
NNAカンパサール
広告プランのご案内



ユーザープロフィール

男性

82%

⼥性

18%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60歳以上

約8割が課⻑職以上、40代男性がボリュームゾーン。
NNAは日本に勤務するビジネスパーソン、海外現地法人のビジネスパーソン、それぞれのキーパーソンにリーチします。

一般社員

係⻑・主任

年代 性別

役職 製造業 非製造業

製造業と非製造業の割合は6:4
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沸騰するアジアの今を伝えるアジアで働く駐在員と出張者のためのフリーペーパー
次回発⾏／2020年1月 媒体形態／タブロイド版および電子版 フルカラー24ページ

概 要
配布方法①／直接配送(約70%) 銀⾏、商社、メーカーなど現地駐在員やその家族、日本本社の海外事業担当者へ直接配送

配布方法②／設置(約30%)

【国内】空港ラウンジ、ビジネス系ライブラリ、ジェトロなどの公的機関ライブラリ
ビジネス系書店、アジア関連イベント・セミナー会場

【海外】在外公館、各地商工会議所、日本人会、日系ホテル、レストラン
空港ラウンジ、ビジネスセミナー会場
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User’s Voice〜実際にご利⽤されている方のご感想〜

タイ駐在歴8年／メーカー
／40代・男性

周辺国との関係が深いアジアビジネス。特集やレポートでは各国の
マーケットの変化など分かりやすくまとめられていて参考にしている。
取引先企業も読んでおり、出張の際のコミュニケーションにも活⽤している。

シンガポール駐在歴2年
⾦融・保険／30代・⼥性

ビジネス環境の変化が激しいアジアで、日本・現地企業の取り組み、
進出状況や新商品の情報が的確かつタイムリーに入る。
各国工業団地が一目で分かる「ASEAN工業団地MAP」はバックナンバーも
保管・活⽤している。日本のメディアでは知ることができない貴重な情報だ。

国・地域別発⾏部数

日本 30,000

韓国 1,000

香港 3,500

台湾 2,000

フィリピン 3,000

ベトナム 3,000

タイ 15,000

マレーシア 4,000

シンガポール 8,500

インドネシア 6,500

ミャンマー 200

カンボジア 300

インド 2,500

オーストラリア 500

計 8万部
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NNAカンパサール第60号（2020年1月号） 特集

・アセアン工業団地＆インフラ MAP
・アジア業界地図
・業界レポート
・NNA NEWS SELECTION
・アジア取材ノート
・⾒本市・展示会
・日系進出ＮＥＷＳ
・亜⼥⼦訪問︕
・アジアの本棚／プロの眼（辺境写真家）

※特集内容は変更になる場合もございます

優秀なアジア人材で成⻑する日本企業
日本が成⻑できるか、衰退するか ————

その運命は、『優秀なアジア人を企業内に取り入れることができるか』、
『彼らに日本を選んでもらえるか』で変わってくるだろう。

労働集約産業での労働⼒としてではない、経営者や幹部など「企業の核」
として登⽤し、市⺠として受け入れることができれば、
日本社会はグローバル対応できる企業に生まれ変われる。
そんな変革に取り組み始めた企業や地域を特集する。

◆⾼度人材に選ばれる日本の未来
◆各種関連機関と実際に日本で働く外国人へインタビュー
◆大手日本企業で活躍する人材へインタビュー
◆「グローバル企業」の公用語



その他、直近の出稿クライアント様
岡村製作所／Fujixerox／伊藤忠商事／豊田通商
セムコープ／⻄松建設／三菱電機／NEC

Karawan International
Industrial City（KIIC）様

日刊⾃動⾞新聞様

グッドジョブ・クリエーションズ様

グローバル人材戦略研究所様
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出稿事例

PASONA様
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工業団地＆インフラMAPページ

300,000 円（税別）

①1/4ハーフ（工業団地＆インフラMAPページ）

1月号では「国別 外国人人材受け入れ人数」をテーマに各地主要工業団地とともに紹介。
アジア、特にアセアン事業に従事する日系企業担当者に最も支持されているページです。

1/4ハーフ
120×85mm

メディアメニュー
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1/4フル
246×85mm

②1/4フル

500,000 円（税別）

メディアメニュー

全面
246×373mm

➂全面

中面 900,000 円（税別）

終面 1,200,000 円（税別）
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NNAカンパサール 主な設置場所(抜粋)

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

公的機関 公益財団法人 日本台湾交流協会（台北事務所・⾼雄事務所図書室）

社団法人台北市日本工商会

その他 紀伊國屋 台北微風店、⾼雄漢神巨蛋店、台中中港店、台北天⺟店

ジュンク堂 台北光復南路店

中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心

空港 桃園 エバーエアラウンジ

松山 国際線貴賓室

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

空港 香港国際空港 Plaza Premium Lounge(JAL)

香港国際空港 United Club(ANA)

