社の強みをアピールしたい）画像とテキストで旅行者に自社の強みをアピールしたい）画像とテキストで旅行者に自社の強みをアピールしたい）画像とテキストで旅行者に自社の強みをアピールしたい

カタログスタンドカタログスタンドカタログスタンドカタログスタンド【【【【ビジネス版ビジネス版ビジネス版ビジネス版】】】】はこんなお悩みをお持ちの旅行会社様に最適です！！はこんなお悩みをお持ちの旅行会社様に最適です！！はこんなお悩みをお持ちの旅行会社様に最適です！！はこんなお悩みをお持ちの旅行会社様に最適です！！
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御社ホームページへ御社ホームページへ御社ホームページへ御社ホームページへ

誘導誘導誘導誘導

ビジネス版はビジネス版はビジネス版はビジネス版は

カタログスタンドビジネス版では、自社の得意な方面やテーマの旅行会社紹介ページにカタログスタンドビジネス版では、自社の得意な方面やテーマの旅行会社紹介ページにカタログスタンドビジネス版では、自社の得意な方面やテーマの旅行会社紹介ページにカタログスタンドビジネス版では、自社の得意な方面やテーマの旅行会社紹介ページに
画像とテキストで、フォートラベルのユーザーにＰＲしていただけます。画像とテキストで、フォートラベルのユーザーにＰＲしていただけます。画像とテキストで、フォートラベルのユーザーにＰＲしていただけます。画像とテキストで、フォートラベルのユーザーにＰＲしていただけます。
そこから直接御社のサイトへ送客させていただきます。そこから直接御社のサイトへ送客させていただきます。そこから直接御社のサイトへ送客させていただきます。そこから直接御社のサイトへ送客させていただきます。

方面別（マチュピチュ方面別（マチュピチュ方面別（マチュピチュ方面別（マチュピチュ 周辺）周辺）周辺）周辺）

海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ

テーマ別（テーマ別（テーマ別（テーマ別（遺産・遺跡・秘境））））

海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ海外旅行ガイドページ
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絞られたユーザーを送客絞られたユーザーを送客絞られたユーザーを送客絞られたユーザーを送客

【【【【ケニアケニアケニアケニア トップ、都市ページトップ、都市ページトップ、都市ページトップ、都市ページ】】】】【【【【フォートラベルフォートラベルフォートラベルフォートラベル トップページトップページトップページトップページ】】】】 【【【【ケニア旅行会社紹介ページケニア旅行会社紹介ページケニア旅行会社紹介ページケニア旅行会社紹介ページ】】】】

見込み顧客となりうるユーザーってどうやって来るの見込み顧客となりうるユーザーってどうやって来るの見込み顧客となりうるユーザーってどうやって来るの見込み顧客となりうるユーザーってどうやって来るの????

フォートラベル トップ

ケニア旅行に興味の

あるユーザー

【検索サイトから】

ケニアに強い旅行会
社として、見込み客
へもアピール

「ケニア 旅行会社」

で検索

「ケニア 旅行」

で検索

御
社
H
P
へ
誘
導

ケニアに強い

旅行会社を知りたい

ユーザー
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カタログスタンドビジネス版とエコノミー版との違いカタログスタンドビジネス版とエコノミー版との違いカタログスタンドビジネス版とエコノミー版との違いカタログスタンドビジネス版とエコノミー版との違い

