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 日本最大の発行部数を誇る英字新聞ジャパンタイムズは、伊藤博文や福沢諭吉の支援により、1897年3月22日
日本人が編集・経営する初の英字新聞として東京都麹町区（現千代田区）で創設されました。福沢の縁類に
あたる山田季治が社長に、教え子で当時日本一の英文ライターと評されていた頭本元貞が主筆に就任しました。
幕末には、すでに横浜の英国人が創刊した同名の英字新聞がありましたが、同紙はジャパンメールに合併されそ
のジャパンメールを当社が買収。その後、さらに英国系のジャパン・クロニクルと、米国系ジャパン・アドバタイザー
を吸収し、戦前における日本の英字新聞の統合を実現しました。第二次世界大戦後の1957年、創刊60周年記
念として発刊した「Daily International Airmail Edition」が日本新聞協会賞を受賞するなど、刻 と々移り変わ
る時代とともに着実な歩みを続けてきました。ジャパンタイムズ創刊当時の日本は、有望なアジアの一発展途上国
にすぎず、本紙の存在価値もそれほどではありませんでした。しかし今日では、日本の著しい経済発展と国際的
地位の向上により、日本への関心が深まるにつれ、「世界の日本」を代表とする英字新聞として、確固たる信頼と
実績のある地位を築き続けていくことになったのです。21世紀に入り、東日本大震災などの試練を経て、近年ます
ます日本の正しい情報を海外へ伝える国際広報の重要性が高まっています。２０１3年10月にはニューヨークタイ
ムズとの提携により、更に国際的な英字メディアとしての責任を担うことになりました。

提携によるコメント
 本紙面提携は116年間の歴史を誇るThe Japan Timesにとって非常に重要なステップです。我々は従来通
り独立した新聞社として活動を続け、今後も日本で最も魅力のある英文ジャーナリズムを読者の方々に提供し続
けます。The Japan TimesがInternational New York Timesと一緒になった形で発行されることで、世界で
幅広く尊敬されているNew York Timesのグローバルエディションも読者の方々に楽しんでいただけるようになり
ました。
 ジャパンタイムズ代表取締役社長 堤丈晴

 International New York Times がThe Japan Times の読者に提供できること大変喜ばしいことです。
我々は、これまで International Herald Tribune として世界中の読者に対しニュース・論説・解説の第一の
発信者としての地位を確立してまいりましたが、今後は International New York Times として更に国際的な
視点での情報発信を強化していきます。

International New York Times発行人 Stephen Dunbar-Johnson

116年の歴史を誇るジャパンタイムズ

福沢 諭吉1897年ジャパンタイムズ創刊号 山田 季治

ジャパンタイムズの紹介
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ジャパンタイムズの紹介

The Japan Timesについて
 The Japan Timesは国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様性と独自性のある日本関連の英
文ニュースを提供しています。1897年創業以来、政治、経済、文化、社会及びスポーツ報道を通じ、日本を世界
に発信する役割を果たしてきました。本紙は、現在に至るまで、様 な々提携・合併・政府の政策により、度々名
称の変遷を経てまいりました。1897年Japan Timesとして創刊した後、1918年の合併によりThe Japan Times 
and Mailに名称変更しました。1956年からは現在の名称であるThe Japan Timesとして親しまれています。

International New York Timesについて　
 International New York Times（以下、INYT）は世界の読者に向けて独自に編成・編集されたNew 
York Timesのインターナショナル版として発行されています。INYTは世界中のオピニオンリーダー及び各業界
のキーパーソンに向けたコンテンツを揃える最高級紙です。本紙の特派員のみならずNew York Timesの特派
員と連携することにより広範囲のリソースを確保し、世界中に40箇所の印刷拠点を保有し、160カ国以上の国や
地域において販売されています。

The New York Times Companyについて
 The New York Times Companyは、ニューヨークタイムズ、インターナショナルヘラルドトリビューン、ボストン
グローブ、NYTimes.com、Boston.com やその他の関連企業を傘下におさめる世界をリードするグローバルな
マルチメディアニュース・情報企業です。クオリティの高いニュースや情報収集、発信を通じ社会の向上を目指し
ています。

The Japan Advertiser (1890)

The Japan Times and Mail (1918) Nippon Times (1943) The Japan Times (1956)

The Japan Times/International New York Times (2013)

The Japan Times/2nd time (1878)

The Japan Times (1865)

The Japan Mail (1870)

Kobe Chronicle (1891)

Hiogo News (1868)

The Japan Chronicle (1900)

Japan Times (1897~)

Japan Mail & Times

The Japan Times の年表
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紙面の紹介・ジャパンタイムズ３大特色

