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 ここ�年「地域�⽣」の下、�々な ”�々のふれあい” によって、
⽇�の�しい活⼒が�み�されてきました。

 ��需�の�まりや�界的なスポーツイベントが�き、
⽇��は勿論、�国��⾏者による�の⾏き来は年々��し、

地域が元気になる期待に�れていました。

���

��にあたって

 そこで、��は ”�々のふれあい” により発⾒した "我が街の�⼒"
を�界中の�々と共有するメディア「Journal-ONE」を
リリースすることにしました。

 Withコロナでの「�しい⽇�と�界の�がり」を
⽇�中の�さまと⼀�に�れれば�いです。

 �に 「2020年東�オリンピック・パラリンピック�技⼤�」に
向けては、⽇�の各地域に�種��に�在する�かな��を、

�界中に��できる��と⼤きく期待されてました。

 しかし、コロナ�により�界中で�来が制�され、
�と�とが�がることが�しくなってしまいました。

 それぞれの地域と�のあるスポーツやアスリート、
街の�⼒に惹かれた著��や�国�などが、

地元の�々との�れ�いを�じて�じた "我が街の�⼒" を
�事と��で�すところなく��。

 ⽇��は勿論、�界中の�々とも共有することで、
�しい�流の形を�ることを⽬指します。



の��

１. レポーターが��に現地を�問� 
     丁寧な�材と�みある�事を�筆します。

 → レポーターは、アスリートやモデルなどを�彩にご⽤�
 →  �国�による、⽇��では気付かない�⼒の��も可�
 → 現地の�との" ふれあい" を�じた温かい�事

２.⽇��は勿論、���配�も可�

 → ⽇�国内への�⼒発�だけでなく、
         ��への発�、国��流、�⽇�����に向けた
   �り�み等にも活⽤

３. Instagramを併⽤し、クロスメディアで��

 → 東�2020でイタリア代��⼿との�流を�現
 → 278万�にリーチしたSNSで�流を��
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３. �気のリアル�体とも併⽤した�開も可�

 → 東��、�古��などのデジタルサイネージ、�イベント
 → 東��・�陽���のグリーン⾞や書�で買える
   ビジネス情��「Wedge」などの���体

 【左】⽇��� Webサイト    【中央】英�� Webサイト    【右】Instagram

https://journal-one.net/jp/ https://journal-one.net/
https://www.instagram.com

/journalone_official/



�たちに�来ること その１ :

 TOKYO2020 で��した、オリンピアンと地域の�たちとの�流��を成功�
   〜内��� 東�オリンピック�技⼤�・東�パラリンピック�技⼤�����事�局�

 → イタリア代��⼿、サウジアラビア代��⼿とホストタウンの�たちが、
   Instagram、Facebook、YouTube等のSNSや、�のデジタルサイネージを使って�流

 ⼀�財団�� ⽇�スポーツ政策���構※の賛助�員に� 

 ※ ⾃��スポーツ立国�査�の��利���が理事�を�められています。
   スポーツ基��の理念の�現に向け、スポーツ政策情�を共有したり、⼤�模国�⼤�の
   レガシー�開事業を��する��です。
   ⽇�オリンピック�員�（JOC）、⽇�パラリンピック�員�（JPC）を�め、中央�技
   団体や都���スポーツ協�23団体が�員です。

 JR東�やJRグループの��キャンペーンで�った、��プロモーション⼒を活かします！ 

 → スポーツ�が��する「オリパラ・レガシー� スポーツ✕地域�⽣、まちづくり」
   ���が��する「スポーツツーリズム」に賛同しています。
 → �国の⾃�体�や、�⾏���、����事業者�と��できる�みを活かし、
   スポーツと��・地場�品をコーディネートし、国内�に地域の�たな価�を�ります。

�⽤�スポーツ� Web��マガジン

１）地域開�のスポーツイベント（⼤�）情�をいち早くキャッチ�

２）スポーツ団体・���業と��し、イベント（⼤�）を�みある情�で�散！

３）⾃�体�のご協⼒で、��・�業・��・��などの�知と消��⼤策に���
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スポーツと地域�⽣

 【�事A】地域で開�されるスポーツイベントを���材！
 → ”�果のみの��” では�く、主�者側（⽬的や�義）・アスリート側（�想）・
   地元の�たちの�点を�り�れた、”�の�がりが築くイベントの�動” を�えます。
 → �界⼤�、国内⼤�は勿論、体�や�流を⽬的とした地域イベントも�材します。

    ※体�・�流イベントの��・��も可�です��
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���⽮掛��の事例� イタリアとのサッカー�流 ✕ �場���の�⼒発�

