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新旧コントラストの都市
ハイテクの未来と日本の伝統を併せ持つ国際都市

2009 年の総選挙で新たに政権を獲得した与党は、マニフェストの重要な一

項目として、1989 年のバブル経済崩壊に端を発した長期的な経済の停滞、

いわゆる「失われた 20 年」からの脱却を掲げています。この脱却の具体策

として浮上した計画の一つに、「特区」の創設があります。この特区は、経

済成長を促すために、法人税減税、規制緩和、金融・財政面での支援を行う

もので、国内では 7 つの大都市に特区が設けられています。

　東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の合計人口が 3,000 万人を超え、日本

国内で群を抜いて大きい首都圏にある東京も、もちろん計画に参加していま

す。名古屋の特区が宇宙航空関連部品の開発促進を狙い、川崎の特区が医療

機器に照準を合わせる中で、東京の特区は海外の多国籍企業のアジア地域統

括拠点と研究開発拠点を誘致し、新たな雇用を生み出すことを計画していま

す。東京の特区は、東京都心・臨海地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域、

羽田空港跡地、品川駅・田町駅周辺地域の 5 つの地域で構成されます（地図

参照）。この地域に進出し、不動産を所有する外国企業は不動産取得税、固

定資産税、都市計画税が当初の 5 年間免除されることになります。

　アジア地域統括拠点や研究開発拠点を設置する企業に対しては、法人所得

税が現行の 38% から 28.9% に軽減されます。加えて、入国・再入国手続き

の緩和、進出企業に対する補助金や低利融資、英語によるワンストップのビ

ジネス・サービスの提供、外国人弁護士・医師の登録規制の緩和なども検討

されています。

  東京は多国籍企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点の誘致に関して、

すでに先行しています。ちなみに、少なくとも過去 1 世紀の間、東京はアジ

アの国際的な中心都市でした。（それを鮮明に示したのは 1964 年の夏季オリ

ンピック大会で、日本の発展と復興を祝う機会となりました）。今や、東京

は世界の主要な金融センターとなっており、フォーチュン・グローバル 500

企業の 47 社が世界本社を置いています。この数はパリの 2 倍以上にも及び

ます。多様化した東京の市場規模は名目総生産額 9,109 億ドルと巨大なもの

です。安全さ、至便な交通機関、清潔さ、きれいな空気、人口当たり病院ベッ

ド数、労働力の質の高さにおいて、東京に匹敵する都市はアジアにはありま

せん。

  森記念財団都市戦略研究所が世界の「磁力」ある 35 都市を対象として毎年

発表する「世界の都市総合ランキング」で、東京がコンスタントに高い評価

東京の特区
外国企業のアジア地域統括拠点を誘致すべく東京都は
都内の次の地域で優遇措置を提供する予定

実際、日本の首都、東京の魅力は計り知れません。東京は、その国際性に加え、

犯罪率の低さ、公共交通機関、教育、医療、都市生活機能など生活の質（QOL）

の面で高い評価を得ています。「東京は非常に清潔、そして安全。すべてに