ジャパンタイムズの３大特色

　116年もの長い歴史の中で「ジャパンタイムズ」が一貫し追求し、そして堅持してきた目標は３つ。それこ
そがジャパンタイムズを支え、またジャパンタイムズと他の英文媒体とを隔ててきた最大の特色といっても過
言ではありません。いかに時代と環境がかわろうとも、この３つの特色があるかぎりジャパンタイムズは、持
続的な発展を求める企業にとって最適な広告媒体であり続けると自負しています。

ジャパンタイムズの
代表紙面

■ Front Page

最新の国内・国際ニュースと解
説および多様なテーマのフィー
チャー記事を、他の日本の新聞と
は違う独自の視点で選んでお届け
します。

■ World

日本の報道では読めない海外の
ニュース・解説、フィーチャー記事
が充実。

■ Business

国内外の主な経済、産業、金融
ニュース・解説を多様な情報源か
ら伝えます。

■ Sports

日本人選手の海外での活躍をはじ
め、スポーツニュースが満載。スタッ
フ記者やベテラン執筆陣によるコ
ラムは試合の裏側まで伝えます。

■ National News

日本国内でいま起きていること、
政治、外交、事件・事故、社会現
象や最新トレンドも取り上げていま
す。読者にニュースの文脈を分か
りやすく伝える「FYI」（For your 
information）シリーズを連載中。

日本で発行される英字紙の中で最大の発行部数
ジャパンタイムズの現在の発行部数は、日本国内で発行される英字紙の中で最大。
また、在日外国人に対するカバー率において他紙を圧倒しています。1
独自の報道・編集方針から生まれる質の高い記事
専任の英文記者が翻訳によらずに独自に取材し記事を書き起こすジャパンタイムズ流の報道・
編集方針。そこから生まれる質の高い記事こそがジャパンタイムズの誇りです。2
３つの世紀を生き抜いてきた自主独立の歴史
ジャパンタイムズの歴史は実に116年。この事実１つの中にも、ジャパンタイムズがいかに多くの
支持と信頼を得てきたかがお分かりいただけるはずです。3
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求人広告ページ 

　語学力や国際性に富む有能な人材を求める企業と、そのような職種を希望する優秀な読者の双方から高く評価さ
れている、求人ページです。

求人広告の特徴
主な業種：国際機関・大公使館・官公庁・航空会社・ホテル・旅行会社・商社・インターナショナルスクール・英
会話スクール（その他語学学校）・大学・人材派遣会社・人材紹介会社
主な職種：通訳・翻訳・秘書・教師・営業・企画・管理職・販売・記者・編集者・キャビンアテンダント

日本の国際派求人を支えてきた案内広告ページ

お得な料金で求人広告が
掲載でき、Web 転載も追
加可能です。

小さな枠付き広告です
が、Classified Page の
ほぼ中央に配置され、目
を引きます。日曜転載が
無料。

大きな枠付き広告なので、企業ア
ピールができ、求人条件も詳細に
掲載することができます。日曜転
載、Web 転載無料。

紙面に掲載した求人広告
を Japan Times Online 
Classified に転載できま
す。（一部有料）

Japan Times Jobs は The Japan 
Times の豊富なコンテンツと英語スキル
獲得のノウハウを軸に、「英語の能力を
活かしたい求職者」と「英語スキルの高
い人材を求める企業」を結ぶサイトです。

6 The Japan Times Monday, June 4, 2012

world/classified
CLASSIFIED ADS
YOUR POTENT SALES WEAPON!
Business hours: 9:30 a.m.-5:30 p.m.
(Closed on Sat., Sun. and national holidays)

Email: jtclass@japantimes.co.jp
Tel: (03) 3453-5552

RATES
10 point type  .....................................¥25,000 (up to 20 words)

¥1,300 (for each additional word)

12 point type  ...............................¥27,000 (up to 20 words)

¥1,400 (for each additional word)

14 point type  .........................¥29,000 (up to 20 words)

¥1,500 (for each additional word)

Classified Display Ads
Window Ads (size: 3 ~ 7 cm × 1 col.) .................  ¥21,000 per col./cm
Bottom Ads .............................................................  ¥20,000 per col./cm
• Advertising rates do not include consumption tax.

お知らせ
6 月 11 日（月）は休刊日のため、通常の “Classified 
Ads” 頁は、6 月 12 日（火）付の掲載となります。

Notice
As next Monday is a press holiday, Classified 
Ads will appear on Tuesday, June 12

Crossmedia Department
TEL: (03) 3453-5552  FAX: (03) 3453-7085

NOTICE
Change of Classified Ad Insertion Order Deadline

 Day of Insertion Deadline

 June 9, 10, 12 ........................................June 7
 June 11 ...................................................No paper
Note: The above dates are for insertion orders from ad agencies 

to The Japan Times.

