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開催日式辞(予定)

　　　　　07:00〜10:00 　会場準備

10:00〜12:00 　一般公開

12:00〜12:30 　開会式  
12:30〜17:00 　一般公開  
17:00〜20:00 　ビジネス商談会  
　　　　　　※招待客は旅行代理店、レストラン関係、食材輸入業者関連

◆ 終日、MCによる、英語・日本語での各出展社の紹介。

◆ 開会式は和太鼓グループによる演舞。

◆ 6 名の着物女性による会場案内、東北からの食べ物・チラシ配布。

◆ 2 名の通訳案内人を終日配置。

◆ 2 名のガードマンを終日配置。

◆ 会場内アナウンスシステム、大型スクリーン、ステージを設置。

◆ 会場・受付案内に、スタッフ 3 名が担当。

◆ ビジネス商談会では、Finger FoodやWine等が付きます。

会場

※写真：JapanDay2018

オセアニア初！
「TOHOKU EXPO 2019」出展社募集の

ご案内

オーストラリア・ニュージーランドで東北の自然・文化・食・観光スポットを発信し、多くの現地の人に

東北の魅力を広め知ってもらい、東北インバウンド観光や東北産品の輸出を促す。

開催予定日 / 時間　2019 年 7 月 13 日 土曜日

　　　　　　　　　一般公開　　　　午前 10 時 〜午後 5 時
　　　　　　　　　ビジネス商談会　午後   5 時 〜午後 8 時
　　　　　　　　　　※旅行代理店、レストラン関係、食品輸入業者

開催場所　　Crowne Plaza Hotel 大広間

　　　　　　※当ホテルはオークランド市内中心部にあり、24 時間駐車場完備

　　　　　　住所：128 Albert Street, Auckland, New Zealand      　　　　　　　　　　
Tel:+64-9-302-1111   HP:https://auckland.crowneplaza.com/

TOHOKU EXPOとは

※写真：Auckland / Crowne plaza



イベント「だけ」で終らない
現地の人に直接PR出来る ”他には無い” チャンス

現地のテレビ局が運営

◆ オーストラリア・ニュージーランドにて24時間毎日
　 無料放送をしている「SakuraTV」での

　オーストラリア・ニュージーランド全土 CM放送
　※6月15日〜8月24日の期間
　※映像は、英語化された映像をご提供いただき放送いたします。
　　お持ちの映像が無い場合、写真を 5枚ほど頂いてこちらで紹介映像を作成いたします。

◆ 現地の各種メディア関係との提携
　※TV・紙媒体・ラジオ等を駆使しての広告掲載可能。

◆ イベント当日の記録映像をSakuraTVで撮影、編集後贈呈
　※会場の様子、ブースの様子、インタビュー等

◆ 現地日系輸入・販売企業とのアポイントを代理で受付
　※イベント前日、または後日のアポイントを、先着順にて受け付けます
　※詳細は後ほどお知らせいたします。
　※ビジネス商談会にも、日系輸入・販売企業を招待致します。

オーストラリア・ニュージーランド両国民を対象に、現在 4CH体制で毎日
24時間無料放送をしている放送局。

数々のイベント運営に携わり、昨年行われた 「JapanDay 2018」では実
行委員会メンバーとして、 1日来場者実測  5万人以上、「Food & Sake 
Expo」では広報担当として、 1日実測 4,950人の集客に成功。今回の
「TOHOKU EXPO」では、会場の規模、また、来場者一人一人が各ブー
スで質の良い時間を持つことに重点を起き、 1日来場者実測  3,000人(ビ
ジネス商談会参加者を含む )を予測。