表示表示表示表示 ビジネス版ビジネス版ビジネス版ビジネス版 エコノミー版エコノミー版エコノミー版エコノミー版

広告枠数広告枠数広告枠数広告枠数 契約国にある都市や観光地の数だけ作成可能 ３枠のみ

エリアエリアエリアエリア 御社広告枠を表示 会社名のみ表示

テーマテーマテーマテーマ 御社広告枠を表示 表示なし

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産 御社広告枠を表示 表示なし

リンクリンクリンクリンク 広告枠から直接御社の

ページへ

貴社紹介

＜カタログスタンド＞ページへ

五十音順表示五十音順表示五十音順表示五十音順表示 上に表示 一覧で表示

【エリア別旅行会社ページ】

カタログスタンドカタログスタンドカタログスタンドカタログスタンド

ビジネス版ビジネス版ビジネス版ビジネス版

エコノミー版エコノミー版エコノミー版エコノミー版

画像とテキストでユーザーにアピール画像とテキストでユーザーにアピール画像とテキストでユーザーにアピール画像とテキストでユーザーにアピール!!!!!!!!
ユーザーはこちらより直接御社ホームページへユーザーはこちらより直接御社ホームページへユーザーはこちらより直接御社ホームページへユーザーはこちらより直接御社ホームページへ

フォートラベル内カタログスタンドフォートラベル内カタログスタンドフォートラベル内カタログスタンドフォートラベル内カタログスタンド
ページへページへページへページへ

露出度の多さとクリック数の多さが最大の特徴ですが、露出度の多さとクリック数の多さが最大の特徴ですが、露出度の多さとクリック数の多さが最大の特徴ですが、露出度の多さとクリック数の多さが最大の特徴ですが、
細かいところから効果の見えづらいところまで手をぬきません。細かいところから効果の見えづらいところまで手をぬきません。細かいところから効果の見えづらいところまで手をぬきません。細かいところから効果の見えづらいところまで手をぬきません。

エコノミー版とビジネス版の違いは？エコノミー版とビジネス版の違いは？エコノミー版とビジネス版の違いは？エコノミー版とビジネス版の違いは？
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掲載箇所 掲載方法

＜掲載確定箇所＞＜掲載確定箇所＞＜掲載確定箇所＞＜掲載確定箇所＞

■契約エリア旅行会社ページ 掲載

■契約エリアのテーマページ 掲載

■契約エリア世界遺産ページ（エリアで世界遺産を選択の場合のみ） 掲載

＜ランダム表示＞＜ランダム表示＞＜ランダム表示＞＜ランダム表示＞

■旅行会社 トップ 更新順に30社

■旅行会社海外テーマトップ 更新順に30社

■テーマ別海外旅行ガイド(40個の各テーマにて) 更新順に20社

■世界遺産トップ 更新順に7社

■世界遺産(各エリア) 更新順に5社

■海外旅行ガイド 国 (ガイドトップ、観光、グルメ、交通、旅行記) 更新順に1社

■海外旅行ガイドエリア(ガイドトップ、観光、グルメ、交通、旅行記) 更新順に1社

■海外ツアー予約トップ 更新順に5社

【広告枠掲載一覧】

カタログスタンドビジネス版はその掲載箇所の豊富さが特徴でもあります。確実に御社の広告枠が表示される箇カタログスタンドビジネス版はその掲載箇所の豊富さが特徴でもあります。確実に御社の広告枠が表示される箇カタログスタンドビジネス版はその掲載箇所の豊富さが特徴でもあります。確実に御社の広告枠が表示される箇カタログスタンドビジネス版はその掲載箇所の豊富さが特徴でもあります。確実に御社の広告枠が表示される箇
所以外にも、下記のようなバリエーションで表示されます。所以外にも、下記のようなバリエーションで表示されます。所以外にも、下記のようなバリエーションで表示されます。所以外にも、下記のようなバリエーションで表示されます。

掲載箇所が少なくない？掲載箇所が少なくない？掲載箇所が少なくない？掲載箇所が少なくない？

誘導について誘導について誘導について誘導について



9Copyright(c) 2003-2013 4travel, Inc. All rights reserved.