NGO & NPO
Interns/Volunteers

EMPLOYMENT
POSITION WANTED

HELP WANTED

EASTERN JAPAN

ATSUHIKO John Higuchi — 
Castle guide, Trend fore-
caster, Ex-farm trainee, 
Photographer — desires 
designing or copywriter’s 
job. Email: higu2544@ez 
web.ne.jp

TOKYO INTERNATIONAL 
SCHOOL seeks a part-time 
school registered nurse.  
Must have a nursing de-
gree or certificate. Some 
experience with children 
(4-14 years old) is preferred. 
Fluent English/Japanese 
desirable, but English es-
sential, start August. Re-
sume to Maki Suzuki at 03-
5484-1139 (fax) or jobs@
tokyois.com

For Rent

REAL ESTATE

APARTMENTS
(REAL ESTATE AGENCIES)

HEALTH AND DEVELOP-
MENT SERVICE (HANDS) is 
offering a volunteer oppor-
tunity in our PR/Marketing 
department. HANDS is a 
nonprofit organization, cur-
rently implementing seven 
public health projects in de-
veloping countries. Volun-
teers provide assistance in 
event planning as well as 
daily administrative tasks. 
Candidates should have 
communication skills in 
Japanese. Please visit our 
website for details. (Email: 
info@hands.or.jp) http://
www.hands.or.jp

THE RESEARCH COOPER-
ATIVE (NPO) seeks volun-
teer administrators and 
moderators. We are an in-
ternational network for re-
searchers, graduate stu-
dents, editors, proofread-
ers, translators, illustrators 
and academic or educa-
tional publishers. Estab-
lished in Japan in 2001. 
Tel: 06-6878-8344 (office). 
Email: researchcoopera 
tive@gmail.com http://re 
searchcooperative.org

BRIDGE ASIA JAPAN (BAJ) 
 is a Japanese NGO provid-
ing developmental assis-
tance in Myanmar and Viet-
nam. If you are interested 
in becoming an intern or 
volunteer (unpaid), please 
come to a BAJ café held ev-
ery month. Please visit our 
website for more informa-
tion. (Note: BAJ café is con-
ducted in Japanese.) Tel: 
03-3372-9777. Email: info@
baj-npo.org http://www.
baj-npo.org

KIDS EARTH FUND. Interns 
and volunteers (unpaid) 
wanted. Work description: 
overall clerical work, gen-
eral affairs, art workshop 
and English-Japanese and 
Japanese-English transla-
tion. Driver’s license hold-
ers, bilingual, skilled PC us-
ers welcome. Tel: 03-5449-
8161. Email: info@kids 
earthfund.jp http://www.
kidsearthfund.jp/ja/

JEN is a Tokyo-based inter-
national NGO supporting 
the self-reliance of people 
in need, incl. those in To-
hoku earthquake-affected 
Ishinomaki in Miyagi Pre-
fecture and Haiti. JEN is 
currently seeking interns at 
its Tokyo HQ. The candi-
dates must have fluent 
command of both Japa-
nese and English. Tel: 03-
5225-9352. Email: info@
jen-npo.org http://www.
jen-npo.org

AIDS ORPHAN SUPPORT 
 NGO PLAS is seeking in-
ternship candidates for Ke-
nya Office.
 — Current Open Position: 
Assisting president of Ke-
nya Office (Accounting, Re-
port Writing, Support Proj-
ect Management, Coordi-
nate Public Awareness Ses-
sion in local area).
 — Required Duration: 3-6 
months.
 Please send resume to: 
info@plas-aids.org TEL/
FAX: 050-3627-0271 http://
www.plas-aids.org/

HUNGER FREE WORLD 
(HFW). Interns (unpaid) to 
work in Tokyo office for 
 awareness-raising, Ugan-
da, Benin & Burkina Faso. 
 Japanese proficiency, PC 
skills for all positions, 
French for Benin & Burkina 
Faso. Transportation ex-
penses up to ¥1,000/day 
provided. Also, volunteer 
editor (unpaid) with experi-
ence for English publica-
tion/website. Tel: 03-3261-
4700. Email: hfwoffice@
hungerfree.net http://www.
hungerfree.net/

BIRTHDAY
GREETINGS

Inform your friends
and relatives.

INTERNS/VOLUNTEERS

REDUCE YOUR AD COST,
GET HIGHER RESPONSE!

Place your HELP WANTED ad for 2
consecutive days on Monday & Tuesday and
get a 50% discount on the Tuesday insertion.