スポーツファン

イベントに��していない地域��チームのファン

��に��ある�国�

イベントに��した地域��

メディアを�んだ⽇��

スポーツ�き×�⾏�き×地域の�々×�国�とリーチ�が⼀気に�⼤�

 【�事B】スポーツイベントで招�したアスリートが、地域の��の�⼒を体��材！
 → イベント前�の⽇�で、アスリートが地域の�たちとの�流を�しみながら

   ”�の�がりで⾒付けた地域の�⼒” を�えます。
 → アスリートや�技に�味のある閲�者に、��地への来�を�えます。

 → �業スポーツとの��で、��地ファンとスポーツファンの��を�めます。

チームHP

⾃�体HP

��SNS

��SNS

��HP

【�事A】スポーツ 【�事B】����

リンク

�⼿のファン

メディアを�んだ�国�

地域の����者 �材��のお��

�⽇�国�

�国のスポーツチーム

��に��ある⽇��

�問��のある⽇��

当地域に�味ある⽇��



【当�】�葉と�を�⾯に�開

�たちに�来ること その２ :

 JR東�やJRグループの��キャンペーンで�った、��プロモーション⼒を活かします� 

 → JR東�の「そうだ �都、⾏こう。」キャンペーンを�め、�々なプロモーションを
   ⼿掛けてきた��を活かし、テーマ性のある ”地域の�⼒” を発�します。 
 → �国の⾃�体�や、�⾏���、����事業者�と��できる�みを活かし、
   ��の来�に�がる��・消�ルートで “地域の�⼒” を発�します。

 各省��、⾃�体�との�くの����を活かし、�策に�った�開をご提�します� 

 → スポーツ立国、スポーツツーリズムは勿論、⾃�・��・�業や、��・国��流など
   �々な主���とのお�り�き��を活かし、�策に�った��を提�します。
 → 地域の�業�との��も�め、地域⼀帯となったプロモーションを�開します。

1993年から�く、JR東�の��キャンペーン。
�葉、�の��を中�に、TVCMやポスターで��需�を��してきましたが、「�たな��の⽬⽟
を」と�う地元の声に�え、�々な”イチ�し”を提�。
現在では、�夏の”⻘�葉” が��の��メニューとして��。

１）地域の�⼒を、他地域の成功例や�った⽬�（�国�やタレントなど）で研��

２）⾃�体�の�策と��し、HPへのコンテンツ提供やSNS�動策なども提��
３）��団体�、���と⼀体となった、受け�れ側も�しむ体制を構築�

【現在】�々な��とテーマで”�し”を��

�と���      �と��

�夏の”⻘�葉”が�たな��の⽬⽟に成�

�⽇�国�にウケるテーマも抽�中
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����に�味

メディアを�んだ�国�

地域の����者

�⽇�国�

�者SNS

“イチ�し” テーマ�しと地域�⽣

 【�事A】地域の "イチ�し" テーマを��的に�材！
 → 簡単な��に留まらず、��した歴史や��などの背�まで�りと�材します。

   地域の�たちに�えて頂くことで、”�の�がりで�まる�味と��” を�えます。
    ※�国�⽬�で、地域の�⼒を発⾒するコンテンツが�気です��
 → 体�、⾒�は勿論、��（�⼀�者、��者）への���材で希�性を�現します。

    ※体�・⾒�ツアーの��・�売�援も可�です��
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和����野��の事例� �地�野�の���� ✕ スピリチュアルな�

�材に��頂いた地域���・��に�味

��に��ある�国�

メディアを�んだ⽇��

テーマの��りで��地を�別�し、�⾏�味���を来�へ�げる�

 【�事B】�者が、“イチ�し” を�む地域の��を⼀�り体��材！
 → �者が、地域の�たちとの�流を�しみながら、�でも１⽇（若しくは１泊２⽇）で

   体�できるモデルコースを�ります。

 → �テーマに�味ある�者を��することで、�の�った�材�事で�しさを�えます。

⾃�体HP

⾃�体HP

��SNS

��SNS

��HP

【�事A】“イチ�し” テーマ 【�事B】平易なモデルコース

リンク

�・�拝に�味

�材��のお��

ビーガン(菜�主義)

