
訪日観光客の増加に伴い、多様化・分散化したインバウンドソリューションを集約・一元化したサイト。イ
ンバウンドソリューションの情報を求める事業者に対しては、最適なソリューションを検索でき、ソリュー
ション掲載企業に対しては、ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）の推奨ソリューションとして、
全国の事業者に対して情報配信をし、顧客開拓に繋げることを可能とします。この二者のマッチングを
通して、訪日観光客へより良いサービスを提供し、ショッピングの満足度を高めることを目指します。

インバウンド サポート
とは

■ 誰に向けたサービスなのか

・免税決済システム
・マーケティング
・多言語対応
・訪日外国人向けメディア

ソリューション提供企業

情報掲載

インバウンド施策検討企業

・小売／流通
・宿泊／飲食
・運輸／旅行
・娯楽サービス業

閲覧

訪日観光客を
もっと受け入れたい

商業施設の訪日観光客
受け入れを支援したい

問合せ・成約

■ このサイトのメリットおよび提供する情報
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ソリューションをカテゴリ別に掲載、
サービスを効率的に検索可能

訪日ゲスト施策のプロによる
実績豊富な優良サービスが満載

ジャパンショッピングツーリズム協会
（JSTO）推奨の安心のサービス

インバウンド対応に役立つ事例の紹介

【４つのメリット】

各種インバウンドソリューション紹介

セミナー・展示会・プレスリリース情報

インバウンド事例集

インバウンド入門ガイド

インバウンド調査データ
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システム概要

× ×

電子ブック
（ソリューション）

ポータルサイト データ分析

ソリューション、掲載企業のニュー
ス、事例集などの情報を発信

ソリューションを電子ブック
化し、ポータルサイトと同時
にスマートフォンサイトも作成

電子ブックについてのユーザーの
閲覧傾向を分析することが
できる。

サイト閲覧 ステップ1 サイト閲覧 ステップ2

サイト閲覧 ステップ3

大・中のカテゴリーおよびフリーワードで
ソリューションを検索

例えば、
販促・PR／集客のカテゴリーで、複
数のソリューションを一度に検索可
能

ソリューション資料は電子ブック形式で掲載、
キーワード検索機能・付箋機能・問合せ先
リンクなども表示

大カテゴリ 中カテゴリ

マーケティング 調査・コンサル

研修・セミナー

販促・PR 集客

店頭施策

多言語支援 翻訳・通訳・制作

人材・接客

免税・決済支援 免税

決済

ソリューション カテゴリ

ソリューションの詳細画面では、サービスの説明、
サービスの対象者、会社概要などを表示
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1 「サービス掲載申込書」に記入

2 申込書をメールで送信

・申込書とソリューション資料のPDFを添付して、メールにて添付送信

3 事務局審査～掲出

・内容はJSTO事務局で審査いたします
・原則内容確認は申込書受け取りから5営業日で返答いたします
・掲出のスケジュールは、別途ご連絡します

・訪日観光の発展に寄与すること

・インバウンドに従事する小売業者に有益なサービスであること

・公序良俗に反しないこと

※上記に加え、JSTOが審査により掲載の可否を決定します。

◇サービスの提供対象：インバウンドに取り組むおもてなし事業者やその関連事業者（JSF参加事

業者およびその他小売事業者等）

◇サービスの提供主体：会員企業各社による単独提供

◇ソリューション掲載数の制限

＜JSTO正会員：20 / JSTO準会員:10 / JSTO非会員：5＞

※規定数以上の追加については、追加掲出料が課金されます。

【掲載ソリューションの基準】

【お申込から掲載までの手順】

【掲載資料の推奨フォーマット】

■ ソリューション掲載のレギュレーション

表紙 最終ページ

サイトの構造上、商材資料のスライドの向きは縦を推奨いたします。
ページ数は、ひとつの資料につき、10ページ以内を推奨いたします。
推奨する文字サイズ、記載必須項目（最終ページ）は下記をご参照下さい。