行き届いている都市です。」と、世界的な会計事務所である KPMG FAS 社の

パートナーで、在日米国商工会議所前会頭のトーマス・W・ホイットソン氏

は語っています。最近の羽田空港の拡張工事によって国際線発着能力が年間

6 万回になり、規模で優る成田空港より近くて便利になった、と同氏は続け

ます。「東京のインターナショナル・スクールは素晴らしい。例えば、ザ・

アメリカン・スクール・イン・ジャパンはアジアのどの国の学校にも引けを

取りません。」と指摘する同氏の令嬢は 110 年の歴史を誇る同校で学びまし

た。東京の高等教育システムも高く評価されています。現に、東京大学や早

稲田大学など日本の一流大学は東京に拠点を置いています。

　ホイットソン氏の同僚で米国人の R・バイロン・シゲル氏も同意見です。

シカゴを本拠とする医療機器大手、バクスター・インターナショナル日本法

人の官庁業務・公共政策担当シニアアドバイザーを務めるシゲル氏は、「日

本の教育は非常に優れているので、自分の子供たちはおそらく世界中どこの

大学でも、希望するところに入学できるでしょう」と話しています。

  外国人は、子育て面での東京の環境の良さを高く評価しています。ホイッ

トソン氏が言うように、東京は、皇居東御苑から続く北の丸公園のような美

しい公園がいたるところにあることでよく知られています。他にも駒沢オリ

ンピック公園や表参道からほど近いこどもの城といったプレイスポットもあ

ります。また東京の最先端を行くスポーツ施設も素晴らしいものです。どの

区にも区立のスポーツセンターがあるのです。多額の資金を投じて新装され

たばかりの東京アメリカンクラブにも、同様な施設が揃っており、巨大な屋

外プールや、帯同配偶者向けのさまざまなプログラムも用意されています。

  週末には、新幹線を手軽に利用して都会の喧騒からそれほど離れていない

場所で素晴らしい自然を満喫することが出来ます。なかでも、ホイットソン

氏のお気に入りは、熱海温泉と北方に位置する北海道です。スキーヤーにとっ

てパラダイスである北海道は、精巧に造られた雪像で有名な札幌雪祭りの開

催地でもあります。このほか、シゲル氏推奨の日帰り観光地は、東京湾のや

や沖に位置する火山島の大島と、東京から北へ約 1 時間の場所に位置し、温

泉があり滝と紅葉に彩られる山々が有名な日光です。

東京の魅力

価を得ている理由もこうした点にあります。このランキングでは、世界各国

の魅力ある都市を「クリエイティブな人々や優れた企業を世界中から惹きつ

ける総合力」のある場所と定義しています。同ランキングは、「経済」、「研究・

開発」、「文化・交流」、「居住」、「エコロジー・自然環境」、「交通・アクセス」

という 6 つの評価分野に大別され、それらについて計 69 の個別指標によっ

て評価しています。

　2008 年の開始以来、ニューヨーク、ロンドン、パリ、そして東京がこの

ランキングをリードしてきました（次頁の図表を参照）が、注目すべきは東

京がすべての評価分野において 9 位以内にランクされた唯一のトップランク

都市であることです。　　　

①新宿　

②渋谷　

③東京都心・臨海部

④品川駅・田町駅周辺　

⑤羽田空港跡地

①

②

④

③

⑤
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　東京にはまた、ショッピング、エンタテイメント、誰の口にも合うダイ

