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【SPECIAL PAPER企画について】

日本の産業・技術・トピックをテーマごとに特集を制作し、
国内外に対して英語（紙面・ePpaer・Web）による情報発信をおこないます。

【展開概要】

１．タブロイド版の特集を制作し、ジャパンタイムズに折り込み配布します
（公称部数：4.2万部）

２．ジャパンタイムズ Webサイトに編集記事 および 記事体広告コンテンツを
再掲し、グローバルに対して発信を行います
（Webコンテンツはアーカイブとして残ります）

３．ご希望に応じて、貴社のオウンドメディアへの転載も可能です
（画像・テキストデータをご提供いたします。詳細は別途ご相談）

SPECIAL PAPER企画について
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SPECIAL PAPER「防災特集」企画について

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年を迎えます。
この10年で日本はどう変わったのか。復興の現状や課題などを改めて見
直し、海外に向けて被災地の今を広く情報を発信します。

また毎年のように全国各地で起こる自然災害から身を守るための、
日本の最新の防災・減災対策を紹介します。

未曽有の大災害の教訓と記憶を生かし、次の災害にどう備え、
後世に伝承すべく、10年の節目となる2021年3月11日に本特集を発行い
たします。

特集をタブロイド版で制作し、ジャパンタイムズ本紙に折込配送します。
ePaperにも掲載され、ウェブサイトにも同日掲載予定です。
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SPECIAL PAPER「防災特集」企画について

■掲載 ：タブロイド版「防災特集 東日本大震災から10年」
・タブロイド版 8ページ構成を予定
（ジャパンタイムズ本紙に折り込み、配送いたします）

■掲載日 ：2021年3月11日（木）

■申込締切：2021年1月22日（金）

■純広告入稿締切日：2021年3月1日（月）

・紙面のみではなくThe Japan Times webサイトに転載します。
海外にも情報発信が可能です。

・The Japan Times  SNS配信 (facebookとtwitter各1回投稿）

・特集（記事体広告の）の二次利用も可能です（媒体名、掲載日を明記の上）
・多言語翻訳も承ります（別途翻訳料が発生します）

*一部配達地域（北海道・東北・四国・中国・九州）に関しましては翌日以降の配達となりますので予めご了承願います。



5

SPECIAL PAPER「防災特集」ページ構成（予定）

●1ページ

・表紙
・メインビジュアル

【編集記事】
カバーストーリー
（政府関係者インタ
ビューを予定）

●2ページ ●3ページ ●4ページ

【編集記事】

・東日本大震災の概要

●5ページ

【編集記事】

・被災地の復興の様子

大使館からの広告掲載予定

●6ページ

【編集記事】

・世界中からの支援に
対する感謝のメッセージ

・最新の防災技術

※ページ構成や配置は状況により変更される可能性があります。ご了承ください。

広告
1/3ページ純広告

広告
1/6ページ

広告
1/6ページ

広告
記事体広告／純広告

広告
記事体広告／純広告
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第3回国連防災会議特集 2015. 3.14 

ご参考： 過去の主な「防災特集」

主な広告掲載事例

主な広告クライアント：岩手県様
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ご参考： 過去の主な「防災特集」

主な広告掲載事例東日本大震災から5年特集 2016. 3. 11 

主な広告クライアント：駐日各国大使館様
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ご参考： 過去の主な「防災特集」

防災特集 2019. 3. 11

主な広告クライアント：NHK WORLD様
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ご参考： 過去の主な「防災特集」

主な広告掲載事例第2回世界防災フォーラム特集 2019.11.8

主な広告クライアント：パシフィックコンサルタンツ様
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特集（記事体広告）をThe Japan Times webサイトにも転載いたします。
公式SNSアカウントからも記事を投稿します。
海外在住者、ジャパンタイムズ定期購読者以外の方にもリーチ可能です。
特集はサイト内にアーカイブされます。

