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japan-guide.com概要

ジャパンガイドとは

月間ユニークユーザー数 230万人
国内最大級の英語圏向け訪日メディア

ジャパンガイドは、1996年にスイス出身の現Visit Japan 大使である

ステファン・シャウエッカーによって設立された訪日観光情報サイトです。

世界最大規模の日本旅行・生活・文化情報サイトとして、

20年以上訪日・在日外国人の主要な情報ソースとなっています。

欧米豪を中心とした英語圏ユーザーをターゲットに、

現在ウェブサイトと公式YouTubeチャンネルの運営を行っています。

2

セッション数 平均滞在時間 アクセス国TOP5（デスクトップPC）

japan-guide.com 1,000万 00:03:26 米＞豪＞星＞英＞カナダ

メディアA 500万 00:01:18 台＞日＞米＞香＞中

メディアB 400万 00:01:55 台＞日＞米＞タイ＞香

メディアC 90万 00:01:07 米＞タイ＞日＞豪＞ベトナム

メディアD 88万 00:00:59 米＞タイ＞台＞豪＞英

➢ 主要インバウンドメディアとの比較

※競合比較サイト『Similar Web』調べ2018年11月～2019年1月（https://www.similarweb.com/ja）

✓ セッション数(1位)

✓ 英語ネイティブ国

の閲覧率(1位) 

✓ 平均滞在時間(1位)

https://www.japan-guide.com/
https://www.youtube.com/japanguide/
https://www.similarweb.com/ja


ジャパンガイドのコンテンツはすべて、弊社専属の外国人ライターの独自に取材のもと制作されています。

ユーザーの視点に立った信用性の高い記事とタイムリーな情報を提供に注力しています。

サイトコンテンツ

ジャパンガイドとは
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総ページ数2000ページ、47都道府県を網羅

外国人編集者が実際に現地に訪れて編集した

観光地域情報を掲載。主要観光地から日本人も

あまり知らないローカルな地域まで、

47都道府県を網羅しています。

Destinationセクション

関心テーマ毎の観光情報を掲載。

自然・文化・季節等、旅行計画中の外国人

ユーザーがテーマごとに情報収集できる

セクションです。

Interestセクション

交通情報・宿情報からオススメ旅行プラン・

便利なツアーまで、個人旅行計画時に役立つ

情報が全て含まれるセクションです。

Plan a tripセクション

ユーザー同士が日々情報交換やディスカッ

ションを行うフォーラムを設置しています。

サイト登録会員数95万人、月間4000件の

書き込みが発生しています。

Forum



ジャパンガイドが選ばれる理由

ジャパンガイドとは
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英語圏向けメディアで

最大級のトラフィック

欧米豪を中心とした英語圏をメインユーザー

とし、月間800万～1,000万PV、180万～230

万UUのアクセスが発生しています。

質の高いコンテンツ制作

実績豊富な専属の外国人編集者が、現地取材を

もとにすべてのコンテンツを制作します。

「ユーザーにとって有益な情報であること」を

主軸に、ユーザーが求める正確で最新の情報を

提供しています。

訪日確度の高いユーザー

Googleなどの検索エンジンから、具体的なエリ

ア名を検索して流入してくるユーザーが全体の

82%を占めています。そのため、訪日意欲の高い

ユーザーに向けたプロモーションが可能です。

動画を活用した

効果的なプロモーション

公式YouTubeチャンネル登録者数は20万人を超え、全国各地

を紹介した動画本数は100本以上にのぼります。チャンネル内

の動画は継続したアクセス獲得が見込めるため、中長期的な

プロモーションが可能となります。

官公庁や交通関連企業

プロモーションの実績多数

日本国内の自治体・観光協会をはじめ旅行・運輸会社など

を中心に多くのお客様よりご依頼をいただいております。

https://www.youtube.com/japanguide


ユーザー属性：国別アクセス

ジャパンガイドとは
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シンガポール
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3%