ニングなどのスポットが無数にあります。原宿のショッピング・ストリー

トは世界のファッション・センターの 1 つであり、T.KUNIMOTO や Pas de 

Calais など多くの著名ブランド発祥の地です。原宿では、高級ブティックか

ら「ビジュアル系」まで幅広いファッションが提供されています。東京の歴

史的風情は、浅草やその周辺地域の「下町」と総称される古くからの街で体

感できます。浅草には、東京で最も賑わう浅草寺があります。また、カラフ

ルな市場のアメ横に行けば、新鮮な食料品から高級時計まであらゆる商品を

売る店が立ち並び、店員が威勢よく呼び込みをしています。

  このようにさまざまな要素が東京で合流しているからこそ、東京があらゆ

る種類の人々を惹きつけ、そして「世界の都市総合ランキング」で上位に評

価されるのでしょう。東京には、日本全国からトップの人材を引き寄せる力

があります。「日本の若者は国際的な経験を求めており、これが東京を拠点と

する多国籍企業にとっての利点となっています」と、シゲル氏は指摘します。

事情を知らない外国人の中には、「東京」と聞くと、2011 年 3 月の大地震と

津波の後に起きた東北地方での原発危機を思い起こす人もいます。しかし、

東京に住んでいる外国人は実際には何の不安も感じていません。あの震災は

150 マイルも離れた場所で起きたことであり、東京ではガイガーカウンター

の針はほとんど動かなかったのです。中には、あの事故によって鼓舞された

という人さえいます。

　「日本の復興には目を見張るものがあります。」と、ティモシィー・ホー

ニャック氏は語ります。彼はモントリオールを拠点にするトラベル / テクノ

ロジー分野のライターで、日本に 9 年間居住した経験を持ち、今もしばしば

日本を訪れています。「日本の人々の相互精神は、企業が活用できるとても

素晴らしい資源です。ここに、日本の活力と創造力の尽きることない源泉が

凝縮されています。」

世界のホットスポット都市のランキング
経済、活力、居住他の属性比較で上位にランクされた都市

アジアの中枢
アジアが経済成長のホットスポットであり続ける状況下、グローバル展開を

図る多国籍企業は、アジア地域での活動拠点となる地域統括拠点の候補地と

して、アジアの各市場を慎重に査定しています。上海からソウルまで数々の

選択肢がある中で、東京は引き続き多国籍企業を惹きつける力を持っていま

すが、それには正当な理由があります。

  この日本の首都は、企業の地域統括拠点として適した都市の国際ランキン

グにおいて、アジアのどの都市よりも高い評価を得ています（S24 頁記事ご

参照）。東京に世界本社を置くフォーチュン・グローバル 500 企業は 47 社で

あるのに比べ、上海は 5 社、ソウルは 12 社に過ぎません。この結果にはさ

まざまな要素が関係しています。人口 1,320 万人を抱える東京の魅力につい

て、外国企業幹部たちは、街の清潔さ、質の高い労働力、至便な航空路線、

礼儀正しさなどを挙げています。東京都の名目総生産額が韓国やオランダ

の GNP を上回っていることは、驚くに値することではありません。加えて、

東京は生活する上でも素晴らしい場所です。Economist Intelligence Unit の調

査によると、日本はアジアで最も安全な国で、また、病院のベッド数もアジ

ア地域の他の国を大きく凌駕し、高度な医療体制が整備されていることを明

確に示しています。

  外国企業による投資を促進するため、東京都は多くの優遇策を打ち出して

ます。昨年、東京都はアジアの地域統括拠点と研究開発拠点を誘致するため

の「特区」としての指定を中央政府から受けました。その内容は、法人所得

税の 38% から 28.9% への軽減、入国・再入国手続の緩和、進出企業に対す

る補助金や低利融資の提供、建物の耐震性強化、英語で学べる学校の整備、

外国人医師・弁護士に対する規制緩和などです。

  「東京は、アジアの諸都市との競争に打ち勝っていかなければならない。」と、

東京都知事本局総合特区推進担当部長の瀬口芳弘氏は説明しています。著名

な経済学者で、東京の隣県にある千葉商科大学・学長を務め、東京都が先に

設置したアジアヘッドクォーター特区地域協議会の会長に就任した島田晴雄

氏はこう述べています。「ここ 10 年ほどの間に、東京はアジアの中心都市と

しての座を明け渡して来ました。シンガポール、上海、香港、台北、ソウル、

クアラルンプールなどのライバルが追いついて来たのです。東京が強くなれ

ば、日本も強くなります。」

  これは外国企業のために最善の環境を創出することによってのみ実現でき

る、と島田氏は指摘します。「特区というアプローチは良い刺激効果を期待

できる。」また、島田氏は、開発業者による住宅の高層化やそれに伴い生み

出されるスペースの公園緑地への転換に期待を寄せています。これが実現す

れば、緑化環境や通勤時間の短縮の観点から、都市全体にわたって人々の生

活スタイルを改善することになるでしょう。

  69 歳の島田氏は日本フィルハーモニー交響楽団理事長を務めるルネッサン

ス的教養人です。その島田氏にとって、東京が持つ世界クラスの芸術や娯楽

文化は重要な要素です。音楽、ダンス、芝居、映画を愛してやまない東京に

暮らす人々の独創性と豊かな伝統を反映する芸術や娯楽文化は東京の社会に

欠かせないものです。日頃の暮らしにおける些細な事柄を愛でる心が東京を

特別なものにしています。また、これが東京を真の国際都市にしているので

す。こうして東京は、アジアで外国人が暮らせる理想的な環境を探している

外国企業に対し、非常に質の高い生活環境を提供しているわけです。
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1890 年、三菱は現在の皇居すぐ東側の土地を購入しました。そして、同社

