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ハワイ全線ビジネスクラス
機内フリーマガジン

WINTER 2015 

ハワイを代表する実業家

 ドウェイン・栗栖
海洋生物を守り、共に生きる人々
ハワイで夢を叶えたストーリー

農
場
直
営

カ
フ
ェ
で

新
鮮
ご
は
ん

知 識 に 翼 を  ─  ハ ワ イ 通 の た め の 現 地 発 情 報 マ ガ ジ ン
ご自由にお持ち帰りください

インタビュー



日本からホノルルに向かう
日本航空機内にて主に配布される
ハワイ発の情報マガジン。

日本航空は、ホノルルに訪れる日本人観光客の
半数以上が利用するハワイ路線の主要航空会社です。
ビジネスクラスを利用する富裕層読者を意識したリッチな
コンテンツを中心に展開。
ハワイ現地発信ならではの深みのある情報を
各ジャンルにわたり掲載します。

●発行 季刊（１月、４月、７月、10月）

●発行部数 72,000部

  閲覧人数360,000人

●形態 レターサイズ（8.25 × 10.875 inch）
●読者層 ビジネスクラス搭乗者全員
  （旧ファーストクラスを含む全利用者）
  サクララウンジ利用客
●配布網 機内 羽田→ホノルル、成田→ホノルル、関西→ホノルル、
  中部→ホノルルの各ビジネスクラスでの配布
  日本 国際線の全サクララウンジ
  （札幌、羽田、成田、中部、関西、福岡、沖縄）
  ジャルパック顧客のうち富裕層顧客　約 3000 人
  JALプラザ（有楽町）での配布
  ハワイ州観光局日本オフィスでの配布
  JALグループネットワークでの富裕層向け配布展開
  ハワイ ラグジュアリーホテル
  主要ゴルフ場
  ジャルパックの全アロハラウンジ
  JTBラウンジ
  日本旅行ラウンジ
  近鉄インターナショナルラウンジ
  R&Cツアーズ　ラウンジ 



ハワイのリアルな今を知る
ローカル目線のコンテンツ

ハワイの今を知る特集記事
ハワイに生きる家族の姿
隣島からの最新情報
スペシャルインタビュー
ハワイ経営者に聞く
ハワイイベントリポート
ハワイ各島イベントカレンダー
旬のハワイアンミュージック

ハワイアンライフを潤す
人、自然、食にフォーカス

Pick up Hawaii Person
大人のグルメガイド
ハワイ新着NEWS
ハワイのアグリカルチャー
ハワイで過ごすシニアライフ
ハワイ不動産トピックス
カマアイナになった日本人
巻末マップ
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Size Dimensions(inch) 1 issue (3 Months) 4 issues (1 Year)

Inside Front Cover Spread 8.250 × 10.875 × 2 pages $9,600/issue ($3,200/month) $8,160/issue ($2,720/month)

Inside Back Cover Spread 8.250 × 10.875 × 2 pages $8,100/issue ($2,700/month) $6,885/issue ($2,295/month)

Center Spread 8.250 × 10.875 × 2 pages $8,100/issue ($2,700/month) $6,885/issue ($2,295/month)

Back Cover 8.250 × 10.875 $7,200/issue ($2,400/month) $6,120/issue ($2,040/month)

Inside Back Cover 8.250 × 10.875 $6,000/issue ($2,000/month) $5,100/issue ($1,700/month)

Facing Contents 8.250 × 10.875 $6,000/issue ($2,000/month) $5,100/issue ($1,700/month)

Full Page Display Ad 8.250 × 10.875 $4,800/issue ($1,600/month) $4,080/issue ($1,360/month)

Issue Distribution Period Space Due Date Artwork Due Date

Winter Edition 1/1 - 3/31/2016 11/5/2015 11/15/2015

Spring Edition 4/1 - 6/30/2016 2/5/2016 2/15/2016

Summer Edition 7/1 - 9/30/2016 5/5/2016 5/15/2016

Autumn Edition 10/1 - 12/31/2016 8/5/2016 8/15/2016

広告掲載料金

2016 掲載スケジュール

広告サイズ

• Page set up must be set for the actual ad space size
• CD/DVD ROM is preferred
• GRAPHICS: Must be in CMYK. RGB not accepted.
• FONTS: All fonts must be OUTLINED
• RESOLUTION: 350 dpi.
 Please set “Color Model” to “CMYK” and
 “Resolution” to “350 ppi” in the “Document Raster Effects Settings”
• Please embed all images in the Illustrator or InDesign file
• Please set for Knock out and Overprint
• Please save in illustrator Native (.ai) for Ilustrator, (.indd) for InDesign
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