最小限のコストで最大の効果最小限のコストで最大の効果最小限のコストで最大の効果最小限のコストで最大の効果

カタログスタンド（ビジネス版）はカタログスタンド（ビジネス版）はカタログスタンド（ビジネス版）はカタログスタンド（ビジネス版）は1,0001,0001,0001,000円円円円////月からはじめていただけます。月からはじめていただけます。月からはじめていただけます。月からはじめていただけます。

会社名会社名会社名会社名 契約国数契約国数契約国数契約国数 月額広告費月額広告費月額広告費月額広告費 月間クリック数月間クリック数月間クリック数月間クリック数 クリック単価クリック単価クリック単価クリック単価

Ａ社Ａ社Ａ社Ａ社 1111カ国カ国カ国カ国 1,5001,5001,5001,500円円円円////月月月月 130130130130 12.012.012.012.0円円円円////クリッククリッククリッククリック

Ｂ社Ｂ社Ｂ社Ｂ社 1111カ国カ国カ国カ国 5,0005,0005,0005,000円円円円////月月月月 600600600600 8.38.38.38.3円円円円////クリッククリッククリッククリック

Ｃ社Ｃ社Ｃ社Ｃ社 3333カ国カ国カ国カ国 16,00016,00016,00016,000円円円円////月月月月 600600600600 26.526.526.526.5円円円円////クリッククリッククリッククリック

【【【【2012201220122012年年年年3333月実績月実績月実績月実績】】】】

国（国内は地方）ごとにＰＶ国（国内は地方）ごとにＰＶ国（国内は地方）ごとにＰＶ国（国内は地方）ごとにＰＶ(Page View)(Page View)(Page View)(Page View)数に応じた料金設定になっており、一番ＰＶが多いところで数に応じた料金設定になっており、一番ＰＶが多いところで数に応じた料金設定になっており、一番ＰＶが多いところで数に応じた料金設定になっており、一番ＰＶが多いところで
6000600060006000円円円円////月となっております。月となっております。月となっております。月となっております。

クリック数はエリアにもよりますが、多いところではクリック数はエリアにもよりますが、多いところではクリック数はエリアにもよりますが、多いところではクリック数はエリアにもよりますが、多いところでは7777００クリック００クリック００クリック００クリック////月ほどの効果があります。月ほどの効果があります。月ほどの効果があります。月ほどの効果があります。

これだけの低単価でこれだけ多くの旅行者からのクリック数があるのはカタログスタンドだけ！これだけの低単価でこれだけ多くの旅行者からのクリック数があるのはカタログスタンドだけ！これだけの低単価でこれだけ多くの旅行者からのクリック数があるのはカタログスタンドだけ！これだけの低単価でこれだけ多くの旅行者からのクリック数があるのはカタログスタンドだけ！

クリック数につきましてはその数字を保証するものではありません。あくまでも参考とお考え下さいクリック数につきましてはその数字を保証するものではありません。あくまでも参考とお考え下さいクリック数につきましてはその数字を保証するものではありません。あくまでも参考とお考え下さいクリック数につきましてはその数字を保証するものではありません。あくまでも参考とお考え下さい
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料金体系Ｎｏ．１料金体系Ｎｏ．１料金体系Ｎｏ．１料金体系Ｎｏ．１

＜料金表＞＜料金表＞＜料金表＞＜料金表＞*契約単位は6ヶ月で事前払いをお願いしております。
円円円円////月月月月

エリアエリアエリアエリア

6,0006,0006,0006,000円円円円

(6,480)(6,480)(6,480)(6,480)

5,0005,0005,0005,000円円円円

(5,400)(5,400)(5,400)(5,400)

4,0004,0004,0004,000円円円円

(4,320)(4,320)(4,320)(4,320)

3,0003,0003,0003,000円円円円

(3,240)(3,240)(3,240)(3,240)

2,0002,0002,0002,000円円円円

(2,160)(2,160)(2,160)(2,160)

1,5001,5001,5001,500円円円円

（（（（1,6201,6201,6201,620））））

アジアアジアアジアアジア タイ、タイ、タイ、タイ、

中国中国中国中国

マレーシア、マレーシア、マレーシア、マレーシア、
韓国、香港、韓国、香港、韓国、香港、韓国、香港、
台湾台湾台湾台湾

インドネシア、インドネシア、インドネシア、インドネシア、
シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポール、
フィリピン、フィリピン、フィリピン、フィリピン、