記事の二次活用も可能です

The Japan Times website トップページ

特集
誘導枠

ローテー
ション表

示

特集トップページ

「防災特集」Webへの転載
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（税別）

カラー 純広告 記事体広告
Web掲載含む

（素材提供のみ）

記事体広告
Web掲載含む
（取材あり）

2ページ － 480万円 560万円

1ページ 180万円 240万円 280万円

1/2ページ － 140万円 170万円

1/3ページ 60万円 － －

1/6ページ 30万円 － －

料金プラン

タブロイドサイズ
１ページ （縦37.4.cm x 横24.9cm）
１／２ページ （縦18.7cm x 横24.9cm）
１／3ページ （縦12.5cm x 横24.9cm）
１／6ページ （縦12.5cm x 横12.2cm）

※北海道、東北、九州、信越地方および中国地方の一部では翌日掲載となります。
※取材ありの場合、ご担当者様への取材となります。別途交通費・宿泊費が発生します。
※取材なしの場合、写真素材や既存の英文テキストなどをご提供いただきます。
※純広告ご掲載の場合、原稿製作費は別途いただきます。
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料金プラン（オプション）

サービス概要 媒体 料金(税別)

【誘導プロモーション】
Webページに公開したコンテンツへ
5,000PV以上のアクセス保証

Web 50万円

【動画制作】
トップインタビューや、企業・サービス紹介等
ご要望に合わせて動画を制作いたします
制作した動画はWebページに埋め込んで配信します

Web 50万円～
（要ご相談）

コンテンツの二次利用 Web 要ご相談
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特集テーマ 概要

2月
５G

・新型コロナウイルスの感染拡大、東京五輪・パラリンピックの延期で停滞気味だった普
及が、秋冬のスマホ新作発表、iphone12の発売で一挙に加速
・携帯電話各社が春夏モデルを準備する時期に合わせて発行

3月 災害対策 ・台風などの対策も含めて、東日本大震災から10年の月に

4月 ESG投資 ・世界では6割近い投資。日本は後進でまだ2割程度。

5月
水ビジネス

・上下水道分野、産業用水分野
・世界市場は新興国でのインフラ需要と人口増加で拡大傾向
・日本では上下水道設備が自治体から民間参入へ

6月 AI
・医療、金融、製造、流通など多岐な分野で導入が進み、新型コロナウイルスの
感染でも診断や感染防止で活用される

7月 サイバーセキュリティー ・オリパラの開催の可否に関わらず、日本のサイバーセキュリティーの現状を探る

8月 ロボット・ロボティクス ・ロボティクスの最新動向 および 産業・社会利用の事例と今後の可能性

9月 宇宙開発ビジネス
・JAXAが13年ぶりに日本人宇宙飛行士を募集（2021年秋をめど）
・9月12日は宇宙の日

10月

農ビジネス

・農村の高齢化と衰退
・農業就業人口は減少傾向 2019年は168万人（10年間で100万近く減）
・政府は「スマート農業」を推進
・企業の農業参入は増加傾向

11月 スマートシティ・IoT
・ものづくりや介護など現場業務の改革（データ化）
・機器の遠隔監視などの新サービスの提供

12月 スマートグリッド ・ITによる電力利用の効率化。再生可能エネルギーの円滑利用に役立つ。

※特集発行予定は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください

※年間を通じて複数の特集に出稿できるお得なプランも用意しています

The Japan Times SDGs 2021 特集スケジュール（予定）



14

●お申込み締切： 掲載予定日の5週間前まで
●広告原稿 入稿期限： 掲載予定日の７営業日前まで

●入稿仕様

■紙面： タブロイド版 カラー 純広告

タブロイドサイズ
１ページ （縦37.4.cm x 横24.9cm）
１／3ページ （縦12.5cm x 横24.9cm）
１／6ページ （縦12.5cm x 横12.2cm）

フォーマット→PDF/X-1a
・原稿サイズをアートボードサイズ・ページサイズとして設定している
・画像データが適切な解像度である ＊目安は200dpi ～300dpiです
・ 白いオブジェクトに対してオーバープリントが指定されていない
・カラー広告の場合、画像、オブジェクト、フォントはすべてプロセスカラー(CMYK)を
使用していて、インキの総使用量（CMYK各インキが最も多く重なっている部分の合計
値）が250％以内である
＊RGB、特色（スポットカラー）は不可

14

純広告スケジュール および 入稿仕様
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