
 AJ ベトナム 

～ADVENTURE JAPAN～ 
ベトナム人富裕層・新興中間層向け情報誌 

媒体概要 

営業担当：株式会社Adventure JAPAN (04) 3974 1405 勝 

 



  

雑誌 

イベ
ント 

海外セールス 

プロモーション 

WEB 

イベント、ツ
アー、視察
など、リアル
な繋がりを
実現。 

カテゴライズ
した日本の実
用情報や、地
域とタイアッ
プした旬の話
題を提供。 

ビジュアル重
視の誌面展
開。感覚的に
日本の魅力を
アピール。 

「日本の美、技、

心」を再発見し 

世界に発信する 

マルチリンガル 

メディア 

 私たちは、日本各地の地域

資源と魅力ある伝統文化を掘

り起し、雑誌（フリーマガジン） 

と ＷＥＢ（ウェブマガジン） を軸

に、それぞれの特徴を最大限

に生かしたメディアミックスで

展開。メディアによるＰＲの先

の展開を視野に入れた活動を

しています。 

文化を通じた
国際交流事
業及び、地域
とタイアップし
た 海 外 プ ロ
モーションを
実施。 
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ADVENTURE JAPAN とは？ 



創刊 2008.9 

周期 季刊 年4回発行 

部数 30,000～50,000部（企画により変動） 

判型 A4変形判、4C刷 

言語 日本語・英語・中国語・タイ語・仏語 五カ国語同時編集 

配布 

エリア 

国内 成田空港、羽田空港、関空、リムジンバスカウン
ター、東京及び、全国の提携協力先 

海外 タイ（バンコクメトロ）、マレーシア（KL空港定型携帯

電話デスク、など）、ベトナム、シンガポール、インド
ネシア、台湾、シアトル、サウジアラビア、ローマほ
か 

その
他 

ジャパンタッチ、旅行博（マレーシア、タイ、フィリピ
ン）、ジャナドリヤ祭（サウジアラビア）ほか 

創刊号 2008.9 日本人も憧れる港町「横浜」クルージング／日本車の魅力（2009.3に増刊） 

Vol.2 2008.12 日本の心、今も継承する「江戸、小江戸」文化 ～浅草、川越・大宮～ 

Vol.3 2009.4 世界に誇る「和食」の美 ～東北（塩釜、松島、久慈、盛岡、喜多方）、六本木～ 

Vol.4 2009.7 日本のアート・「文楽」と「ポップカルチャー」 ～大阪★・秋葉原～ 

Vol.5 2009.10 日本の美しい水～熊本・銀座～ 

Vol.6 2010.3 日本を体験する ～札幌★、表参道～ 

Vol.7 2010.8 元気になる日本～沖縄・墨田～ 

Vol.8 2010.11 つややかな山形舞子が舞う「山形」、「横浜★」ことはじめ 

Vol.9 2011.3 美酒美食で心あったか、雪国の冬「新潟★」「徳島」「大阪★」 

別冊 2011.3 大阪版別冊 大阪と茶の湯、おもてなしの演出力★ 

Vol.10 2012.1 自然・歴史・文化が万華鏡のようにめぐる「静岡」★ ＊１万部の増刷決定！ 

Vol.11 2012.3 北前船が行く、富山「昆布ロード」★ 

Vol.12 2012.7 ローカル線というブランド列車「いすみ鉄道」／江戸優り「佐原」（千葉特集） 

Vol.13 2012.11 スイートナイトメモリー「横浜」★／J-ROCK特集 

Vol.14 2013.2 
ゆったりと島時間が流れるみかんの島「山口」／映画人の心をくすぐる日本の原風景
「富山」★ 

Vol.15 2013.4 千葉の祭り／千葉の魅力、再発見！＊１万部の増刷決定！ 

Vol.16 2013.7 京都の職人／世界遺産「富士山」★ 別冊静岡 5000冊増刷 

Vol.17 2013.10 東京の庭園／假屋崎省吾の世界／SAKURACOLLECTION★２万部増刷 

Vol.18 2014.2 佐賀／鹿児島／山口／大阪＊１万部の増刷決定！ 

Vol.19 2014.6 神話のふるさと「島根」／伊豆／岩手・三陸鉄道 

Vol.20 2015.2 神奈川・真鶴／島根・海士町／文楽アジア／SAKURA COLLECTION 2014 大阪 

Vol.21 2015.3 ロマンスカーに乗って箱根／静岡・掛川・浜松ローカル線の旅／鹿児島工芸品めぐり 

≪発行実績と予定≫ ★はシティプロモーション等の認定事業 
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日本での「AJ」の展開 創刊７周年を迎えます（雑誌基本データ） 
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アジア、タイでの展開（フリーペーパー配布～地下鉄主要駅設置のラック） 