ベトナムベトナムベトナムベトナム

インド、カンボジアインド、カンボジアインド、カンボジアインド、カンボジア モルディブモルディブモルディブモルディブ スリランカ、ネパール、マカオ、スリランカ、ネパール、マカオ、スリランカ、ネパール、マカオ、スリランカ、ネパール、マカオ、
ミャンマー、モンゴル、ラオスミャンマー、モンゴル、ラオスミャンマー、モンゴル、ラオスミャンマー、モンゴル、ラオス

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、

フランスフランスフランスフランス

イギリス、スペイギリス、スペイギリス、スペイギリス、スペ
イン、ドイツイン、ドイツイン、ドイツイン、ドイツ

オーストリア、オーストリア、オーストリア、オーストリア、
ギリシャ、スイギリシャ、スイギリシャ、スイギリシャ、スイ
ス、チェコ、トス、チェコ、トス、チェコ、トス、チェコ、ト
ルコ、ロシアルコ、ロシアルコ、ロシアルコ、ロシア

オランダ、スウェーデン、オランダ、スウェーデン、オランダ、スウェーデン、オランダ、スウェーデン、
デンマーク、ノルウェー、デンマーク、ノルウェー、デンマーク、ノルウェー、デンマーク、ノルウェー、
ハンガリー、フィンランド、ハンガリー、フィンランド、ハンガリー、フィンランド、ハンガリー、フィンランド、
ベルギー、ポーランド、ベルギー、ポーランド、ベルギー、ポーランド、ベルギー、ポーランド、
ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル

アイルランド、クロアチアアイルランド、クロアチアアイルランド、クロアチアアイルランド、クロアチア

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア

ミクロネシアミクロネシアミクロネシアミクロネシア

グアムグアムグアムグアム オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア サイパン、タヒサイパン、タヒサイパン、タヒサイパン、タヒ
チ、ニューカレチ、ニューカレチ、ニューカレチ、ニューカレ
ドニア、フィドニア、フィドニア、フィドニア、フィ
ジー、ニュージー、ニュージー、ニュージー、ニュー
ジーランドジーランドジーランドジーランド

パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプアニューギニア、パプアニューギニア、

パラオパラオパラオパラオ

北米北米北米北米 アメリカ（除くアメリカ（除くアメリカ（除くアメリカ（除く
ハワイ）、ハワイ）、ハワイ）、ハワイ）、

ハワイハワイハワイハワイ

カナダカナダカナダカナダ

中米中米中米中米 メキシコメキシコメキシコメキシコ キューバキューバキューバキューバ

南米南米南米南米 ブラジル、ペルーブラジル、ペルーブラジル、ペルーブラジル、ペルー アルゼンチン、チリアルゼンチン、チリアルゼンチン、チリアルゼンチン、チリ

中近東中近東中近東中近東 アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦

アフリカアフリカアフリカアフリカ エジプトエジプトエジプトエジプト ケニア、モロッコ、南アフリカケニア、モロッコ、南アフリカケニア、モロッコ、南アフリカケニア、モロッコ、南アフリカ

（）内税込み料金＜月額＞
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料金体系Ｎｏ．２料金体系Ｎｏ．２料金体系Ｎｏ．２料金体系Ｎｏ．２

＜料金表＞＜料金表＞＜料金表＞＜料金表＞*契約単位は6ヶ月で事前払いをお願いしております。
円円円円/月月月月

エリアエリアエリアエリア

1,0001,0001,0001,000円円円円////月月月月
（（（（1,0801,0801,0801,080円円円円////月）月）月）月）

アジアアジアアジアアジア アフガニスタン、パキスタン、ﾊﾞﾝｸﾞラディッシュ、ブータン、ブルネイ、東ティモール、北朝鮮アフガニスタン、パキスタン、ﾊﾞﾝｸﾞラディッシュ、ブータン、ブルネイ、東ティモール、北朝鮮アフガニスタン、パキスタン、ﾊﾞﾝｸﾞラディッシュ、ブータン、ブルネイ、東ティモール、北朝鮮アフガニスタン、パキスタン、ﾊﾞﾝｸﾞラディッシュ、ブータン、ブルネイ、東ティモール、北朝鮮

ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キプロス、アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キプロス、アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キプロス、アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キプロス、

キルギス、グルジア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビアモンテネグロ、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン、ブルガリア、キルギス、グルジア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビアモンテネグロ、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン、ブルガリア、キルギス、グルジア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビアモンテネグロ、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン、ブルガリア、キルギス、グルジア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビアモンテネグロ、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン、ブルガリア、

ベラルーシ、ボスニアヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ベラルーシ、ボスニアヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ベラルーシ、ボスニアヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ベラルーシ、ボスニアヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、

ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、

オセアニア・オセアニア・オセアニア・オセアニア・

ミクロネシアミクロネシアミクロネシアミクロネシア

キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウルキリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウルキリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウルキリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア、ナウル

南米南米南米南米 アンティグアバーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサバトル、ガイアナ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、アンティグアバーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサバトル、ガイアナ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、アンティグアバーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサバトル、ガイアナ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、アンティグアバーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサバトル、ガイアナ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、

スリナム、セントクリストファーネービス、セントビンセントグレナディーン、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ、スリナム、セントクリストファーネービス、セントビンセントグレナディーン、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ、スリナム、セントクリストファーネービス、セントビンセントグレナディーン、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ、スリナム、セントクリストファーネービス、セントビンセントグレナディーン、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ、

ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、

中近東中近東中近東中近東 イエメン、イスラエル、イラク、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、ヨルダン、レバノン、イランイエメン、イスラエル、イラク、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、ヨルダン、レバノン、イランイエメン、イスラエル、イラク、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、ヨルダン、レバノン、イランイエメン、イスラエル、イラク、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、ヨルダン、レバノン、イラン

アフリカアフリカアフリカアフリカ アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザ、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザ、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザ、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザ、

コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、

スワジランド、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、スワジランド、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、スワジランド、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、スワジランド、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、
ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リビア、リベリア、レソト、赤道ギニア、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リビア、リベリア、レソト、赤道ギニア、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リビア、リベリア、レソト、赤道ギニア、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リビア、リベリア、レソト、赤道ギニア、
中央アフリカ、ルワンダ中央アフリカ、ルワンダ中央アフリカ、ルワンダ中央アフリカ、ルワンダ

その他その他その他その他 北極、南極北極、南極北極、南極北極、南極

（）内税込み料金＜月額＞
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■■■■オンラインでオンラインでオンラインでオンラインで

カタログスタンドの管理画面よりお申込みいただけます。
ログイン後メニュートップにあります「ビジネス版広告枠の空枠確認・申込」ボタンから
お申込みいただけます。お申込後弊社よりお支払い方法や掲載までの流れ等について
ご連絡させていただきます。

【【【【お問合せについてお問合せについてお問合せについてお問合せについて】】】】
お申込み前の具体的な操作方法のご案内は、お電話では行っておりません。
メールでのお問合せをお願いします。

カタログスタンドビジネス版お問合せ：support@4travel.jp

【【【【お問合せ窓口お問合せ窓口お問合せ窓口お問合せ窓口】】】】

お申込みお申込みお申込みお申込み

http://4travel.jp/for_tcs/business/http://4travel.jp/for_tcs/business/http://4travel.jp/for_tcs/business/http://4travel.jp/for_tcs/business/

【【【【ご請求のタイミングご請求のタイミングご請求のタイミングご請求のタイミング】】】】
契約単位は6666ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月で事前払い事前払い事前払い事前払いをお願い致しております。


