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オセアニア最大級！

「19th Japan Day 2020」
出展募集

2020年2月9日(日)に、ニュージーランドの最大都市オークランドで

「Japan Day 2020」の開催が決定いたしました。日本の文化、食、

様々なアーティストを招き、現地の方々を対象に、日本を知って楽し

んでいただく、日本の文化祭です。

この度、オーストラリア・ニュージーランドで日本の観光映像を中心に

24時間放送を行なっているSakura TVが、「Japan Day 2020」への

ご出展をご検討される皆様、オセアニア地域への輸出を目指す方、

また、インバウンド観光業界の皆様へ、このオセアニア最大級の日本

祭りを通して、そのサポートをさせて頂きたく、このようなご案内をさせ

て頂きます。

「Japan Day 2020」を通して、御社のマーケティング、及び観光誘致

PRのお役に立てるよう、全力でサポートをさせて頂きます。

ご出展お申し込み、心よりお待ちしております。

◆開催予定日  / 時間◆

2020 年 2 月 9 日 日曜日

                        午前 10 時 〜午後 6 時

◆開催場所◆　　

               ASB Showgrounds
　　　　住所  : 217 Greenlane West, Epsom, Auckland
　　　　HP : https://asbshowgrounds.co.nz/

19th Japan Day 2020



Japan Day Sakura TV
Japan Day×Sakura TV

等

来年第19回目を迎えるオセアニア最大級の日本文化祭。毎年来場

者数4万人を超え、日本文化に関する入場無料イベントとしては、

世界第３位という規模。今年3月に行われた第18回では、2019年に

日本で開催される「Rugby World Cup2019」に合わせ、

ラグビーの聖地「Eden Park」で開催し、多くのラグビーファン、

日本ファンで賑わった。

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。

１CH NHK World (英語放送 )　　　　　　　　　２ CH SakuraTV(英語放送 )
　毎時のニュース、文化、旅行、歌、趣味　　　　日本全国各地の旅行、文化、食、自然、祭りなど
　バラエティ番組など盛り沢山。　　　　　　　　　訪日観光 PR映像を放送中。　 　　　　
３CH JapaNews24(日本語放送 )　　　  　　　　４CH JapanesePod101.com(英語放送 )
　日本全国からのニュースを 24時間配信。　　　英語で学べる日本語勉強チャンネル。
　日本語で見れる、今の日本。

毎年行われる「Japan Day」では実行委員として携わり、
またイベント公式メディアとして、 PR映像や記録映像等、
「Japan Day」の公式映像を全て手がける。

[参考動画 ]

Japan Day 2018Japan Day 2019

https://www.youtube.com/watch?v=AnrSTBibztw&list=PLW7nDy0EKTIH8IGFaiFqHucgQrEDtNOzQ&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=YNPTdjsA6Uc&list=PLW7nDy0EKTIH8IGFaiFqHucgQrEDtNOzQ&index=9


Japan Day×Sakura TV

ーお申し込み特典ー
◆ 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「Sakura TV」での

　オーストラリア・ニュージーランド全土
　CM/観光PR映像放送
　※1月11日〜4月18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。

◆ イベント当日の記録映像をSakura TVで撮影
　※会場の様子、ブースの様子、インタビュー等。

◆ イベントまでの準備、当日のブース運営サポート
　※ブース内装飾の手配、スタッフの手配、必要物品の手配。
　※レンタル費用や通訳等の人件費については、レンタル表参照。

・ブース運営に関する
　手配
・CM/観光PR映像放送
・パンフレットや商品の
　輸送サポート

出展プラン

スポンサープラン

含まれるもの

　◆ 1ブース(3×3)　◆ ネームパネル 1枚
　◆ テーブル2枚　◆  椅子4脚
　◆ Sakura TVでのCM/観光PR映像放送  3ヶ月分

　　放送期間  : 2020年1月11日〜4月18日
　　放送回数  : 588回(1日6回)
　◆ ブース装飾等の手配

　◆ スタッフ等の手配

　◆ イベント当日までのサポート

　◆ Japan Day当日を撮影・編集した後、映像データで後日贈呈

含まれるもの

　◆ 企業/団体の名前とロゴがポスターに載ります。

　　(ポスターは会場外 /会場内の様々な場所に掲載されます。 )
　◆ イベントMCが開会式と、イベント中にご紹介します。

　◆ 開会式では、代表の方に VIP席をご用意します。

　◆ 4ブース(12×3)　◆ ネームパネル 1枚　◆  テーブル8枚　◆  椅子16脚
　◆ Sakura TVでのCM/観光PR映像放送  3ヶ月分

　　放送期間  : 2020年1月11日〜4月18日
　　放送回数  : 588回(1日6回)
　◆ ブース装飾等の手配　◆  スタッフ等の手配　◆  イベント当日までのサポート

　◆ Japan Day当日を撮影・編集した後、映像データで後日贈呈

広いブース
はシェアにも
最適です

放送を通してより
効果的に PR！イベント前

・ブース運営サポート
・イベントの撮影

イベント当日

・CM/観光PR映像放送
・イベント映像編集後
　贈呈

イベント後

Japan Dayに出展。来場者に直接PR
出来る絶好のチャンス

Japan Dayを通して、より多くの人への
認知度を高めるプラン

日本からでは難しい現地の情報収集や手配を、

現地テレビ局がサポートします。



３ヶ月間、各出展者の PR映像を、

AU・NZ両国で全国放送

ブースの装飾等、配置

を決定していきます。

装飾、印刷等が必要

な場合は、現地の業

者を紹介いたします。

(日本語対応可)

まずはお気軽に
お問い合わせく
ださい。

レンタル表、お見積も
り等をお送りいたしま
す。

レンタルや通訳等のス

タッフの必要がございま

したら、レンタル表からお

申し込みください。輸送す

る商品等ございましたら、

その内容と量をお知らせ

ください。

輸送内容が決まり

次第、その方法と

日時を決定し、輸

送してください。

イベントまでのスケジュール

お申し込み 商品輸送

当日は会場にて、

ブース運営サポー

トをさせて頂きま

す。

Sakura TVにて、CM/
観光PR映像の放送を
開始いたします。

放送開始
ニュージーランド到着後、

輸送した商品等の確認を

して頂きます。また、イベ

ント前日に、会場準備を

いたします。当社スタッフ

も同行いたします。

イベントの映像を

編集後、贈呈、並

びに、イベント後

のフォローをいた

します。

2月8日 2月9日 後日

※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、
　2020年1月11日〜4月18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、 Sakura TV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 )
※Sakura TV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Sakura TV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、 2019年12月末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。

　放送料については、お問い合わせください。

CM/観光PR映像制作依頼について

※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。

出展に関するお問い合わせ
　お問い合わせの際は、タイトルに「  Japan Day 2020 」と明記のうえ、下記連絡先へお願いいたします。

　

　E-mail : info@sakuratv.com
　Sakura TV HP : https://www.sakuratv.com

2月のNZは夏です。オークランドは日本の夏ほど暑さは厳しくなく、暖かく過ごしやすい
日が続くことが多いですが、一日の中に四季があると言われる程天気の変わりやすい
NZですので、薄手の長袖もお持ちいただくことをおすすめします。

2月の平均気温  : 最高 23° / 最低 16°


