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パッケージ仕様

オーストラリア ニュージーランド

ターゲット市場

実施内容

動画制作

CM放送

外国人ライター体
験記事制作

訪日メディア
記事広告

facebook
プロモーション

旅行手配

推奨プロモーション

スキー場・スキー関連サービス

想定効果・納品物

訪日スキーヤーの集客

オセアニア圏へのブランディング

海外向けPR動画

外国人ライター制作PR記事

地方自治体・観光施設

※画像はイメージです。
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特徴 3

① 海外向けPR素材（動画・記事）の制作からプロモーションまで

② オセアニア圏への訪日プロモーションを集中且つ継続的に実施

③ 複数のメディアへの手続きを1箇所の窓口で対応

▶動画、記事は公式サイトやSNSで継続的にご活用頂けます。

▶ 5～6ヶ月間の間、継続してプロモーションを実施いたします。

▶ JOINT ONEが窓口としてすべてのメディア対応を行います。

100社以上の訪日メディアネットワークを活かし開発した結果、
価格もお得なプロモーションパッケージとなりました



ターゲッ
ト市場

ニュージーランド

訪日数

オーストラリア

冬季訪日数

305,177 

233,789 

321,167 

411,277 

春（3・4・5月） 夏（6・7・8月）

秋（9・10・11月） 冬（12・1・2月）

32.3%

年間 1,271,410人

冬 411,277人

※出典・データ参照元「日本政府観光局（JNTO）」

※2014～16年のオーストラリア、ニュージーランド訪日数の各季節合計で算出しております。
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オーストラリア ニュージーランド

347,339人

429,026人

501,655人

※出典・データ参照元「日本政府観光局（JNTO）」
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パッケージ（PKG）プラン概要 5

海外向け動画制作

豪州人ライター取材記事制作

オセアニア向けTVメディアCM放送

2. 豪州専門訪日メディアバナー広告

1. 欧米豪向け訪日メディア記事広告

訪日メディアfacebook投稿とフィード広告

旅行送客サポート

ゴールドPKG

通常：600万円

シルバーPKG ブロンズPKG

海外向け動画制作

豪州人ライター取材記事制作

オセアニア向けTVメディアCM放送

訪日メディアfacebook投稿とフィード広告

旅行送客サポート

記事3本 記事2本

「オークランドJapanday2018」タイアップ付

5ヶ月間・バナー（大）

投稿7回 投稿3回

2. 豪州専門訪日メディアバナー広告

1. 欧米豪向け訪日メディア記事広告

5ヶ月間・バナー（中）

海外向け動画制作

豪州人ライター取材記事制作

記事1本

欧米豪向け訪日メディア記事広告

訪日メディアfacebook投稿

投稿1回

6ヶ月・360回

旅行送客サポート

6ヶ月・360回

12ヶ月間

12ヶ月間

3ヶ月間

PKG特別価格：330万円

通常：510万円

PKG特別価格：220万円

通常：150万円

PKG特別価格：100万円

インフルエンサープロモーション

45％OFF 56％OFF 33％OFF



パッケージ施策概要（制作&納品）

元プロボーダーカメラマン撮影による海外向けPR動画制作

オーストラリア人ライター体験記事制作

ドローン使用動画も可能・今後の海外プロモーション用に！

外国人目線で体験取材記事制作・2次利用OK

動画制作一式

▶ 尺30秒～90秒、英語テロップ付きPR動画制作

▶ オフィシャルサイト、SNSなどに2次利用可能
※2次利用に関しては制限がございます。

▶ 取材に関する旅費交通費は別途

記事制作一式

▶ 豪州人ライターによる体験記事制作
（英語400～500words・写真10点程度×3記事）

▶ オフィシャルサイト、SNS、パンフレットなどに2次利用可能

▶ 取材に関する旅費交通費も費用に含む

※写真はイメージ

※記事イメージ
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ゴールドPKG シルバーPKG ブロンズPKG

ゴールドPKG シルバーPKG ブロンズPKG



パッケージ施策概要（プロモーション）

オーストラリアに特化した日本情報メディア

欧米豪圏に特化した訪日観光Webメディア

Webサイト記事広告掲載

▶ トップページバナー広告（大or中）から誘導の記事広告

▶ 当メディアfacebookへ投稿1～2回

▶ ニュースレター(メールマガジン)テキスト広告1～2回

Webサイト記事広告掲載

▶ 1～3記事掲載（合計1,000～3,000PV保証）

▶ 当メディアfacebookへ投稿1～3回

オセアニアに特化したTVメディア

ターゲット設定したSNS広告

尺30～90秒CM月60回×6ヵ月＝360回放送

▶ オーストラリア＋ニュージーランド全土で放送

▶ マルチデバイス（スマホ・タブレット・PC)視聴

▶ 当メディアのyoutubeアカウントにも投稿

Facebookを中心にした広告運用

▶ オーストラリア・ニュージーランドに特化して配信

▶ 興味・趣味・男女・年齢・エリアなどでターゲット

訪日観光予約Webサイト「funfanjpn.com」

広告と連動した旅行パーツの掲載(予約受付)