には大きな目的がありました。それは急速な近代化が進む日本で、そのビ

ジネスセンターとなるべき、オフィスビルが整然と並ぶ地区を作ることで

した。丸の内と呼ばれるこの新たな一帯は、東京駅がその西側に完成した

1914 年以降、さらにその役割を強固なものにしました。

  時代変わって今では、300 エーカーの丸の内は日本経済の心臓部、すなわ

ち世界経済の心臓部に位置しています。この地に拠点を置く 4,000 社の中に

は、東京証券取引所一部上場企業の一割に当たる数の企業や、フォーチュン・

グローバル 500 社（2011 年のランキング）に数えられる 17 社が含まれて

います。

  丸の内は、霞が関の中央官庁街、兜町の証券街、さらには銀座のデパート

各店にも近い上に、東京駅からは、比類のない 20 本もの鉄道路線や地下鉄

路線が発着しているという地の利を享受してきました。

  2002 年の丸ビルの改築完成後、この地区は全く新しい様相を呈すること

になりました。目を奪うような壮大なビル群によって街の景観が変わわった

だけでなく、街の雰囲気も飛躍的にカラフルになり活気に満ちてきました。

このような魅力や特徴を備えたビジネス街というのは珍しいものです。で

は、丸の内がこのような変身を遂げた裏には何があったのでしょうか？　こ

れには、三菱地所の功績が大きく影響しています。三菱三菱地所は、この地

区にある 100 棟のビルのうち 30 棟を超えるビルを所有し、管理している日

本最大のデベロッパーです。三菱地所は、街づくりガイドラインを策定すべ

く、この地区の約 90 に上る他の地権者と所管の行政当局とで協議会を立上

げました。その目的は、「国際化」、「緑化」、「活性化」、「豊かな文化」など

の基準を中心にして、丸の内中心部への人出を活発化させることにありまし

た。  

  この構想は実現しました。店舗やレストランの数は、前世紀末の 300 店足

らずから、今では 800 店を超えるまでになり、夜間や週末に様々な催しも行

えるようになりました。最高級ホテルも、ザ・ペニンシュラ、シャングリラ、

そして今年新装なったパレスホテル東京などがオープンしています。文化面

では、三菱一号館美術館のようなギャラリーや、年中見られる彫刻の屋外展

示などがあります。こうした物全ては、洗練された欧州の風情が漂う丸の内

仲通りを散策しながら楽しむことができます。

  三菱地所は、1998 年に丸の内再開発計画に着手して以来、既に 8 棟の新ビ

ルをオープンしており、9 番目も今年 10 月にオープン予定です。こうした

一連の何れもが、年を経るにつれて味わいを深める丸の内のネバーエンディ

ング・ストーリーの一幕に過ぎません。

日本の心臓部

立体緑園都市
日本では高齢化が進み、出生率が低下しています。こうした環境下、これか

らの経済成長を生み出す源泉は何なのでしょうか？その答えは、「世界中か

ら最高の人材、物資、そして金を誘致することです。」と、在東京、日本資

本の総合デベロッパーである森ビルは強調しています。実際、森ビルはその

答えの実現に向け、全力を尽くし、企業・個人を問わず、世界屈指のプレイヤー

を魅了する、世界レベルの開発を行っています。

　森ビルの都市づくりは、「立体緑園都市」という哲学に基づいています。

これは、低層の建物が雑然と密集する都市を高層のオフィスや住宅棟に集約

するとともに、交通網から商業施設に及ぶ多様な都市機能を地下に盛り込む

ことによって、地上を人と緑のために開放するという概念です。

　森ビルのアークヒルズ（1986 年）は、この哲学を余さず採用した最初の

開発案件で、グローバルな金融機関の求める厳しい仕様基準に応えた日本初

の国際金融センターでもああります。以来、このコンセプトは、六本木ヒル

ズ（2003 年）、上海ワールドフィナンシャルタワー（2008 年）等の開発に

おいて一層洗練されてきました。

　森ビルの「立体緑園都市」は、緑化だけでなく、様々な機能を兼ね備えて

います。たとえば住宅とオフィス空間の一体化といったように。人々が一つ

のエリアで働き暮らすことで、夜間や週末の街にも活気をもたらし、地域に

人間味も根付くという考えです。住宅とオフィスが近接していることは、国

際的なビジネス・パーソンにとっては欠かせない要素です。東京では通勤時

間の長さが問題となっていますが、通勤時間が短縮されることで、博物館、

映画館、レストランでの時間を楽しむ余暇が増えるでしょう。

  地震国の日本では安全性が最大の課題ですが、森ビルはこの点においても

優れた実績を誇っています。昨年起こった東日本大地震の際、六本木ヒルズ

にある 238 ｍの森タワーは、高性能の制振装置の効果で、同程度の高さであ

る他のビルの約 3 分の 1 しか揺れませんでした。また、停電によるリスクも

なく、同ビル内の金融機関は甚大な損害が発生する電子取引の中断を回避す

ることができました。これは森ビルの継続的な事業計画の一環で、建物が送

電網の影響を受けずに、安定した電力供給の確保が出来るよう、同社が地下