問合せ先の欄に「インバウンドサポートを見た、と担当者にお伝え下さい」との文言を
必ずご記載下さい。

①会社概要

②お問合せ先
・会社名
・問合せメール

アドレス
「インバウンドサ
ポートを見た、とお
伝え下さい」

72～88pt

通常ページ

12pt以上

商材タイトル 説明文
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コンテンツのご紹介

■ インバウンド事例集

■ セミナー・展示会・プレスリリースの告知

掲載企業様のインバウンドソリューションの導入事例を記事化、月1～2社の頻度でインバウンド
事例集として紹介をいたします。事例集については、JSTO事務局から連絡の上、取材をさせて
頂きます。2016年度に限り、無償にて事例集を作成、掲載いたします。

掲載企業のインバウンド関連の主催セミナー、出展予定の展示会、また、プレスリリースの情報
告知の場を提供いたします。ニュース掲載はソリューション掲載の通常サービスに含まれます。
随時、ニュース掲載申込書の提出により掲載をいたします。

ニュース欄
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免税店JP
月間：30,000PV

UU12,000人

JSTO公式サイト
月間：12,000PV

UU4,000人

やまとごころ.jp
月間：180,000PV

JSTOメルマガ会員
約5,000名

JSTOメディア

メールマガジン

JSTO会員メディア

JSTOセミナー・展示会

JSTO
月次セミナー

インバウンドEXPO

インバウンドサポートへの送客施策

参加者、来場者へチラシ配布、告知

JSTOメディアでのバナー告知
JSTO会員メディアでのバナー告知

アプローチ方法 告知方法 詳細 今後のPR計画

JSTOを通したアプローチ
JSTOメ ディ アを

活用しての告知
JSTO公式サイト 最新ニュース欄での告知 今後も継続的に露出

事業者支援サービス欄でのバナー告知

JSTOメ ルマガ
おもてなし事業者メ ルマガ(読者数： 約300名)

おもてなし事業者に対して、 月2回配信
今後も継続的に露出

JSTOメ ルマガ(読者数： 約5000名)

会員外も含む名刺交換者に対して、 月1回配信
今後も継続的に露出

免税店. jp ト ッ プページでのバナー告知 今後も継続的に露出

免税店支援サービスページでのバナー告知

ト ピッ クス、 メ ルマガ(読者数： 約4000名)での免税事例ご案内

イベント 、 セミ ナーな

どを通じたチラシ配布
セミ ナー、 講演

JSTO主催セミ ナ―、 その他講演などの参加者へのチラシ配布、

告知
7月以降も継続的に配布予定

インバウンド ジャパン（ 7月） 会場入口、 JSTOブースにて配布予定 2, 000部配布予定

インバウンド エキスポ（ 9月） JSTOブースにて配布予定 1, 000部配布予定

インバウンド ビジネス総合展（ 明年２ 月） JSTOブースにて配布予定 2017/2/1～2/3に実施予定

その他告知 プレスリ リース サイト オープン時にプレスリ リース発信

メ ール署名 メ ールの署名欄を活用してインバウンド サポート 告知

JSTOパンフレッ ト
JSTO概要パンフレッ ト 内に事業者支援サイト と してインバウン

ド サポート 、 免税店. jpを掲載
2016年度版1万部配布予定

その他各種チラシ セミ ナー配布時の資料、 各種ご案内情報に記載

企業名 告知方法 詳細 今後の予定

会員企業、 賛助団体、 協力団体での告

知
やまとごころ ポータルサイト やまとごころ. jp プライムディ スプレイバナー(大) 今後も継続的に露出

レクタングルバナー(バナー小)

やまとごころメ ルマガ
やまとごころ通信PR枠を用いての配信

(読者数： 約15 , 000人)

やまとごころセミ ナーチラシ配布 主催セミ ナー及び講演参加時に配布 今後も継続的に配布予定

会員企業、 賛助団体、 協力団体での告

知
電通アド ギア 公式サイト 公式HPでの告知 今後も継続的に露出

JN TO JNTO公式サイト プレスリ リースニュース掲載

TCVB TCVB公式サイト サイト 内　 賛助会員フォーラムでの告知

京都文化交流コンベン

ショ ンビューロ
会員向けメ ルマガ 今後も継続的に露出

横浜コンベンショ ン

ビューロ
横浜コンベンショ ンビュー公式サイト サイト 内　 賛助会員からのお知らせでの告知

その他

外部サイト での告知
日本商工会議所 商工会議所会員を対象としたサイト との連動

全国の商工会議所(514か所)の会員(127万社)を対象とした、 中

小企業向けの情報サイト に、 インバウンド に関するコンテンツを

掲載し 、 インバウンド サポート に掲載のコンテンツと連動

2016年秋目途に開設予定

広告出稿 詳細は今後検討予定

やまとごころ通信PR枠
読者：約15,000人

JSTO、協力会社のメルマガでの告知
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サービス掲載申込書