タイの首都バンコクを走る地下鉄内主要駅設置の専用ラック棚に、プロモーション雑誌の設置をします。 

タイ版は、タイ語のみのオリジナル編集で、タイ航空ラウンジ等配布。１万部発行 

タイの地下鉄にはＡＪ誌の設置が定着しており、発行日から一週間は、全駅、全車両、全ホー
ム・改札に設置されている、サイネージ広告も放映されます。利用者への確実なアプローチが可
能です。 

タイのMRT（地下鉄）の１日辺りの利用者はおよそ６０万人 
          （２０１２年６月現在Asean Japan Consulting調べ） 
※２０１２年日本のJR中央本線「神田駅～高尾駅間」における１日の平均通過人員とほぼ同数 
 
路線図の  が付いた主要駅に最大5000部設置。 
             （※2014年２月現在「アドベンチャー佐賀」号では3100部を設置） 

VOL.18「AJ佐賀」号設置の様子 
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アジア、インドネシアでの展開 （現地フリーペーパーとの共同展開） 

 

2008年から続く訪日外国人向けの情報誌『ADVENTURE JAPAN』が
インドネシアに進出！ 

アジア屈指のビーチリゾート・バリ島の有力フリーペーパー 

『アピ・マガジン』英語・インドネシア語版と共同発行。 
空港、スーパーマーケット／日本食レストラン／インターコンチネン
タル、アナンタラスミニャックなど有名ホテルやヴィラなどに送付 
 

旅心くすぐる 

ビジュアル 
＆ 

コンテンツ 
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アジア、ベトナムでの展開 ベトナム人富裕層・振興中間層がターゲット 

2008年から続く訪日外国人向けの情報誌『ADVENTURE JAPAN』が
ベトナム創刊！ベトナムで行われる日本関連のイベントや日本製品の
紹介、日本でのマナー、ベトナム人のVISA取得方法、訪日旅行会社
リストなどオリジナル編集ページも充実。 

ベトナム人富裕層・新興中間層への配送、旅行会社を網羅 

2016年２月 
ベトナムにて 

創刊 



有名企業リストを使用し、 
ダイレクトメールにて各企業の代表者に送付 

JAL、ANA、日航ホテルやインターコンチ等有名ホテル、 
訪日旅行を扱う旅行会社、ゴルフ場、高級日本食レストラン、 
スパ、フィツトネスなど 

ハノイ・ホーチミン 800カ所 

ベトナム大手企業への送付 
2000社 

配布 
場所 

発行 
 
 
 
発行部数 
 
言語 

Adventure Japan Vietnam： 
 2015年2月、５月、8月、11月発行 
 年間4 回 季刊誌 
 
20,000部 
 
ベトナム語、日本語、英語 

判型 B5変形判、4C刷 180mm×230mm 

ページ 約40ページ （変動あり） 

発行元 MORE Produciton Vietnam 
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ADVENTURE JAPAN ベトナム版 基本データ 

読者層・ターゲット 

ベトナム在住外国人 

ベトナム人 

富裕層、新興中間層 

日本好き、興味を持つ人 

ALL JAPNAで旅行先としての魅力、日本製品の品質の良さ、 

日本料理の魅力をPR 
日本各地の地域の魅力や伝統文化に触れながら、日本製品や日本食のす
ばらしさを母国語（越、日、英語）にてアピール。美しいビジュアル写真と共に
紹介することで、より多くの現地読者を獲得し、日本への理解を深めてもらう
ことを目的とする。 

現地情報誌に 
10年以上携わる 
スタッフによる

制作 

MORE 
Productionは、
ベトナム航空 
機内誌も制作 



ADVENTURE JAPAN Advertise 

AJ ベトナム 広告掲載費  （ベトナムで配送されるベトナム版の価格になります） 

サイズ／縦×横

（mm） 提供冊数 掲載価格/１号 
特別割引 

年間契約 (４号) 

裏表紙 
180×230 

（170×220 枠あり） 
200冊 2,000USD 6,500USD 

表紙裏・裏表紙裏 
180×230 

（170×220 枠あり） 
100冊 1,500USD   5,000USD 

見開き２ページ 
360×460 

（350×450 枠あり） 
100冊 2,000USD  6,500USD 

１ページ 
180×230 

（170×220 枠あり） 
100冊 1,200USD  4,000USD 

½ページ 105×165 50冊 700USD  2,500USD 

⅓ページ 70×165 30冊 500USD  1,800USD 

※Tax 10%別途 
 



ADVENTURE JAPAN プロモーション活用 

ウエブサイト掲載費用 

① 

② 

③ 

場所 言語 価格（３ヵ月） 

① 

ヘッダー 
1 50,000JPN 

② 

サイド 
1 50,000JPN 

③ 

フッター 
1 6,000JPN 

リンクページ 1 1,000JPN 

【言語限定ページ】 

【全言語】 

場所 言語 価格（３ヵ月） 

① 
ヘッダー 

All 150,000JPN 

② 

サイド 
All 150,000JPN 

 

③ 

フッター 
All 30,000JPN 

 


