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SakuraTVとは
What is SakuraTV

2004年、AU/NZ両国に対し、日本の現状や観光情報を
提供する事を目的として設立。映像制作や訪日観光プ
ロモーションなどを中心に活動、その後 2014年に放送
局を立ち上げ、NHK World含めた日本関連の情報提供
を行う無料放送局として両国対象に 24時間放送中。
英語によるニュースなどの生情報から日本各地のイン
バウンドプロモーション映像まで両国民に対し日本の情
報提供を日夜行っています。

外国人は日本だけを訪問対象国として考えてはいない

世界のおよそ200カ国の中から日本を選んで頂けなければなりません。
その為には「日本の映像を観て、知って」頂く事です。
多くの外国人にライブニュースやインバウンド PR映像などを
観て頂く必要がありますが、億単位の映像がインターネット上に
毎日掲載される今、日本からの情報発信では外国人に見て頂くのは
とても難しい事です。
知ってもらいたい情報を、現地にて放送する事で、
より多くの方々に日本の情報を提供する事が可能となります。

日本の生情報を両国民に伝える。

世界に誇れる日本の四季折々の美しい景色、全国各地のグルメ、

伝統工芸文化、アニメ・漫画などのサブカルチャー、温泉、旅館などの

ホスピタリティー文化、観光資源に満ち溢れている日本を余すことなく

多くの両国民に知ってもらいたい。

そしてより多くの「日本ファン」を増やし、日本の地方創生に貢献したい。

その想いで、「日本」を発信し続けています。

〈 私 た ち の 思 い 〉

Sakura Television Network Limited
代表取締役 関川まさ



Sakura Television Network Limited

主に５つの事業を軸に
一人でも多くのオーストラリア・ニュージーランド両国民が

日本への理解と興味を抱くよう努力しています。

Sakura Television Network Limited
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事 業

内 容

放送業務

映像制作業務

AU/NZ両国民を対象に、
24時間無料放送を行なっています

視聴者は、SakuraTV HPのTOP画面から、
チャンネルロゴをクリックすることで、
すぐに高画質の映像を見ることが出来ます。
ログインや登録の必要はありません。

１CH NHK World (英語放送 )
　ニュース、文化、旅行、歌、
　ドキュメンタリー、
　バラエティ番組等

２CH Sakura(英語放送 )
　日本全国各地の旅行、文化、
　食、自然、祭りなど訪日観光
　PR映像、ECPR、旅行番組等

4CH Innovative Language.com
(英語放送 )
　英語で学べる日本語勉強チャン
　ネル。 (Youtube公式リンク )

３CH JapaNews24(日本語放送 )
　日本全国からのニュースを
　24時間配信。日本語で見れる、
　今の日本。

Sakura TVの視聴者

海外旅行や異文化に興味を持つ移民国家の
AU / NZ 両国民を対象。
両国はネット社会先進国であり、幅広い
年齢層がスマホ、タブレット、PCなどを
使いこなします。

◆ AU / NZ 両国では、2人に1人が海外旅行し、海外滞在期間は
　 長期間になることが一般的です。
◆ AU / NZ 両国は歴史的、政治的、経済的にも日本との
　 協調連携国です。親日家が多く、日本への年間渡航者数が
 　両国合計70万人以上です。(2019年度)
◆ 両国は日本とは季節が真逆であり、時差も少ない環境です。
　 それらの利点を多方面に利用することが出来ます。
　 季節ごとの観光、行事、食、アウトドアなど、効果的なPRが
　 可能です。