申込年月日： 年 月 日

一般社団法人 ジャパンショッピングツーリズム協会 御中

会社/団体名 _＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者氏名 _____________＿＿＿＿＿＿

インバウンドサポート（http://inboundsupport.jp/）に下記の掲載を依頼いたします。

(備考） 複数サービスの掲載ご希望の場合は、サービス毎に本申込書をご準備下さい。
なお、※箇所は必須項目です。下記、網掛け部分の項目をサイトに掲載いたします。

項目 内容 制限/条件の説明

担当者お名前

担当者電話番号

担当者メールアドレス

会社名※

会社HPリンク※

問合専用連絡先アドレス※

主な事業内容※ 50文字程度

サービス名※
全角にて14文字以内
（ただし、半角カナ2文字は1文字と数えます）

サービスの説明※
300文字推奨
（最大9999文字）
サービスの強み、期待できる効果など記載ください。

対象となるお客様 40文字程度

成功事例、実績 50文字程度

インバウンドサポート経由
で申し込み者の特典

インバウンドサポート経由で申込のバイヤーに対しての
特典がある場合は記載下さい。(例） よろしければ、些
少な割引等を是非お願いします。

大カテゴリー※ 1
カテゴリー表を参考に1つ選択下さい

中カテゴリー※ 1

サービス資料PDF

・資料フォーマットは、タテ型を推奨

・ページ数は、資料1件につき、10ページ以内を推奨
・推奨する文字サイズは、下記をご参照。
表紙 タイトル：72～88pt
通常ページ文章：12pt以上

・最終ページには「会社概要、問合せ先メールアドレス
等」を記載下さい。
※メールアドレスはハイパーリンク対応推奨

・問合せ先の欄に「インバウンドサポートを見た、と担
当者にお伝え下さい」との文言を必ずご記載下さい。

PDFファイル（A4版）を添付下さい（PDFのみ、それ以外
の形式はNG）

【PDF推奨フォーマット】
・PDF/X-1a（version1.3）
・RGBカラー
・フォント埋め込み対応
・リンクはハイパーリンク対応して下さい。

その他・備考
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お申込み・お問合せ先 ㈱電通アドギア 山崎・村山

サプライヤー

JSTO会員 JSTO会員以外

掲出料金

システム保守料金

¥4,500/月額
（支払は年一括￥54,000）

正会員 準会員 非会員（仮）

支払は年一括￥50,000

お申込み・お問合せ先

※別途消費税を頂戴致します。

※ソリューション数 ＜JSTO正会員：20 / JSTO準会員:10 / JSTO非会員：5＞まで上記金額で掲載。

規定数以上の追加掲出は￥5,000/件となります。

¥5,900/月額
（支払は年一括￥70,800）

¥20,000/月額
（支払は年一括￥240,000）

ソリューション掲載料について

広告掲載料金について

①スーパーバナー（250×700）

②サイドバナー
（60×230）

タイプ サイズ 掲載面 枠数 掲載期間 価格（税抜）

①スーパーバナー 250×700px トップページのみ 3 1ヶ月 100,000円

②サイドバナー 60×230px 全ページ 5 3ヶ月 20,000円/月

■広告メニュー表

※バナーのご用意は掲載企業様にてお願いいたします。事務局に作成依頼する場合は製作費を別途いただきます。
※表示料金は、ソリューション掲載企業様およびJSTO会員の価格となります。

JSTO非加入の企業様でソリューション非掲載企業様は別途ご相談となりますので、事務局へご連絡下さい。

掲出料金＆保守料金 無料キャンペーン継続中！
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JSTO「インバウンドサポート」運営事務局：

問合せメールアドレス：inboundsupport@jsto.or.jp
掲載申込専用URL：http://jsto.or.jp/inboundsupport/