公的機関 香港日本人商工会議所

ジェトロ・香港事務所

日本総領事館 

その他 プリンス マルコ ポーロ ホテル

コンラッド香港

BOOK FUJI

旭屋書店

郵船トラベル

IACEトラベル香港支店

エイブル香港

スターツ香港

香港健康管理センター

JCBプラザラウンジ・香港

TKP香港

香港和橋会   

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

空港 Japan Airlines International

ANAシンガポール支店

公的機関 シンガポール日本大使館

シンガポール日本商工会議所

シンガポール日本人会

その他 焼肉亭 ⻘ちゃん

ACCEA Singapore

JTBシンガポール支店

パンダトラベル

スーパー明治屋

クロスコープ シンガポール

シンガポール日本人幼稚園

JCBプラザ ラウンジ・シンガポール

Raffles Japanese Clinic

紀伊國屋書店 リャンコート店

ホテル MILENNIUM & COPTHORNE INTERNATION LIMITED

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

空港 成田空港 第１ターミナル

    TEIラウンジ、IASSラウンジ、

    テレコムスクエア モバイルセンター

成田空港 第２ターミナル

    ビジネス＆トラベルセンター、IASSラウンジ、

    テレコムスクエア モバイルセンター

公的機関 日本アセアンセンター

アジア図書館

ジェトロ各事務所

ジェトロ貿易情報センター

ふくい貿易促進プラザ

日本能率協会総合研究所（東京・大阪）

大田区産業振興協会

あいち産業振興機構

ひろしま産業振興機構

その他 藍澤證券各支店

東大阪シティ銀⾏クリエイションコア

丸善書店オアゾ店

台湾

香港

シンガポール

日本

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

公的機関 ニューデリー日本国大使館

チェンナイ日本国領事館

ジェトロ各事務所（チェンナイ・ムンバイ・ニューデリー）

その他 H.I.Sニューデリー支店

KYOTO RESTAURANT

TAMURA RESTAURANT（Green Park）

KOFUKU Japanese Restaurant Mumbai

HARIMA Japanese Restaurant Bangalore

Habitare Hoteru Pvt. Ltd

HOTEL AVALON COURTYARD

DIA PARK PREMIER HOTEL

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

空港 JAL

ANA

公的機関 ジェトロ・マニラ事務所

国際交流基⾦マニラ日本文化センタ

フィリピン日本人商工会議所
その他 クロスコープ

Marimo
BDO Japan Desk

JTB

H.I.S.

St. Lukeʼs Medical Center

New Hatchin

セイキョー

YAMAZAKI

一本槍（Sta. Rosa・Calamba・Lima・FCIE）

とんかつ新宿さぼてん セレンドラ店
国・ 地域名 カテゴリ 設置先

空港 JAPAN AIRLINES CO., LTD.-スワンナプーム国際空港サクララウンジ

公的機関 バンコク日本人商工会議所

ジェトロ・バンコク事務所

タイ国日本人会（バンコク・チョンブリ・ラヨーン）

ホテル ホテルオークラ プレステージバンコク

その他 FUJI SUPERMARKET 

サミティヴェート病院

バムルングラード病院

三井住友銀⾏バンコク支店

紀伊國屋書店

PERSONNEL CONSULTANT

KIKU Japanese Restaurant

クロスコープ バンコク

Asiarna Business Center Co., Ltd. 

インド

フィリピン 

タイ

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

公的機関 クアラルンプール日本人会

日本人会（ジョホール・ペナン）

マレーシア日本人商工会議所

国際交流基⾦クアラルンプール日本文化センター

その他 PULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE HOTEL & RESIDENCES

コンコルド ホテル シャー アラム

紀伊國屋書店

ゆずKLCC店

HSC JAPAN CLINIC

伊勢丹クアラルンプール店

明治屋 ペナン

H.I.S.
JTB

K's Island Golf Academy

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

公的機関 ジャカルタ ジャパン クラブ

ジェトロ・ジャカルタ事務所

JICAジャカルタ事務所

バンドン日本人会

日本航空ジャカルタ事務所

全日本空輸ジャカルタ事務所

レストラン 居酒屋たいちゃん

日本料理 穂の香

鳥元（ジャカルタ店、バンドン）

その他 SANCREST

GTV Hotel & Service Apartments（チカラン）

紀伊國屋書店

J NET TRAVEL

JAPAN ASIA CONSULTANTS

International SOS（クニンガン・チプテ）

TAKENOKO MEDECAL CENTRE（サヒッド・ポンドックインダ）

PT.MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE（KIICオフィス）

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

公的機関 シドニー日本商工会議所

ジェトロ・シドニー事務所

在シドニー日本国総領事館

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

ミャンマー その他 Hotel Kan Kaw

国・ 地域名 カテゴリ 設置先

その他 Sun International Clinic

RESTAURANT TOKYO

toyoko-inn

Tama Hotel Phnom Penh Tower

カンボジア

オーストラリア

インドネシア

マレーシア
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メディアレギュレーション等

データ形式︓アウトライン済みaiデータ
広告リンクURL（電子版⽤）
入稿締切︓12月6日（⾦）

NNAカンパサール

原稿データ入について 注意事項

・各商品の枠数、在庫はお申込前にご確認ください。
・競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。
・掲載原稿につきましては事前に弊社規定に基づき

確認させていただきます。

キャンセルポリシー

掲載日（開始日）から起算して、
・正式お申込〜5営業日前まで 広告料⾦の50％
・4営業日前〜2営業日前まで 広告料⾦の80％
・1営業日前まで 広告料⾦の100％

データ送付先・お問合せ

株式会社ＮＮＡ（NNA JAPAN Co., Ltd.）
広告担当︓櫻場、⽻⽚
crossmedia@nna.asia

申込み締切り

NNA所定の申込フォームに必要事項を記載しお申し込みください。


