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について

日本経済新聞社が発行するNikkei Asian Reviewと、タイムアウト東京がコラボレートし、アジアで活躍するビ

ジネスリーダーに向け、旬のテーマと人にフォーカスしたメディア「UNLOCK THE REAL JAPAN」を展開します。

Nikkei Asian Reviewは2013年秋の創刊以来、成長著しいアジア経済圏の実態を広範な記者 ネットワーク

で取材、報道してきました。アジアのメディアである日経ならではの視点で 「真のアジア」を伝える報道は多くの

読者に支持され、アジア出版社協会賞(The Society of Publishers in Asia’s Awards)を5年連続で受賞す

るなど数々の栄誉に輝いています。

タイムアウトは、1968年にロンドンで創刊されたシティガイド。ローカルエキスパートが編集するガイド手法が支持

を集め、現在は、世界315都市58ヶ国13言語に展開する地域密着のガイドでありながらグローバルブランドとい

うユニークな立ち位置となっています。メディア企業としての新しいマーケットビジネスの取り組みが評価され、

Fast Company社の “The 10 most innovative media companies of 2020”に選出されています。

タイムアウト東京は、2009年に事業を開始し、日本のインバウンド市場をリードするメディアとしてのポジションを

確立。日本語・英語のバイリンガルで東京はもちろんのこと、地方も含めた日本の魅力を国内外に発信してい

ます。

「UNLOCK THE REAL JAPAN」第一号は、2020年3月末に発行し、国内外で約25000部を配布しています。



年齢・性別 45歳

居住地・居住形態 クアラルンプール、持ち家（一戸建て）

職業・役職 COO・親の代からの企業を右肩上がりに成長させて10年以上

年収 3000万円（自身）、妻も実業家

学歴・教育 カナダ留学・大学卒業

家族構成 妻・子供３人（現地私立小学校、英国に留学）

別居親族の状況 親は引退・マレーシア在住、兄弟と事業運営、親族の一部はカナダ在住

ライフステージ 自分の事業をさらに発展、副業で他の事業投資運営にも乗り出す

生活パターン (平日)
朝５時に起きてワークアウト、８時過ぎから仕事。

一日中社内外MTGが続く。週に３回は仕事関係会食。

生活パターン (休日)
マレーシアにいる家族と食事・ショッピング

マレーシアにいる親族と食事・パーティ。時に仕事。

趣味 友人・家族・兄弟と楽しく呑む。他の事業投資

流行への感度 若い世代ほどではない。親の世代よりは感度が高い。

日本との関わり 提携・協業先に日本企業。先行市場観察も兼ねて年に2-3回訪日

考えていること 現状の選択・行動 Pain・Gain

頻繁に日本に行く。日本企業と話をする

機会も多い。だが、何度日本出張に行っ

ても、どの航空会社に乗るか決めていない。
sky scannerやExpediaでサーチ、購入。

別に安いフライトに乗りたいだけではない。

でも、どの航空会社が良いかもちゃんとわ

からないから仕方ない。

頻繁に日本に出張する。だいたい２泊３

日。長くて４泊５日。東京や大阪の都市

の地理にいつも慣れない。

Expdeiaやbooking.comでサーチ、購入。

５つ星ホテルに泊まるつもりはない。だが、

チープなビジネスホテルに泊まりたいわけでは

ない。ホテル近くの利便性が大事だがわか

らない。

出張滞在中にぎっしりMTGが入っているわ

けではない。でも夜の会食は埋まっている。

日中にMTGの合間などに趣味やビジネス

観察をしたいが、ガイドがない。

Webサーチ

（調べ方がわからない・・）

MTG相手に尋ねる

自分の泊まっているホテル、MTG訪問先な

どの近くのアートや日本ならではのランドマー

ク、ビジネス観察できる場所を的確に知り

たい。

出張滞在中にぎっしりMTGが入っている

わけではない。せっかく日本に来たので、

自社と協業提携したら面白い企業などを

知り、アポイントを取りたい

Webサーチ

（調べ方がわからない・・）

MTG相手に尋ねにくい・・

日本にはたくさんの面白そうな企業がたく

さんあるはずだけど、なかなかアクセスでき

ない。。

出張帰りには家族や親戚、会社のチーム

などにたくさんのお土産が必要だ。

白い恋人

空港の免税店のオススメ

家族や親戚、チームからいろいろ日本のユ

ニークなものを検索で見せられているが、ど

こで買えば良いかわからない。

想定読者のペルソナ 読者がUNLOCK THE REAL JAPANで解決したいと思っている悩み・課題
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Customers & ‘Job to be done (by Clayton M. Christensen)’
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＜コンセプト＞

アジアを飛び回るビジネスエグゼクティブは出張先での経験に貪欲です。ビジネスミーティングを価値あるものにするのはもちろんのこと、限ら

れた滞在時間を「会うべき人」「視察すべき企業」「訪れるべき場所」に最大限に活用したいと考えています。しかし、ウェブで検索するだけで

は年に何度も訪日するビジネスパーソンにとって、なかなか満足のいく情報が得られないのが実情です。UNLOCK THE REAL JAPANは、

彼らが日本を訪れるたびに新たな発見と驚き、そして学びのある有意義な体験をできるように、良質な経済・文化・人の情報をキュレートし

て届けます。

＜内容案＞

10人のentrepreneurやexecutivesをピックアップし、インタビューします。カテゴリーは、エンターテインメント、スポーツ、旅行、グルメ、ファッ

ションなどで、いずれも東京から、世界に向けて存在を知ってほしい人たちです。それぞれに、以下などを語ってもらいます。

-展開しているビジネスについて。

-新型コロナウィルスの状況についてどのようにビジネスをアジャストしているか。

-日本でビジネスをする上での最大の面白さとは何か。（→日本人とビジネスする際のtipsとしても役立つお話）

-今後、広めていきたい領域について。

-よく会う人、これから会いたい人について。（→インタビュー以外にも、新しい人脈の構築）

-よく行く場所、アジアのビジネスエグゼクティブに勧めたい場所はどこか。（→東京のガイド）

2020年12月発行号について
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発行地域
発行日
配布先

