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■ZIPANGUとは■ 

日本株を運用している海外機関投資家に向けて、 

     日本企業への投資情報を英文にて提供する 

          新しい形式のIRコミュニケーションツール。 

マガジンスタイルの誌面構成で制作され、 

    機関投資家個人名宛てに配布される一種のフリーマガジンです。 

配布先は約3,000名の投資家です。 

     欧州42%、北米32%、アジア・中東・オセアニア26% 

                   と世界中に配布されています。 

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）で構成 

          取材においては、インタビューや撮影も可能です。 
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記事広告の利用で 

日本株投資を行っている海外機関投資家約3000人＊に 

貴社への投資勧誘を直接行えます 

 海外投資家と企業をつなぐ英文 

＊最新の配布先リストはhttp://www.zipangu-japan.jp/にて見ることができます。 

http://www.zipangu-japan.jp/
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■ZIPANGUの編集■ 
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を編集方針に掲げ 

貴社の要望を最大限に活かした記事を作り上げてます 

「企業は投資家に何を訴えるかを明確にする」 

海外機関投資家は、 

経営者が自社のビジョンを 

丁寧に説明することを求めています 

ZIPANGUでは 

海外機関投資家の求めるコンテンツを熟知している 

日本の文化、社会を理解し、日本企業を理解する 

海外機関投資家、日本企業の双方が納得出来る記事を提供し、 
 

世界レベルの投資家との交流を可能にするマガジンです。 

ZIPANGUの編集スタッフが 

編集テーマは、基本的に時世や市場の状況を勘案しながら柔軟に

決定しております。海外機関投資家の関心を揺さぶり、日本への

投資意欲を掘り起こすテーマであれば、積極的に採用しています。

投資家の知りたい要望も、記事広告出稿企業の伝えたい要望も、

可能な限り実現して行きます。 
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■ZIPANGUの誌面構成■ 

◆編集記事ページと広告記事ページ・純広告ページ合わせて28ページから40ページで構成。    

    広告記事① 「表紙+カバーストーリー」 
                             （発行号1社様限定 表紙+6頁のトップインタビュー記事広告） 

    広告記事② 「コーポレートメッセージ」 
                             （社数限定なし 1社3ページの記事広告） 

 ・記事広告は貴社とお打ち合わせの上、取材・制作いたします。 
 ・取材時間は写真撮影を入れて1時間ほどかかります。 

    編集記事  編集部独自の取材によって制作するビジネステーマの記事です。 
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夏号 広告記事① 「表紙+カバーストーリー」 
ユナイテッドアーバン投資法人様 

夏号 広告記事② 「コーポレートメッセージ」 
バンクオブアメリカメリルリンチ様 

夏号 広告記事② 「コーポレートメッセージ」 
東京製綱株式会社様 
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■ZIPANGUの誌面ページ■ 

◆編集記事ページと広告記事ページ・純広告ページ合わせて28ページから40ページで構成。    
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広告 トップ表紙 広告 挨拶 目次 記事広告① 

1 A社 2 ジパング   A社 

  社長写真   ジャパン   中表紙 

            

表４ 表１ 表２ １Ｐ ２Ｐ ３Ｐ 

            

記事広告① 記事広告① 記事広告① 記事広告① 記事広告① 記事広告① 

A社 A社 A社 A社 A社 A社 

            

            

4P 5P 6P 7P 8P 9P 

            

編集記事 編集記事 編集記事 編集記事 記事広告② 記事広告② 

        B社 B社 

            

            

10P 11P 12P 13P 14Ｐ 15Ｐ 

            

記事広告② 編集記事 編集記事 編集記事 記事広告② 記事広告② 

B社       C社 C社 

            

            

16P 17P 18Ｐ 19Ｐ 20P 21P 

        

記事広告② フィナンテック フィナンテック 広告 

C社 インタビュー インタビュー 3 

        ページ数及びページ編集に 

        関して多少変更はあります。 

22P 23P 24P 表3 
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■媒体概要■ 

■掲載料金■ 
＊すべての料金は、消費税別です。記事広告の制作費は含まれます。 

■スケジュールとオプション■ 
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媒体名 ZIPANGU（ジパング） 英文マガジン 

創刊 2009年2月 発 行
年２回（7月、1月）

投資家配布先 欧州42%,北米32%,アジア26% 発行部数
3,382部(保証3,000部)

ターゲット読者層 海外40数か国の日本株担当機関投資家および海外メディアその他

媒体の内容 
株主判明調査によって海外の日本株運用者を割り出し、直接個人名宛てに無料配
布するマガジンです。 

記事広告掲載ページ 体裁 掲載料金

表紙+カバーストーリー 発行号1社様のみ限定
表紙写真
＋カバーストーリー6頁 250万円

コーポレート・メッセージ
日本語で約3,000文字
のメッセージ

3ページ 130万円

純広告掲載ページ 体裁 掲載料金

表2・3・4,中ページ 縦273ｍｍ×横203ｍｍ １ページ 60万円

中ページ横 縦136ｍｍ×横203ｍｍ １/2ページ 30万円

中ページ縦 縦273ｍｍ×横101ｍｍ １/2ページ 30万円

スケジュール 

表回り・コーポ
レートメッセー

ジ締切 
表紙締切 

純広告（在版） 
入稿締切 

最終入稿日 発行日 

6月21日（金） 6月14日（金） 7月5日（金） 7月10日（水） 7月19日（金）

オプション 
掲載ページのリプリント制作も承ります。＊費用は部数、体裁によって異なりますのでお
問い合わせください。 
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創刊から4回の発行を重ね、ZIPANGUも日本株担当運用者及びアナリストにも広く読まれ、
日本の経済・企業を知る媒体として評価され始めております。これから海外投資家への資本
政策を始める企業や、すでに高い外人投資家比率を持つ企業による海外IRや投資家向けイベ
ント前後に掲載されるのも効果的です。株式市場が常にグローバルで評価される以上、海外
投資家への積極的かつ定期的な情報の発信こそが、企業のグローバルブランド構築への第一
歩と考えております。

是非、ジパング・ジャパンが提供する海外投資家向けマガジンZIPANGUへご参加をご検
討ください。

株式会社ジパング・ジャパン
〒104-0033
東京都中央区新川2-9-3-901
代表：吉野晋吾.Tel 03-5812-4612

  ◆目的にあわせ、貴社記事広告および純広告のご提案をさせていただきます。

  広告記事①、② IRブランディング・報告として、ご活用ください。

   純広告     海外の機関投資家向けに貴社ブランド・マーケッティングに、

           ご活用ください。
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