日本語

6%

その他

24%

日本国内からのアクセス端末言語

世界200カ国以上からアクセス

米国・豪国・英国など英語圏のユーザー多数

※日本国内からのアクセスの8割は外国語端末からのアクセスです。

そのため、多くは旅ナカの外国人観光客からのアクセスであると考えられます。

※国別アクセス詳細はこちら

※Google analytics 2019/1/1～2019/12/31データ参照

mailto:https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1CPcvW71rmEd_wLIb-RMyus82o7-En9XX/page/1M
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ユーザー属性

ジャパンガイドとは

全体の87％が

訪日経験あり
または訪日希望者
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アクセス概要：Google検索順位

ジャパンガイドとは
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日本の「都市名」「地域名」をGoogle（英語）で検索すると、

多くの場合、“ジャパンガイド”の関連ページが 上位、 もしくは1ページ目以内に表示されます。

“Japan”のキーワードで検索
→ジャパンガイドが上位に表示

(※アメリカからGoogle.comで検索した結果
検索履歴が反映されないようにログアウトアカウントから検索）

流入の82%が検索エンジンによるもの

(※similarweb.com調べ）

Google

82%

direct

11%

bing

2%

Others

5%



アクセス概要：Google検索順位（エリア別）

ジャパンガイドとは
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都市名 順位

Furano 2位

Niseko 6位

Sapporo 4位

Hakodate 5位

Noboribetsu 2位

Shiretoko 1位

Hikoraski 3位

Lake Towada 2位

Nyuto Onsen 1位

Kakunodate 2位

Sanriku Coast 1位

Hiraizumi 2位

Dewa Sanzan 1位

Ginzan Onsen 1位

Matsushima 2位

Sendai 3位

Ouchijuku 1位

Aizu 6位

都市名 順位

Tsukiji Fish Market 1位

Asakusa 1位

Shinjuku 2位

Harajuku 1位

Odaiba 1位

Takaosan 1位

Kamakura 2位

Hakone 1位

Yokohama 3位

Narita 6位

Kawagoe 2位

Kusatsu Onsen 2位

Oze National Park 1位

Nikko 2位

Kairakuen Garden 1位

都市名 順位

Fushimi inami 1位

Nijo Castle 1位

Kiyomizudera 2位

Gion 1位

Arashiyama 3位

Kinkakuji 1位

Ginkakuji 1位

Gion Matsuri 1位

Yoshino 2位

Todaiji 1位

Kinosaki 3位

Mount Koya 1位

Kumano 1位

Namba 1位

Umeda 1位

Himeji 3位

都市名 順位

Shirakawago 2位

Takayama 2位

Yuzawa 2位

Alpine Route 4位

Hiroshima 

memorial park
2位

Miyajima 1位

Onomichi 2位

Tomonoura 1位

Inujima 1位

Bitchu takahashi 1位

Akiyoshidai 2位

Mount Daisen 1位

Izumo 5位

Naoshima 3位

Matsuyama 2位

Iya valleyi 1位

【北海道・東北】 【関東】 【関西】 【中部/中国/四国】



ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/japanguide/）

ジャパンガイドとは
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公式YouTubeチャンネル登録者数 21.6万人(※2022年4月時点)

地域プロモーション動画をはじめ累計100本以上の動画制作実績

https://www.youtube.com/japanguide/


ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/japanguide/）

ジャパンガイドとは
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動画プロモーションによる中長期的に継続した情報発信が可能です

富山県 (2017年)

▽動画実績例

北陸運輸局様 (2018年)