に設置した独自のガス燃焼発電プラントの効果でした。

　森ビルは現在、同社のヴィジョンを壮大な都市化計画に基づいて、次のレ

ベルに高めることを推進しています。具体的には、数 10 年前の同社の原点

である東京の虎ノ門・新橋地域を再活性化することです。この計画は、アー

クヒルズ 仙石山森タワー（2012 年 8 月完成予定）や、アジアヘッドヘッド

クォーター区域に指定されている赤坂や六本木を取り囲む広域を横切る環状

2 号線プロジェクト（2014 年完成予定）といった、入念に計算された大規模

な開発を組み合わせた壮大な計画です。こうした計画は、大きな波及効果を

誘発し、地域全体の活性化をもたらし、東京の国際競争力の向上に寄与する

と期待されています。
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ジは？との問いかけに、甲斐氏は「ぜひ日本橋に来て、古きよき日本を存分

に楽しんでください」と答えてくれました。

より良い未来を築く
能性と行き届いた管理運営を提供する建物の開発を行っていることを誇りに

思っています」と述べています。

彼女は、同社の総合的な取組み姿勢についても強調します。「私どもは、ビ

ルを単なる提供者としての視点で創っているのではありません。私どもは、

利用者の立場になって考えます。」ホテルの運営経験が、ユーザー・フレン

ドリーな同社の DNA となっています。同社が経営・運営する 30 軒に上るホ

テルには、国際的な名門ブランドのコンラッドやウェスティンも含まれます。

　国際的企業の地域ヘッドクォーターの誘致競争に関して、伊達さんは、東

京は考えられている以上のことができると確信しています。「働く場」とし

ての東京は、充実した交通インフラ網や他の追随を許さない大企業の集積度

において優位にあります。一方、「楽しむ場」としては、時代の最先端を行

く若者向けスポットから、幅広く奥行きのある歴史・文化にいたるまで、あ

らゆるものが揃っています。「東京にはさまざまなものの見事な調和がある
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ログラムの下、外国企業とその居住者向けにインセンティヴと特別なサービ

スの導入が打ち出されたことで、伊達さんは、東京が持っているトップクラ

スの「ハードウェア」（すなわちその建物群）が、ようやくそれに見合った「ソ

フトウェア」を得ることになる、と大いに期待しています。

2011 年 3 月 11 日の巨大地震の後、震源地に近い仙台の街は明かりを失っ

てしまいました。しかしその中で、一つのビルだけには希望の光明とも言え

る明かりが灯っていました。2010 年に完成した仙台トラストシティと呼ば

れる、商業施設、オフィス、ホテルで構成される 37 階建てのタワービルは、
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により周到に練り上げられた事業継続計画（BCP）にあります。独自のグリッ

ド型 BCP により、同社の東京、仙台、大阪などの 94 の施設は結ばれており、

それらのどれかが災害に見舞われたときには、他の施設が速やかにサポート

を開始するのです。  

　「森トラストが 3.11 に学んだことは」との質問に、「当社のビルはどのよ

うな場合にも大丈夫だということを実感しました」と同社の伊達美和子専務

取締役は答え、「さらに、早急な復旧を図るにはエネルギー源をもつことが

大事だということです」と語っています。このため同社では現在、ソーラー

パネルに関する試みを行っており、また最新の開発プロジェクトでは、非常

用発電機に標準よりも多い 1 週間分の燃料を備えようとしています。

　安全が第一ではありますが、森トラストが真剣に取り組んでいるのはそれ

だけではありません。伊達さんは、森トラストの運営管理する物件の 9 割が

東京の都心 3 区にあることを指摘して、「当社は、最高級の立地で、高い機
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フォーチュン誌日本特集

1962 年に海外媒体で初めて日本特集を組んでから 50年、約 200 社の日本企業が参加されました

日本に対する正しい認識のほとんどなかった 1960年代、日本企業が世界に進出

しだした黎明期からフォーチュン誌日本特集は世界に向けて日本の正確なビジネ

ス情報を発信して来ました。以降、時代に則したグローバルな視点によるテーマ

で日本企業を次々と世界へアピールし続けて来た本特集は、日本企業にグローバ

ルな情報発信機会を提供し続ける貴重な特集となっています。

何故、記事広告なのか
自分の言葉で伝えたいことを発信できる記事広告は、企業の経営理念や社会的存在価値を明確に表現
出来ます。また、グローバル・ブランドの確立が求められている日本企業にとって、日本企業独自の「強
み」をストーリーで伝える事の出来る記事広告は、企業のコミュケーション・チャンネルである広報・
広告宣伝・IR の 3 つをカバーできる情報発信が可能です。