1971年オーストラリア経由後にニュージーランド到着

1982年に映像制作会社 Cubic Filmを設立後、1999年にWorld TV多チャンネル衛星放送局を

設立。同サービス内には世界で唯一の専用チャンネルによる NHK日本語放送を開始、また

2004年にはSakura TVを設立し、当地から日本への訪日観光客誘致に努力する。

個人的には当地オークランド日本人会会長（ 4年間）、オセアニア最大の日本文化イベント

Japan Dayには第一回目より実行委員として活躍し 2019年は第18回を記念、オークランド市

警察アジアンアドバイザーを 12年間、福岡市姉妹都市記念庭園グループを 5年間、オークラン

ド日本人会顧問などを兼務中。

現在Sakura TVは無料で観れる 4チャンネル放送サービスをオーストラリアならびにニュー

ジーランド両国を完全カバーし、 World TVはニュージーランド全国地上波 2チャンネル、FMラ

ジオ局、AMラジオ局2局を運営、中国系イベント、歌唱大賞などを例年開催している。

放送という効率的な広報ツールとして、情報提供サービスならびに放送メディアを利用した各

種イベントの開催・運営、地方自治体ツーリズムイベント等への広報活動ならびに撮影などを

日常業務としている。

　　　　　Sakura TV　代表　関川正義　のプロフィール

HP : https://www.sakuratv.com/
※放送はAU・NZでのみ閲覧可能特典多数！

だからこその

来
場
者

出
展
社

・一般客
・食品等輸入関連
　企業
・レストラン関係
・アジアン系
　スーパーマー
　ケット
　　　　　　　

・水産品
・加工食品
・清涼飲料、お茶、
   アルコール飲料
・工芸品
・県市町村、自治体
・ツアー会社
　　　

１CH NHK World 毎時のニュース、バラエティ等　　 ３CH JapaNews24 日本語のニュース番組
２CH SakuraTV 訪日観光PRに特化したチャンネル　 ４CH JapanesePod101.com 日本語勉強

イベント・商談会

・市場調査
・商品 / 食材 /
   地域PR
・新規取引先開拓
・商品仕入れ　　等 等 等

Sakura Television Network Limited



新聞、ラジオ、テレビ、 SNS 等へのイベント

告知を、開催１か月前より実施

３ヶ月間、各出展者の PR映像を、

AU・NZ両国で全国放送

含まれるもの

　◆ 1ブース  2 m(タテ) × 3 m(ヨコ) 
　◆ テーブル  2 個、椅子  3 脚、黒仕切り板、電源 1つを設置

　◆ テーブルに敷く白か黒の布 1枚(色はお選びいただけます )
　◆ ブース名を記すパネル  0.25m(タテ) × 1 m(ヨコ) 
　     ※団体プランの場合、団体名プラス各企業名を明記いたします /各企業名 0.25m(タテ) × 0.4 m(ヨコ) 
　◆ wi-fi

＋SakuraTVでのCM放

送168回 / 12週間

＋記録映像を後日贈呈　

※その他必要がございましたらご相談ください。    ※イベント共有の控え室をご用意いたします。

※各ブースの装飾等、ご希望がございましたらご相談ください。現地の業者をご紹介いたします。(日本語対応可)

東北物産ブース内での出品のご案内

含まれるもの　

　◆ ブーススタッフ配置。◆  ポスター１枚ブースに貼ります。

　◆ 商品説明、購買方法を英語訳にして頂いたパンフレットを配布。

　◆ 来場者にアンケートを取り、アンケート結果をお送りいたします。

　 ※アンケート内容はご指定いただけます。

　◆ 送られてきた資料・物品等の当日までの保管、会場までの運搬、撤収。

　 ※日本より送られる資料・物品等の輸送費、返却費、関税は出品者の負担といたします。

出展のご案内

レンタル等、必要

物資、人材のお申

し込み期限。

随時お申込み受

付中。

詳しくはHPをご覧

ください。

「SakuraTV HP内」

https://www.sakurat
v.com/

〜５月３１日

各自商品発送を
お願いします。

※場合によっては、NZま
で手持ちでのお持ち込み

が得策です。

※輸入会社をご紹介いた

しますので、お問い合わ

せください。

イベント当日、

商品搬入、展示物

準備

並びにイベント後

のフォロー

随時 ６月中旬 ７月１３日

開催までのスケジュール

※商品発送の際、制度上ニュージーランドへ輸出可能な品目であることをご確認ください。

※オーストラリア・ニュージーランドでの各出展社 CM等PR映像放送期間は、
　2019年6月15日〜8月24日です。
※すでにお持ちの英語化された映像をご提供いただき放送いたします。
　お持ちの映像が無い場合、写真を 5枚ほど頂き、こちらで紹介映像を作成いたします。
※英語化されていない映像について、 SakuraTVで翻訳をし、ナレーション、もしくは字幕を
　入れる事が出来ますので、ご相談ください。 (※翻訳代、ナレーション代別途 )
※SakuraTVで編集した映像については、放送前に映像内容に間違いがないかを確認をして
　いただきます。内容に関しての細かいご要望にはお応えし兼ねますので、ご了承ください。
※お申込みが完了次第、随時 CM映像をSakuraTVに送って頂きます。写真を使用した