 掲載開始から現在まで(約4年間)の再生回数：

2,119,548回
※2017/9/29-2021/5/12 YouTube Analytics参照

 掲載開始から1ヶ月時点での再生回数：

8,205 回
※2017/9/29-2017/10/29 YouTube Analytics参照

 掲載開始から現在まで(約2年間)の再生回数：

308,486 回

※2018/8/31-2020/8/14 YouTube Analytics参照

 掲載開始から1ヶ月時点での再生回数：

4,343 回
※2018/8/31-2018/9/30 YouTube Analytics参照

ジャパンガイドはTrue View等の広告を一切使用していないため、オーガニックによるアクセスのみとなります。

(※True Viewとは、YouTubeのサイト上に掲載される動画広告を指します）

https://www.youtube.com/japanguide/


ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/japanguide/）

ジャパンガイドとは
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官公庁や交通関連企業関連のプロモーション実績多数

 新潟県様（令和3年度）

「Rural Japan near Tokyo(東京近郊の日本の田舎)」をテーマに、新潟県越後妻有のアートに関連したスポットや、

佐渡島の歴史的なスポットを2泊3日で周遊する動画/記事を制作。

https://www.japan-guide.com/ad/niigata/

 環境省様（令和3年度）

国立公園のある三重県 伊勢志摩、北海道 支笏洞爺、沖縄県 慶良間諸島をそれぞれ1泊2日旅程で周遊するシリーズ動画/記事を制作。

Ise-Shima Shikotsu-Toya Kerama Island

▽動画制作事例

https://www.youtube.com/japanguide/
https://www.japan-guide.com/ad/niigata/
https://www.japan-guide.com/ad/iseshima/
https://www.japan-guide.com/ad/national-parks/shikotsu-toya/
https://www.japan-guide.com/ad/national-parks/zamami-island/


ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/japanguide/）

ジャパンガイドとは
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 中部運輸局・中部国際空港利用促進会様（令和2年度）

世界的スポーツイベントを契機とした中部地域の広域プロモーション事業

中部地域を４日間のドライブ旅で周遊するトラベル動画、記事を制作。４本のシリーズ動画として公開。

https://www.japan-guide.com/ad/central-japan/201210.html

 近畿運輸局、宇治市観光協会様（令和2年度）

観光名所とともに日本酒・日本茶を楽しむFIT向け関西鉄道旅 事業：

京阪・南海・近鉄沿線の観光スポット(３霊山、日本酒、日本茶に関連するスポット) を周遊する動画、記事を制作。

３本の動画シリーズにて紹介。

https://www.japan-guide.com/ad/kansai-by-rail/

https://www.youtube.com/japanguide/
https://www.japan-guide.com/ad/central-japan/201210.html
https://www.japan-guide.com/ad/kansai-by-rail/


ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/japanguide/）

ジャパンガイドとは
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 東日本旅客鉄道株式会社 (JR東日本)様 （令和元年度）

東京駅構内、駅周辺エリアを観光する１日旅程を提案、欧米豪圏の訪日客をターゲットに東京駅に新設された施設および

東京駅構内の魅力を紹介する動画/記事を制作。

https://www.japan-guide.com/ad/japan-rail-cafe/

 京阪ホールディングス株式会社・小田急電鉄株式会社様（令和元年度）

小田急・京阪電鉄の路線を利用し、訪日旅行客に人気のゴールデンルートと呼ばれる東京～箱根～京都を2泊3日の旅程にて

周遊する動画/記事を制作。

https://www.japan-guide.com/ad/tokyo-hakone-kyoto/

https://www.youtube.com/japanguide/
https://www.japan-guide.com/ad/japan-rail-cafe/
https://www.japan-guide.com/ad/tokyo-hakone-kyoto/