映像編集やAU/NZでの撮影を
行います

現地で行われるイベント等の撮影・編集、
CM映像制作、ニュース番組用映像撮影、
記録映像制作等、AU/NZでの撮影に関して、
SakutaTVにお任せください。

撮影ならびに編集業務例

JETRO TPP11で広がる新たな可能性
　-カナダ・ニュージーランドからの現地リポート-　撮影
報道番組 クライストチャーチ銃乱射ニュース 撮影
福岡姉妹都市庭開園式 
　(Auckland Council・福岡市主催 ) 撮影 / 編集 / 放送
Sake Tasting (在オークランド日本国総領事館主催 )  撮影 / 編集
Japanese Film Festival Auckland
　(在オークランド日本国総領事館主催 ) 撮影 / 編集
The Spirit of Budo-The History of Japan’s Martial Arts
　(在オークランド日本国総領事館主催 )  撮影 / 編集 / CM放送

Auckland Festival of Photography Deer Planet
　(Auckland Council主催) 撮影 / 編集 / CM放送
Police Celebration Day(New Zealand Police主催 ) 撮影 / 編集
Auckland Police 日本人向け SafetyVideo
　(New Zealand Police依頼 ) 映像編集 / 字幕入れ
Japanese Maritime Self Defence Training ship Kashima visit Auckland
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       撮影 / 編集
JFC Food and Sake Expo 撮影/編集 / CM放送
NZ Manga and Comic Convention OVER LOAD 撮影 / 編集 / CM放送
JapanDay 撮影 / 編集 / CM放送
Asia Pacific Film Festival 撮影/編集/放送
SOGETSU 50thAnniversary Ikebana Exhibition 撮影 / 編集 / CM放送
The Food Show 撮影 / 編集
Fine Food Auckland 撮影 / 編集
Taste of Auckland 撮影 / 編集
eBike-Expo 撮影 / 編集
Coffee Festival 撮影 / 編集
Winetopia 撮影 / 編集
50th Anniversary of Shinryukan Aikido 撮影 / 編集
ニュージーランド保健相・オークランド日本人会による
公式コロナ対策映像 撮影 / 編集
Japanese Food Fair 2021  (オークランドの日本の商工会議所主催 ) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集 / CM放送



イベント運営
出展サポート
商談会設定

越境EC
サポート業務

イベントや商談会のサポートを
行います

日本の''良いもの''をAU/NZでも

現地で行われるイベント運営、
イベント出展サポート、現地企業との商談会設定。
AU/NZでのマーケティング拡大に、
SakutaTVをご利用ください。◆イベント運営

現地にて、BtoBやBtoCのイベントを企画、運営。
ご希望に添い、一から作り上げていきます。
　・イベント企画
　・イベント運営
　・幅広いメディアを使った広報活動
　・イベント前後の広報活動、商品等の CM放送
　・記録映像撮影、編集、映像提供

◆出展サポート
現地イベントへの出展を希望される方へ、
主催者とのやりとりをサポートいたします。
　・イベント主催者とのコンタクト
　・輸出入の手配サポート
　・スタッフの手配
　・日本から来られる方へのサポート
　・当日のブース運営に関する物品の手配
　・イベント前後の広報活動、商品等の CM放送
　・記録映像撮影、編集、映像提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆代理出展
現地で行われるイベントへの代理出展をいたします。
　・イベント主催者とのコンタクト
　・輸出入の手配サポート
　・スタッフの手配、ブース運営に関する物品の手配
　・イベント前後の広報活動、商品等の CM放送
　・記録映像撮影、編集、映像提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆商談会設定/オンライン商談会設定
AU/NZにて商談を希望される方へのサポートをいたします。
　・ご希望に合った企業の選定、提案
　・代理でのアポイント取り、商談の設定
　・商談までのサポート
　・当日のアテンダント

AU/NZ国内にてECサイトや商品PR、
商品管理と発送を行います。

◆ ECサイトのPR、商品PR
各メディアでの広告やイベントへの参加を通して、
PR活動を行います。
　・Sakuraチャンネルでの ECサイト CM放送
　・各商品の紹介動画撮影、CM放送
　・イベントでの広報活動
　・各現地メディアとの広告代理店業務