▶ 宿泊施設、交通、チケットなどの予約手配を行い
送客サポートし広告効果を最大化

プロモーションの受皿・送客サポート
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ゴールドPKG シルバーPKG

ゴールドPKG シルバーPKG ブロンズPKG

ゴールドPKG シルバーPKG

ゴールドPKG シルバーPKG

ゴールドPKG シルバーPKG ブロンズPKG

インフルエンサープロモーション

Youtuber・パワーブロガー投稿

▶ オセアニア圏に影響力がある1～2名を選定し投稿

▶ 取材のあり・なしはご相談の上決定致します

ゴールドPKG



オプションプロモーション ※パッケージと同時にお申込み可能です。

シドニー&メルボルンで開催される
「SNOW TRAVEL EXPO2018」タイアッププロモーション

ニュージーランドで開催される日本文化ＥＸＰＯ
「NZオークランド Japanday2018」特別タイアッププロモーション

オーストラリアローカルエージェント
タイアッププロモーション

www.jap.org.nz6 万人以上の来場者が予想されるNZオークランドJapanday2018。
来場者の90%以上が日本人以外の現地在住者で、文化・食・旅行など日本への興味を持ってい
る方々です。ブースにてチラシなど販促品の配布が可能です。

2018.02.25(日)

2018年 5月20日(日) シドニー / 5月27日(日) メルボルン

オーストラリア現地旅行社、OTA(オンライントラベルエージェント)とタイアップし、
ツアー販売、バナー広告、タイアップ特集の実施など企画・交渉致します。

オーストラリア、シドニーとメルボルンで毎年開催されるスノースポーツの最新情報を発信す
る展示会。日本、カナダ、アメリカ、ヨーロッパ、ニュージーランド、韓国などのブースがあ
り、オーストラリアのスキー・スノーボーダーが多く来場します。
来場者に配布されるパンフレットの1つとして同梱することが可能です。

費用：内容によりお見積り

費用：内容によりお見積り

費用：内容によりお見積り

オーストラリアに拠点を置く
体験ツアー予約サイト「viater」

オーストラリアに拠点を置く
OTA 「web jet」
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ゴールドPKG



パッケージ
全体像

動画制作

外国人ライター
体験記事制作

CM放送

訪日メディア記事広告（2メディア）

facebook投稿 ＆ 広告

facebook投稿

クライアント様オフィシャルサイト・SNSなど

活用 情報配信

情報配信

情報配信

情報配信

情報配信

旅行手配

全媒体の受皿として、また旅行パーツの予約手配による送客サポート

オセアニア圏へ
集中プロモーション

外国人に刺さる素材を使用しあらゆる媒体からプロモーションを実施！

日本好き

スキーヤー

スノーボーダー

日本文化に興味がある

温泉・旅館

パウダースノー

和食 忍者
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※シルバーPKGの場合



基本実施スケジュール ※実際は事前のお打合せで決定する為、下記一例、シルバーPKGの場合です。

2017年 2018年

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月以降

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

サービス名 実施内容

動画制作

記事制作

オセアニア特化
TVメディアCM放送

CM放送

豪州特化
訪日メディア・Web記事

Web記事広告

豪州特化
訪日メディア・FB投稿

FB投稿1回

豪州特化
訪日メディア・メール広告

メールテキスト
広告1回

欧米豪向け
訪日メディア・Web記事

Web記事広告

欧米豪向け
訪日メディア・FB投稿

FB投稿2回

欧米豪向け
訪日メディア・FB広告

FBフィード広告

旅行予約サポート
旅行パーツの案

内・予約

NZオークランド
Japanday2018

オプション施策
※ゴールドPKGは含む

★

SNOW TRAVEL 
EXPO2018

オプション施策 ★ ★

１ヶ月60回×６ヶ月間

Web上へ半永久的に記事掲載（バナー掲載は5ヶ月間）

投稿タイミングは指定可能

実施タイミングは指定可能

Web上へ半永久的に記事掲載

継続

継続

投稿後FB広告も実施

PV保障獲得まで広告実施

広告実施から１年間サポート実施

取材＋制作

取材＋制作

継続
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シドニー メルボルン



実施までの流れ 11

内容のご説明 パッケージ内容（媒体・施策、価格、スケジュール、メリット・デメリット、ターゲット）全般のご説明

お申込み 内容にご納得頂きましたらお申込み。

お打合せ

広告配信

レポート提出 広告実施のレポート提出。提出可能な施策から順次ご提出。

お支払い お支払い。

実施の流れ

取材実施 動画制作、体験記事制作の現地取材の実施。

スケジュール調整 取材スケジュール、実施スケジュールを具体的に調整・決定。

実施に向けてのお打合せ。全体スケジュールの確認など。

広告配信、SNS投稿などプロモーションを順次実施。。

まずはお気軽にお問い合わせください！



■本資料に関するお問合せ先

株式会社JOINT ONE 担当：嶋田 拓司（Shimada Takuji）

東京本社：東京都新宿区西新宿7-17-7 廣田ビル5F

TEL：03-4405-8182

メールアドレス：shimada-t@jointone.net