広告メニュー
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動画広告

広告メニュー

掲載枠
・トップページ/ Japan Travel Newsページ
・ジャパンガイド公式YouTubeチャンネル

価格

＜1日旅程紹介 5-7分動画想定＞
￥2,500,000（税別）

＜2日旅程紹介 7-10分動画想定＞
￥3,300,000 （税別）

＜3日旅程紹介 10-13分動画想定＞
￥4,100,000（税別）

＜4日旅程紹介 13-16分動画想定＞
￥4,900,000（税別）

※宿泊費、交通費等を含む

オプション
・日本語字幕追加 ￥20,000
・DVD納品（1枚） ￥20,000

仕様

・動画、記事ページ制作

・トップページに1か月間掲載後、サイト内「Japan 

Travel News」ぺージに格納

・サイトが継続する限り永久にサイト内に掲載

制作期間 正式ご発注から2ヵ月半～3か月間目安

備考

※動画の著作権はジャパンガイド編集部に帰属します。
※サイトポリシーに沿いコンテンツを制作いたします。

お客様側では取材地域のみご指定いただくことがで
きます。

※取材許可取得についてはご協力をお願いいたします。
※動画/記事の納品は英語となります。

• ジャパンガイド専属の英語ネイティブの編集者がご指定地域の現地取材を行い、動画・記事の制作を行います。
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▽動画・記事ページ例
 メニュー詳細

トップページ掲載枠/
Japan Travel News

＋
公式YouTubeチャンネル



動画広告：動画タイプ

広告メニュー

トラベル動画 リスティング動画 How To 動画

⚫ 該当エリア/スポットを実際の行程に

沿って紹介するトラベル形式動画。

⚫ ジャパンガイド専属外国人ライターが

ホストとなり、現地取材を行います。

⚫ マップを活用した現地での移動手段や

各スポットの文化的背景など、視聴者

が求める実用的な情報を提供します。

➢ 事例一覧はこちら

⚫ 該当エリアの見どころをリスト形式

で紹介する動画。

⚫ 実際にジャパンガイド専属外国人ス

ライターが現地取材を行い、ナレー

ションなどを活用し、各エリア/ス

ポットを解説します。

➢ 事例一覧はこちら

⚫ 電車の乗り方や交通手段、日本食の

食べ方などをHow to形式で紹介した

動画。

⚫ 訪日計画中の外国人ユーザーにとっ

て有益な情報をアニメーションなど

を活用して紹介します。

➢ 事例一覧はこちら
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLeAeHjDWksvmXLrhttFkLY1nlUtql-JEl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeAeHjDWksvltaYw92OX4xzOk27IsUT6l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeAeHjDWksvmVOSW_Lrvu7In6QYsb2QV7


記事広告

広告メニュー

• ジャパンガイド専属の英語ネイティブの編集者がご指定地域の現地取材を行い、記事の制作を行います。

• 制作されたページは、トップページ掲載後、サイト内に半永久的に保存され、検索エンジン等のインデックス対象となるため、
中長期でターゲットにリーチすることができます。

掲載枠 トップページ/ Japan Travel Newsページ

価格

＜1泊2日取材＞
￥1,500,000（税別）

※取材日数１日追加あたり5万円(税別)

※宿泊・交通費含む

(※取材なし記事広告(原稿提供)：¥1,050,000（税別）)

仕様

・記事ページ制作

・単語数：1000～1500ワード（英語）

・写真点数：約30点

・外部リンク掲載可能

・トップページに1か月間掲載後、サイト内「Japan 

Travel News」ぺージに格納

・サイトが継続する限り永久にサイト内に掲載

制作期間 正式ご発注から2ヵ月半目安

備考

※二次利用をご希望の場合は別途15万円(税別)の追加料金

が発生します。

※取材地域、掲載内容のご指定が可能です。

※取材許可取得についてはご協力をお願いいたします。

※動画/記事の納品は英語となります。
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▽動画・記事ページ例  メニュー詳細

トップページ掲載枠/
Japan Travel News



バナー広告/トップページ掲載プラン

広告メニュー

広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠 トップページ (B枠/C枠)

想定imp数 253,014imp/月

価格

＜Bバナー広告＞
¥506,000/月（税別）

＜Cバナー広告＞
¥126,000/月（税別）

※露出方法は、常時表示(100％露出)が基本ですが、ご予算

に応じて露出度合いを調整する事も可能です。

例）50%表示(50%露出)：2回に１回表示されるイメージです

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※バナーの制作も承ります。（料金別途：2万円/バナー）

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保さ

せていただきます。
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B バナー
300px × 250px