　映像制作が必要な場合、英語翻訳が必要な場合は制作に時間を要しますので、

　お早めに送っていただきますよう、よろしくお願い致します。

※映像制作依頼については、５月中旬で締め切らせて頂きます。

※CM放送の延長についてはご相談ください。別途料金で放送を継続致します。

まずは現地での
反応を知り、
次のステップへ

※以降、１ブース３０万円で追加可能

展示・試食・試飲などを通して現地にてPR。一般来場者向け

プログラム、並びに現地企業と直接商談が出来るビジネス商

談会のプログラムを設けます。

工芸品等の展示、試食・試飲を通して、商品  の PRをい

たします。 ブーズ専用スタッフがアンケートを取り、後日

結果をお送りいたします。
※冷蔵・冷凍が必要なもの、調理が必要なものは不可。



◆ 各エリアのブースは申し込み順に設定され、基本的に個別のリクエストは出来ません。

◆ 出展者ブース内の運営は出展者の責任にて行います。

◆ スペース内の飾り付けは出展者の責任で行います。ご希望の方には装飾の業者をご紹介
　 致します。※日本語対応可能

◆ 来場者 /出展者 /主催者の安全を期す為、 TOHOKU EXPO2019の会場には、
　1メートルを超える硬い素材で作られた展示物、 2メートル以上の柔らかい素材で作られた
　展示物は持ち込めません。  万が一に危険と判断された展示物は主催者指定の物置スペースに
　保管されます。

◆ 専用のスタッフや通訳が必要な場合は、別途料金にて手配致します。お申込み時に申請を
　 お願い致します。

◆ 保冷庫、調理器具等のレンタルは実費にて手配致します。お申込み時に申請をお願い致します
　※冷凍庫の場合、保冷に時間を要する為、プラス料金を頂く可能性があります。

◆ 食品を扱う場合、食品衛生管理規則の厳守をお願い致します。
　※別途マニュアルをお渡し致します。

◆ 会場内での煙、蒸気を発生させるような調理は出来ません。会場外に簡易的な調理場を
　設けますので、事前にお申込みください。

◆ 輸入に関する各種費用 (輸送費、関税、保管、税等 )は、出展者の負担となります。
　※小物等は、搭乗便にて、超過費用を支払ってのお持ち込みが安い場合がございます。

◆ 食品に関して、輸入禁止や持ち込み禁止の場合がございますので、事前にお調べください。
　※輸入会社をご紹介することが出来ますので、お問い合わせください。

◆ 交通費、滞在費等の費用等は各自ご負担をお願い致します。予算に関しまして、
　 ガイドラインをご参考ください。

◆ ２０１９年５月末までに、開催可能出店数に満たなかった場合、延期と致します。

◆ ビジネス商談会への招待客は、旅行代理店、航空会社、食品輸入業者、レストラン店主、日系
　企業を予定しております。

◆ 開催日前、及び開催日後の現地輸入業者とのアポイントに関しては、先着順とします。

  TEL : 050-3738-5779
  E-mail : tohokuexpo@ouha.jp (TOHOKU EXPO 2019 日本事務局 )

  HP : https://www.sakuratv.com/tohoku-expo2019/ (Sakura TV HP 内)

出展に関するお問い合わせ

出展に際しての注意事項
　オークランド空港 → 市内ホテル　 タクシー代 8 千円前後、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗り合い 　5 千円前後

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　SkyBus　19 NZD (1,500円前後) ※往復券 36 NZD (2,700円前後)
　オークランド市内　　 3 つ星ホテル 一泊一部屋(2 名まで同額) 3 万円前後

　　　　　　　　　　　　　　5 つ星ホテル 一泊一部屋(2 名まで同額) 6 万円前後

　平均的な外食料金 朝食 2 千円、 昼食 2 千円、夕食 5千円前後

　　※ニュージーランドはチップ制ではありません。　※ニュージーランドの通貨はニュージーランドドルです。

スケジュール例

　1 日目 (水) 夕刻 成田発

　2 日目 (木) 早朝オークランド着→業者との会合

　3 日目 (金) イベント準備、業者との会合

　4 日目 (土) イベント当日、終日イベント会場

　5 日目 (日) 業者との会合

　6 日目 (月) 業者との会合予備日　

　7 日目 (火) オークランド早朝発→同日夕刻 成田着

現地にての予算ガイドライン

７月のNZは冬ですが、オークランドは
日本の冬ほど寒さは厳しくありませ
ん。７月の平均的な気温は 13° /8°で
す。それでも雨が降ると一気に体感
気温が下がるので、ダウンジャケット
等の暖かい格好を持ってくることをオ
ススメします。

MEMO

「TOHOKU EXPO 2019」ご出展者様に限り、

「Crowne Plaza Hotel」へ特別価格でご宿泊いただけます

※ご予約については、各自でお願いいたします。

ご希望の方には、別途クーポンコードをお送りいたしますので、出展お申し込みの際、また

は後日お問い合わせください。