◆ マーケティングプロデュース
AU・NZ両国民の流行りの傾向や現状、
PR方法やパケージ案、料金設定まで、
現地に合わせたプロデュースサポートを行います。
　・市場調査
　・ターゲット層の絞り込み
　・販売商品の選定
　・パッケージ方法
　・料金設定
　・PR方法

◆ 商品の管理、発送
ニュージーランドにて商品をまとめてお預かり、注文が入り次第
弊社オフィスから発送を行います。
　・NZでの在庫、商品管理
　・発送に関する手続きの全て
　・輸入、通関、搬入

◆ 輸入企業・小売店等の紹介
現地で商品を販売するための輸入会社、小売店との商談会を
設定いたします。
　・ご希望に合った企業の選定、提案
　・輸入会社、小売店への商談会申し込みまでの営業代理業務

事 業

内 容



チャンネル開設

その他

専門チャンネルの開設を
お手伝いいたします

AN/NZ両国に於ける商品プロモーション、

Eコマース、商談はじめ、

その他お困りの事が御座いましたら

お気軽にお問い合わせください。

柔軟に対応させて頂きます。

お問い合わせ　info@sakuratv.com　まで

地域に特化したチャンネル、ショッピングチャンネ
ル、スポーツ番組や音楽番組など、
専門チャンネルの開設をいたします。

チャンネル例

スポーツチャンネル、ショッピングチャンネル、

アニメ・映画チャンネル、音楽チャンネル、また

特定自治体や地方に特化した専用チャンネル等。

　◆放送コンテンツは日本国内より直接受信し、両国に向けて
　　再配信が可能です。　
　◆映像は停止、バファー、画像とびなどが起きない
　　安定配信、高画質にての配信放送をいたします。
　◆同時アクセスされても視聴可能な最大視聴者数を
　　設定しています。
　◆ 放送コンテンツは制作していただき、NZの放送回線で
　　受信して放送いたします。
　◆ SakuraTVでコンテンツを作成するサービスもございます。
　◆有料チャンネルの設定も可能です。
　◆新設チャンネル内容は当社に於ける社内規定に沿ったもの
　　とします。

事 業

内 容



各種料金表や詳細については、
info@sakuratv.comまでお問い合わせください。

Sakura Television Network Limited

連絡先

メールアドレス

WEBサイト

設立

代表者

PO Box 2738 Shortland Street, 
Auckland 1140, New Zealand
info@sakuratv.com
https://www.sakuratv.com/
2004年11月
関川まさ（代表取締役）

関川まさプロフィール

新潟県出身。在ニュージーランド歴  50年。
1980 年Cubic Film設立。ニュージーランド、オーストラリア、
南太洋地区にて観光業や映像制作に従事。
1999 年中国系放送局World TV Limited設立。
中国・韓国・日本はNHK総合含む合計6チャンネル24時間放送を開始、
現在は地上波2チャンネル、ならびに AMとFMラジオ局を運営。
2004年Sakura Television Network Limited設立。
映像制作、日本国内民放各局の番組制作、イベント運営等など活動、
2014年NHK World放送開始。
現在はジャパンコンテンツ  4チャンネル放送サービスを行い、
両国民に対し日本への訪日観光  PR に専念すると共に両国間の相互理解
促進に努めている。

会社概要

まずは、お気軽にお問い合わせください。

Anywhere, Anytime
いつでも、どこでも

Sakura TV視聴者は、常に 「未知の日本」  を探しており、

すでに絞り込まれた  「日本ファン」  や  「旅行好き」  の
オーストラリア・ニュージーランド両国民です。

日本の伝統的な文化、日本食、多くの祭行事への参加や
工芸品製作の体験型アクティビティ、

日本に多く存在する地域に根付いた  「その地域らしさ」  が、
両国民の 心を惹きつけます。

日本発信型では効果が期待されない中で、

現地での発信は非常に有効なツールです。

SakuraTVはその最適なプラットフォーム・メディアとなります。

株式会社ブロードテック

電話番号

FAX
03 - 3710 - 1851
03 - 3710 - 1855

東京代理店