C バナー
300px × 100px

※バナーサイズ詳細については、P.16をご参照ください

• サイトトップページにバナー広告を掲載することが可能です。

• 訪日計画者からコアな日本ファンまで多くの層の外国人が閲覧するため、幅広いブランド認知に効果的なプロモーションです。

 メニュー詳細



バナー広告/中ページ掲載プラン

広告メニュー

広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠 トップページ以外の各ご希望ページ

価格

各ページごとに月間のご掲載料金が異なります。

ご予算や関連地域・テーマに応じて、最適な掲載プランをご

案内させていただきます。ご掲載料金・広告表示回数・空き

枠状況についてはお問い合わせ下さい。

※露出方法は、常時表示(100％露出)が基本ですが、ご予算

に応じて露出度合いを調整する事も可能です。

例）50%表示(50%露出)：2回に１回表示されるイメージです

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※バナーの制作も承ります。（料金別途：2万円/バナー）

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保さ

せていただきます。
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※バナーサイズ詳細については、P.16をご参照ください

• プロモーション内容と関連性の高いページをお選びいただき、バナーを掲載することが可能です。

• ターゲットとなるユーザーへのダイレクトなアプローチを期待できます。

B バナー
300px × 250px

B バナー
300px × 250px

C バナー
300px × 100px

C バナー
300px × 100px

Ａ バナー
728px × 90px (※必須)
320px × 100px(※必須)

Ａ バナー
728px × 90px (※必須)
320px × 100px(※必須)

【PCページ】 【モバイルページ】  メニュー詳細



バナー広告：バナー仕様

広告メニュー
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商品名 露出方法 表示箇所 原稿サイズ(横×縦) 形式 ファイル容量

Aバナー 常時表示/露出調整 PC版と同様

728 pix × 90 pix

（PC版）※必須

GIF/JPG 150KB以内

320 pix × 100 pix

（モバイル版）※必須

970px×90px 

（PC版）※推奨

468 pix × 60 pix

（PC版）※推奨

Bバナー 常時表示/露出調整

モバイル版の各エリア

トップページでは、

ページ下部に表示

300px×250px

（PC/モバイル版）
GIF/JPG 150KB以内

Cバナー 常時表示/露出調整 PC版と同様
300px×100px

（PC/モバイル版）
GIF/JPG 150KB以内



バナー広告/動画バナー掲載プラン

広告メニュー
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B バナー
300px × 250px

• プロモーション内容と関連性の高いページをお選びいただき、動画を掲載いたします。
ビジュアルに動きを加え、さらに音でも訴求できるため、ユーザーの目に留まりやすく、認知・ブランディングに効果的です。

• トップページでは幅広いブランド認知、コンテンツページではターゲットとなるユーザーへのダイレクトなアプローチを期待
できます。

広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠 トップページを含む各ページに掲載

価格

各ページごとに月間のご掲載料金が異なります。

ご予算や関連地域・テーマに応じて、最適な掲載プランを

ご案内させていただきます。

ご掲載料金・広告表示回数・空き枠状況についてはお問い

合わせ下さい。

※露出方法は、常時表示(100％露出)が基本ですが、ご予算に

応じて露出度合いを調整する事も可能です。

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保させ

ていただきます。

動画表示サイズ 300px×250px（PC/モバイル版）

動画形式 YouTube URL

ファイル容量 25MB以内

その他規定

自動再生停止ボタンあり

ディフォルト音声無し<ボリューム調整スライドで調整>

代替イメージなし

 メニュー詳細

 入稿素材



リスティング広告

広告メニュー
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広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠
・各サービス関連ページ内のリスティング広告欄
・各地域ページ最下部「Tours and Travel Services」欄