�問��のある⽇��

当地域に�味ある⽇��

�⽇��のある�国�

��に��ある⽇��

⽇��在の�国�



〜 できることいろいろ 〜

�告メニューのご�内



【1】タイアップ�事制作

【2】お��のHPコンテンツ��・制作

【3】Instagramファン・フォロワーとの�流��・制作

お申し�み・お問い�せは･･･

＜ J o u r n a l - O N E���＞

その他、ご相�・ご不�点などございましたら

弊��業担当までお問い�わせください。

journalone.staff@gmail.com

［Menu］



【1】タイアップ�事制作

 お��� 120万円（�別）

・ご希�のテーマ、�材場�などを�念に打ち�わせ�

 �み�えある物�をご提�します。

・�者、カメラマン、ディレクターが��に現地を�材�

 現地の�へのインタビューを�め１⽇掛けて�材します。

 ※ Web上の情�のみの��、電�のみの�材、レンタルポジの使⽤は�しません

・2,000�相当の�事２種�を制作・配��
 ��オプションで、�国��も配�できます。

 ※ �国�のみの配�も�ります
 ※ �国�は、英�・�体�中�・イタリア�の他も�ります

2,000�相当の�事を2種�

1��制作     ※ ⽇・英2��の場�、150万円（�別）で制作します

バナーサイズは300×250 jpg. と、Googleで�も⼀�的な�式と同じです。

・制作した�事は、���事同�に未来永�サイトに掲�！

 年度を�いだ「シリーズ�」��や、���事の「リバイス」など�率的に

 コンテンツを活⽤できます。

・�事内にバナー（1箇�）をご⽤��
 貴�HP、SNSなど、�事�者をスムーズにサービス�内へ��します。

�までに�い��⼿�!�までに�い��⼿�!�までに�い��⼿�!



和����のご制作事例

�み�えある��量と、臨場�ある��な���

�⽶で
�まれ

る�事
量 !!

Instagram 映えする
�� !!



・1,000�相当の�事１種�を制作・配��
 ��オプションで、�国��も配�できます。

 ※ �国�のみの配�も�ります
 ※ �国�は、英�・�体�中�・イタリア�の他も�ります

【1-オプション】スピンアウト�事制作

 お��� 30万円（�別）

・タイアップ�事のテーマ、�材場�を更に�く�事に�

 SEOで有�な、���事を�価�で��できます。

・��事との�いリンクで、�者の回�性を�めます�

 ��事と同�、現地の�へのインタビュー、臨場�ある��を掲�します。

 ※ �材�、配��の��受�も�ります

1,000�相当の�事を１種�

1��制作     ※ ⽇・英2��の場�、40万円（�別）で制作します

バナーサイズは300×250 jpg. と、Googleで�も⼀�的な�式と同じです。

・制作した�事は、���事同�に未来永�サイトに掲�！

 年度を�いだ「シリーズ�」��や、���事の「リバイス」など�率的に

 コンテンツを活⽤できます。

・�事内にバナー（1箇�）をご⽤��
 貴�HP、SNSなど、�事�者をスムーズにサービス�内へ��します。

2種�⽬の�事��は、20万円（�別）



三重��のご制作事例

［左］NINJA�事に�場した、服��者の末�が�む和菓��さんを��り�
   → �����をフィーチャリングし、和菓��きの閲�者を��

［右］��⼯�「伊賀�紐」の��を�材し、地場�業を��り�

   → ����は勿論、アニメ映�のキーアイテムとしてアニメ�きにリーチ

��スポット、お⼟�品など、�事で気になる情�を�り���

   → ����、お⼟�、お菓�、城など�串キーワードで�索も簡単

「もっ
と知り

たい�
」を�

さない
!!

「●●
�き」

を�さ
ない�

索��
!!

思いも
�らな

い閲�
者を�

� !!



【2】お��のHPコンテンツ��・制作

 お��� 100万円〜（�別）

・Journal-ONE���の��で、お��のサイトやSNSのコンテンツを制作！
 ���事やコラムなど、お��の�かなコンテンツ�りをご提�します。

・制作したコンテンツと�動した Journal-ONE �事を配��
 オウンドメディアのネタが、Webメディアで同時に配�することが可�です。

 ※ Web上の情�のみの��、電�のみの�材、レンタルポジの使⽤は�しません

 ご予算に�じて、制作するコンテンツの内�や量のご相�に�じます。

 ※ �常、コンテンツ制作で掛かるお��と��の�い範囲で��します

 ホームページ等のデジタル�材は勿論、チラシやパンフレットの制作も可�です

 ※ �常、��体制作で掛かるお��と��の�い範囲で��します

���が��・制作

同じネタを配�

お��Webサイト

［Image］

お��のファン

お��のサービスのファン メディア�事の閲�者

メディア情�の嗜�者

バナー、��により
 閲�者を�く�� 

�までに�い��⼿�!�までに�い��⼿�!�までに�い��⼿�!



【3】Instagramファン・フォロワーとの�流��・制作

 お��� �ご相�

・お��のInstagram、Journal-ONEのInstagramのどちらでもできる�
 ファン・フォロワーとの�流��を提�します。

・Instagramに有�な、動�制作も制作します�
 同じ�材を使い、東��や�古��などのデジタルサイネージで掲�できます。

内��� オリパラ事�局�のご制作事例

 ホストタウン4��の��とイタリア代��⼿の�流

 Instagramでは 

278万�にリ
ーチ !!

内����（左）、三重��（中）、���⽮掛��（右）のご制作事例

 お��� 15万円（�別）

 15� １種�

 ※ デジタルサイネージの掲�料は別�となります