発行部数
判型

ＰＤＦ

企画・発行
編集協力

日本
2021年12月14日～21日（予定）
NAR通常号同梱/国内ラグジュアリーホテル/国内
空港ラウンジ/在日大使館/国際機関など（予定）
約15,000部
A4変形（天地×左右＝268mm×204mm）
プリント版ＰＤＦはＷＥＢ版内に掲載されます

日本経済新聞社
タイムアウト東京

ＷＥＢ版概要 プリント版概要

サイト
展開期間
想定ＰＶ

サイト誘導広告

企画・発行
編集協力

NAR デジタルアドバトリアル
2020年12月14日～3か月（予定
10,000 PV
NAR デジタルバナー
NAR デジタルスポンサードコンテンツ枠
TIME OUT TOKYO 媒体＆ＳＮＳ 等

日本経済新聞社
タイムアウト東京

プリント版ＰＤ
ＦをＷＥＢ版サ
イトに格納



.

広告メニュー ①ＷＥＢ版 アドバトリアル ３，０００，０００円 （制作費込み）

ホスティング3カ月 誘導広告（ＮＡＲバナー 300,000 imp & スポンサードコンテンツ枠）

②ＷＥＢ版 純広バナー

１，０００，０００円 (300x250) / ２，０００，０００円(300x600)
掲載期間 3か月

③プリント版 純広 広告掲載料金

･第１見開き 4,000,000円
･センター見開き 3,400,000円
･通常見開き 2,000,000円
･表４ 3,000,000円
･目次対向 2,000,000円
･中面記事対向 1,000,000円

※プリント版掲載広告は、ＷＥＢ版に格納するＰＤＦへも掲載されます

④プリント版 タイアップ広告

上記掲載料金にＴＵ制作費別途400,000円/page(net)

⑤プリント版タイアップ広告（2PTU)＋ＷＥＢ版アドバトリアル
パッケージ料金 ５，０００，０００円（制作費込み）

※上記料金は税別（※ＴＵ制作費除く）、グロス金額になります。

広告掲載申し込み

2020年11月27日（金）



印刷および入稿仕様について

■原稿サイズ

1 ページ: 左右204mm  × 天地268mm
1 ページ: （裁ち落し含む）左右210mm  × 天地274mm

見開き2 ページ: 左右408mm  × 天地268mm
見開き2 ページ: （裁ち落し含む）左右414mm  ×274mm

入稿原稿見本

■原稿作成上の注意点

(1)  原稿はPDF version 1.3のPDF/X-3データのみ受け付けます。
(2)  データは、J-PDFもしくは別途用意している「入稿データ作成ガイド」のPDF データの作成方法に準拠させてください。

J-PDF で入稿する場合は、J-PDF のプリフライトに合格した原稿のみ入稿してください。
入稿データ作成ガイドに合わせて作成する場合は、入稿データ作成ガイドに添付されたプリプライトに合格したデータ
のみ入稿してください。

(3)  ファイルサイズは50MB 以内でお願いします。
(4)  フォントはすべてアウトライン化してください。
(5)  線幅は0.1mm以上でお願いします。
(6)  レジストレーションカラーは、トンボ以外では使用しないでください。
(7)  True Typeフォントを使用する場合は、アウトライン化してください。
(8)  インキ総量（TAC値）は、300％以下でお願いします。
(9)   トリムボックス、トリムマークを付加してください。裁ち落しは、全辺3mm 追加してください。
(10)  ファイル名は半角英数字を使用し、30字以内でお願いします。尚、広告主名、掲載予定日、入稿回数がわかる

シーケンシャルＮｏ．を明記してください。（例：広告主_掲載予定日_バージョン情報.pdf）
(11)   広告原稿は、すべてカラーで出力されます。
(12)   社名・マーク・写真など欠けてはならない部分は、天地・小口各仕切りより10 ミリ以上追い込んだレイアウトで作成して

ください。
(13)   画像データは全て、300dpi以上かつ600dpi未満でお願いします。
(14)   次のようなデータは受け付けることができません。：マイクロソフトパワーポイントファイル 、RGB で作成された画像、

JPEG/ASCII が含まれたデータ、特色 (CMYK で再現できる色のみでお願いします)
(15） トンボの外側（余白部分）に、原稿名などの文字を入れることは避けてください。（版面の一部と認識されるため）
(16 )  記事体広告には、「ADVERTISEMENT」のタグを付記し、使用する文字は10ポイント以上とする。

■原稿の入稿先
弊社営業担当宛にメールにて送付をお願いします(20MB まで受信可能)

■申し込み・入稿締め切り
申し込み締め切り: 発行日の3 週間前
原稿入稿締め切り : 発行日の2 週間前



Nikkei Asian Reviewの読者について



お問い合わせ

東 京 日本経済新聞社 東京本社 グローバル事業局

〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 

ichiro.sakaguchi@nex.nikkei.com

miwa.horiuchi@nex.nikkei.com

kotaro.shiba@nex.nikkei.com
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