価格

サービス関連ページへのご掲載料金は左下参照。

各地域ページごとに月間のご掲載料金が異なります。

ご掲載料金・広告表示回数・空き枠状況についてはお問い

合わせ下さい。

※広告１点の登録につき別途登録料5,000円/点を頂きます。

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保さ

せていただきます。

• 貴社サービスと関連性のあるページに広告を掲載します。

• ご掲載ページ(＝関連テーマ)に興味を持ったユーザーに対してダイレクトな訴求が可能です。

ロゴ
貴社サービス紹介文
サイトへのリンク

▲ Internet Accessページ掲載事例

ロゴ画像
(リンク付き)

100 x 68（横x縦）ピクセル

（企業ロゴやサービスロゴ）

タイトル 約10～12単語（56文字＜スペース含む＞）

テキスト
テキスト 2文（全体で30単語以内を推奨)

※ 日本語/英語原稿どちらでもご支給いただけます。

 メニュー詳細

 入稿素材

ページ名
Language 

School

Internet 

Access
Luggage

最低出稿金額 100,000円/年 150,000円/半年 150,000円/半年

➢ サービス関連ページ料金表



ツアーパッケージ広告

広告メニュー
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掲載ページ Tour & Package ページ

掲載箇所 “Tour Operators”欄に1点

掲載料金
3ヶ月

30,000円

6ヶ月

57,000円

12ヶ月

108,000円

広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠
・Tour & Packageページ

・各地域ページ「Tours and Travel Services」欄

価格

Tour & Packageページご掲載料金は左下参照。

地域ページご掲載料金については、各ページごとにご掲載料

金が異なります。料金・広告表示回数・空き枠状況について

はお問い合わせ下さい。

※広告１点の登録につき別途登録料5,000円/点を頂きます。

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保さ

せていただきます。

ロゴ画像
(リンク付き)

100 x 68（横x縦）ピクセル

（企業ロゴやサービスロゴ）

タイトル 約10～12単語（56文字＜スペース含む＞）

テキスト
テキスト 2文（全体で30単語以内を推奨)

※ 日本語/英語原稿どちらでもご支給いただけます。

• 貴社サービスと関連性のあるページに広告を掲載します。

• ご掲載ページ(＝関連テーマ/地域)に興味を持ったユーザーに対してダイレクトな訴求が可能です。他の広告よりも単価が抑え
られているため、費用対効果が高い広告として人気のメニューです。

ロゴ
貴社サービス紹介文
サイトへのリンク

 メニュー詳細

 入稿素材
➢ Tour & Packageページ料金表



ホテル広告

広告メニュー
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広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠

・各地域トップページ

・各地域トップページ＋サブページ(地域情報に関連するページ）

※ Travelページより、掲載希望地域を検索ください。

価格

各地域ページごとに月間のご掲載料金が異なります。

ご掲載料金・広告表示回数・空き枠状況についてはお問い合わせ

下さい。

※広告１点の登録につき別途登録料5,000円/点を頂きます。

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保させて

いただきます。

• 貴社ホテルの立地に応じた地域ページに広告を掲載します。

• ご掲載地域に興味を持ったユーザーに対してダイレクトな訴求が可能です。

サムネイル
画像

貴社ホテル名・紹介文
サイトへのリンク

画像 (リンク付き)