日本企業が海外メディアに取り上げられることは難しい
海外メディアは、世界的に成功している企業でないと取り上げない上に、日本や日本企業についての
情報はネガティブなものを取り上げる傾向があります。加えて、海外メディアの東京特派員が減少し
ているため日本発の情報が減っていることがあります。

日本もグローバル化に対応
少子高齢化を迎え国内市場の成長が期待出来ない日本は、積極的に海外に出てグローバルな競争に勝
つ必要があります。最近はインフラ輸出など新しい市場を開拓できる可能性が広がっていますが、そ
の一方で、今後は国を開き外資の対日投資を増やし雇用を増大する必要もあります。また、アジア諸
国の繁栄でアジアの世紀と言われる今世紀、アジアの中での日本の役割も多様化し、重要度を増して
います。
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メッセージの伝わり方を知る
読者の反応する情報を知る

◆ 時代に合わせた構成内容

1994 年より記事広告を 1 頁に
編集頁による大きな視点と文脈効果
FORTUNE China（財富）・タイム誌への転
載が可能
オンラインへの転載が可能 フォーチュン誌広告局　〒 106-6134 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 34 階 tel: 03-5785-6010 fax: 03-5413-2158

これまでも、これからも
日本の正確なビジネス情報を発信



JSTV
1989年に設立したヨーロッパで唯一の日本語衛星放送局。海外
に暮らす日本人に最新情報を提供することを最大の使命とし、
日本と同時放送の NHKニュースは、大事な「ライフライン」と
なっています。ジパング・ジャパンでは JSTVの日本代表として、
番組の企画及びその販売を担当しています。

日本経済・企業にとって、海外市場、海外投資家の拡大のためのコミュニケーションはます
ます重要になっています。ジパング・ジャパンでは、Fortune, Forbs, Time, Financial Times, 
The Wall Street Journal, Institutional Investor等の海外の有力経済・金融投資メディアの協力
の下、日本や日本企業を取り上げる特集を企画し、日本企業のグローバル・コーポレート・コ
ミュニケーションのお手伝いをしておりす。加えて、我々は日本発の独自の英文情報マガジン
「ZIPANGU」も発行しております。「ZIPANGU」は日本から 40数か国向けに発行されている
唯一のマガジンです。
また、メディアを通じたコミュニケーションだけでなく、広告原稿の制作を始め、翻訳、会社
案内制作、アニュアルレポート等各種 IRツールの制作もお手伝いしております。

Fortune
1930 年 2月創刊の世界中に配布される数少な
いビジネス誌。企業の実力を知る究極の物差し
FORTUNE 500/Global 500、企業の評判の物差し
World's Most Admired Companiesは世界中の企業、
大企業のエグゼクティブに注目されている。

Institutional Investor
創刊 50周年を迎えた Institutional Investor誌の特
徴は、見識ある読者に対する情報元の重視とい
う観点から、速報をせず「インサイド・ストー

リー」として取り上げることです。マガジンは現
在、米国版と国際版を発行しており、総発行部数
は 115,000部になります。

ZIPANGU
ZIPANGUは世界 40カ国以上の日本株運用担当者に、英文で無償配布している一種のフリーマガジンです。直接個人宛てに配布されますので、確
実に読者へ届きます。配布先は約 3,000名の投資家で、欧州 42%、北米 32%、アジア・中東・オセアニア 26%といった構成になっています。コ
ンテンツは、日本証券新聞社の協力で制作される特集記事と記事広告（企業取材等で制作）からなり、日本企業への投資に役立つ情報のみで編集
されているので、海外の日本株運用担当者にとって無駄となる情報は一切ありません。

ジパング・ジャパンではグローバルに読者層を持つ Institutional Investor誌のレップ
（広告総販売）権を保有し、日本代表として営業しております。

お問い合わせは：

株式会社ジパング・ジャパン　

TEL：03-6280-4105   E-mail：info＠ zipangu-japan.jp

URL：http://www.zipangu-japan.jp