400 x 400（横x縦）ピクセル

※ 施設外観、施設内の写真に限る。周辺地域の写真等施設が写っていないものは不可。

※ 重要な対象物が中心に配置されている画像を推奨。

タイトル 約10～12単語（56文字＜スペース含む＞）

テキスト

全体で30単語以内

※ 日本語原稿をご支給いただき、弊社で翻訳させていただくことも可能です。

※ 英文原稿をご用意いただく場合、弊社のウェブに通じたネイティブによるチェック実施後、掲載いたします。

 入稿素材

 メニュー詳細



ニュースレター広告

広告メニュー
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広告タイプ 期間保証型広告

掲載枠 ニュースレター内 上段 or 下段

価格

(上段) ¥200,000（税別）

(下段) ¥180,000（税別）

※広告１点の登録につき別途登録料5,000円/点を頂きます。

備考

※ご掲載希望日の3営業日前までに素材をご入稿ください。

※正式ご発注をくださったお客様を優先的に掲載枠を確保させ

ていただきます。

サムネイル
画像

広告文章
貴社サイトへのリンク

• 毎月19万人以上のー購読希望者へ配信するニュースレターに、サムネイル画像・英文テキストとURLを掲載いたします。

• 一度に多くのユーザーに配信されるため、即効性が期待できる広告です。

 メニュー詳細

画像 画像比率：16:9  / 画像サイズ：400x225ピクセル推奨

タイトル 半角35文字以内

テキスト (紹介文)
半角150文字以内

※ 日本語/英語原稿どちらでもご支給いただけます。

リンク用テキスト 半角35文字以内

 入稿素材



インバウンドリサーチ

広告メニュー
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• 毎月160万人以上が訪れるジャパンガイドを活用して、北米・ヨーロッパ、アジア等の訪日外国人・訪日予定外国人・在日外国人への意識

調査を行います。

• サイトを訪問したユーザーに任意で回答してもらう形式をとっているため（モニター・アンケートのようにインセンティブを使用して回答

してもらう形式でない為）バイアスの少ない意見収集が可能です。WEBサイトを訪問した外国人ユーザーに任意で回答をしてもらうWEB

アンケート調査になるため、国ごとに何名というような定量的調査が難しくなりますが、一般的な調査では得難い、日本に対して一定の知

識があるユーザーが予め絞りこまれている点が特徴です。特に対象国を絞らない調査や定性的な意見を集めたい調査に向いています。

質問数
100

sample
200

sample
300

sample
400

sample
500

sample

5問まで 21万円 30万円 42万円 51万円 60万円

10問まで 27万円 36万円 48万円 60万円 69万円

15問まで 39万円 51万円 66万円 78万円 93万円

20問まで 48万円 63万円 78万円 93万円 108万円

25問まで 57万円 72万円 87万円 102万円 120万円

30問まで 63万円 81万円 96万円 114万円 129万円

リサーチ期間

・簡単な質問の場合 (例:質問数20／200サンプル)

回収期間目安2週間

・質問回答が多い場合

(例:質問数25～30・自由入力欄あり／200サンプル)

回収期間目安1ヵ月

料金

料金については下記ご参照ください。

※基本コーディネート費用として

別途70,000円（翻訳費用込み）を頂きます。

サイト内に
意識調査枠を設置

（例）
Q：日本を訪れたことがありま
すか？
A： ・はい

・いいえ
・日本に住んでいます



アクセス統計画面

広告メニュー

27

• バナー広告、ホテル広告、ツアー広告、ニュースレター広告を掲載をされるお客様には、常時数値を閲覧出来るように専用の

アクセス統計ページURLをご用意致します。

「PV数」、「クリック数」、「クリック率」、「国別アクセス」を「月別」、「週別」、「日別」、また「ページ別」、

「バナー別」に閲覧いただけます。

【国別アクセス統計画面】 【日別PV数・クリック数・CTR統計画面】

【サマリー統計画面】



ご掲載スケジュール

広告メニュー
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◼ 動画・記事制作 (制作期間：約２～３ヵ月目安)

お問い合わせ

お電話、又は弊社サイト
「問い合わせフォーム」

よりお問い合わせください。

ヒアリング

ご指定地域やスポット、
訴求内容に沿った

最適プランを提案します。

取材

専属外国人ライターが
現地取材を行い、

コンテンツ制作を行います。

校正・チェック

動画・記事原稿の
事実確認・校正を
お願いします。

掲載
・

レポート提出

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5

◼ バナー/ツアー/ホテル広告

お問い合わせ

お電話、又は弊社サイト
「問い合わせフォーム」

よりお問い合わせください。

ヒアリング

ご指定地域やスポット、
訴求内容に沿った

最適プランを提案します。

広告素材の手配

規定の素材を御支給ください。
弊社にてバナー・英簿原稿の

制作も承ります。

掲載
・

レポート提出

Step1 Step2 Step3 Step4

(3営業日目安)



広告掲載実績 (業界別五十音順）

広告メニュー
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旅行

代理店

株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル

株式会社JTB西日本

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

株式会社日本旅行

株式会社コレリィアンドアトラクト

近畿日本ツーリスト株式会社

クラブツーリズム株式会社

東武トラベル株式会社

平田観光株式会社

官公庁

自治体

・官公庁他組織団体

環境省 観光庁 近畿運輸局

経済産業省 東北観光推進機構 復興庁

北海道観光振興機構 北陸信越運輸局

・地方自治体

秋田県 愛媛県 大分県 沖縄県
神奈川県 岐阜県 群馬県 高知県 佐賀県

静岡県 島根県 千葉県 徳島県 富山県

奈良県 広島県 福井県 宮崎県

会津若松市 大阪府北区 掛川市 金沢市

上山市 桜井市 佐渡市 静岡市 新宮市

千葉市 千葉県栄町 弟子屈町
東京都大田区 東京杉並区 東京都港区

豊岡市 長崎市 姫路市 別府市 水俣市

鹿児島県観光連盟 大阪観光局

群馬県観光物産国際協会

京都・兵庫・鳥取三府県広域観光交流圏

公益財団法人東京観光財団

財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー

中国地方総合研究センター 長崎県観光連盟

中海・宍道湖・大山圏域インバウンド機構

観光施設
株式会社オリエンタルランド

株式会社第一興商 ロボットレストラン

宿泊施設

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

ハイランドリゾート株式会社

藤田観光株式会社

有限会社坂口商事（ケイズハウス）

有限会社サクラホテル

旅行商品

予約サイト

・宿泊＆ツアー予約 ：JAPANiCAN

・宿泊予約：Agoda Booking.com Hotels.com         
Hostel World Stay Japan 一休 楽天トラベル

・ツアー予約：Voyagin

・フライト予約：Skyticket

交通関連

・航空

全日本空輸株式会社 日本航空株式会社 成田国際空港株式会社

・鉄道

小田急電鉄 九州旅客鉄道 近畿日本鉄道 京王電鉄株式会社
京阪ホールディングス 東武鉄道 東海旅客鉄道

南海電気鉄道 西日本旅客鉄道株式会社

阪急阪神ホールディングス 東日本旅客鉄道株式会社

・高速バス/車

WILLER TRAVEL 株式会社 クーコム株式会社

京王電鉄バス株式会社

タイムズモビリティー株式会社

外国人一般消費

者向け

NTTブロードバンドプラットフォーム株式会社

株式会社ぐるなび ソフトバンク株式会社

TOTO株式会社

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

東京競馬株式会社

株式会社モビリティランド鈴鹿サーキット

小売業
阪急阪神不動産 三井不動産株式会社

三菱地所・サイモン株式会社 ららぽーとマネジメント株式会社



問い合わせ/お申込み
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お問い合わせ先
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ご相談・ご不明点などございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

www.japan-guide.com

◆ ジャパンガイドお問い合わせフォーム：https://www.japan-guide.co.jp/contact/

Tel： 03-6214-5881 Mail：jg@export-japan.co.jp

エクスポート・ジャパン株式会社

東京支社

〒 103-0022 

東京都中央区日本橋室町1-6-3 山本ビル別館8F

TEL. 03-6214-5881 FAX. 050-3457-8760

大阪支社

〒 542-0081

大阪市中央区南船場3丁目7番27号NLC心斎橋7F  

TEL：06-6210-2722 FAX：050-3457-8760

問い合わせ/お申込み

www.export-japan.co.jp

https://www.japan-guide.com/
http://www.japan-guide.com/
https://www.japan-guide.co.jp/contact/
mailto:jg@export-japan.co.jp
https://www.japan-guide.com/
http://www.export-japan.co.jp/