*If Monday falls on a press holiday/national holiday, place your ad on 
Tuesday and Wednesday and get a 50% discount on the Wednesday 
insertion.

How to order: Contact your local advertising agency or contact us.
Be sure to place your order for Monday and Tuesday at the same time 
to receive the Tuesday discount.
NOTE: • Deadline is the same as the usual deadline for Monday 

ads.
 • No cancellation, change or refund permitted after the dead-

line.
 • Ad material must be the same both days.
 • This offer is available for both regular and display ads in 

the classified ad section.

                        Classified Ads
TEL: (03) 3453-5552

Frequency discounts are available.
7 or more consecutive insertions…5% discount
10 or more insertions…5% discount
20 or more insertions…10% discount
Daily insertions (one month)…15% discount

                  Classified Ads  TEL: (03) 3453-5552

LOWER RATES are 
available for Position 
Wanted ads (when 
placed by individuals), 
Real Estate ads, Week-
end Forum, Christmas 
Greetings, Valentine’s 
Day Messages, etc. 
Rates are available 
upon request.

JT Classifieds

Use Classified Ads 
— the forum and 

market-place of sup-
ply and demand.

English to Japanese?
Japanese to English?
Translation services 

for Classified Ads are 
available.

Sweet tooth: Soft drinks and their sugar content are displayed 
at a news conference in New York on Thursday. AP

Washington
THE WASHINGTON POST

after obesity rates in the u.S. 
began soaring in the 1980s, fed-
eral, state and local governments 
started to push back. Calorie 
counts were mandated for food 
packages and in many restau-
rants. School lunches were made 
healthier. unhealthy trans fats 
got phased out.

yet american waistlines con-
tinued to swell, with two-thirds of 
adults and one-third of children 
now overweight or obese — a ma-
jor factor in the country’s health 
care crisis, as obesity triggers ex-
pensive chronic illnesses, includ-
ing diabetes and heart disease.

By the early 2000s, policymak-
ers began focusing their energies 
on a new target: soft drinks. High 
in calories and with no nutrition-
al value, sodas are a huge source 
of added sugar in the american 
diet. Study after study shows that 
people who drink the most non-
diet soda are at the highest risk 
for obesity.

But in the face of intense lob-
bying from drink makers, efforts 
to tax and regulate soft drinks 
have foundered.

Last week, new york Mayor 
Michael Bloomberg — amidst 
a multifront war on obesity — 
tried a new tactic. He proposed 
limiting sugary drinks sold by 
restaurants, cinemas, street ven-
dors and stadiums in his city 
to 16 ounces (453 ml). Grocery 
stores will be exempt.

“We know that portion size in-
fluences consumption. We know 
that portion sizes have risen 
dramatically. and we know that 
sugary drinks have this uniquely 
strong connection with weight 
gain,” said Thomas Farley, new 
york’s health commissioner.

The move intensified the de-
bate over how far government 
should go to steer individual 
behavior in the name of health 
and immediately drew scorn 
from the $75 billion-per-year soft 
drink industry.

“Here they go again,” said 
Chris Gindlesperger, spokesman 
for the american Beverage as-
sociation. “The new york City 
health department has an un-
healthy obsession with attacking 
soft drinks. It’s over the top. It’s 
overreach. The city is not going 
to address the obesity problem 
by attacking soda, because soda 
is not driving the obesity rate.”

But public health advocates 
contend that letting everyone 
make their own choices has led 
the country to $192 billion per 
year in medical bills for obesity-
related care. That is a tab every-
one ends up paying via Medi-
care, Medicaid and soaring rates 
for private health insurance.

“There is nobody on face of 
the planet who needs a soda, 
let alone a 32-ounce soda,” said 
Robert Lustig, a pediatric-obesity 
researcher at the university of 
California at San Francisco who 
is a vocal proponent of restric-
tions on sugary drinks.

advocates of soda regulation 
point to a long list of government 
mandates — vaccines to prevent 
childhood diseases, seat-belt laws 
and automobile air-bag rules, and 
high taxes and age restrictions on 
cigarettes and alcohol — that they 
say have improved public health 
and saved lives.

What sets new york’s proposal 
apart is that it addresses a new 
aspect of the obesity problem — 
portion size.

“If new york City’s initiative 
succeeds, it really opens up a 
new front,” said Michael Jacob-
son, executive director for Center 
for Science in the Public Interest. 

“I’m sure it will encourage other 
cities and states to seek similar 
measures to reduce portion sizes.”

The approach also offers a 
model for getting around the 
kind of political warfare that has 
impeded soda taxes, Farley said.

The battle over sodas raged 
in 2009, after President Barack 
obama floated the idea of a na-
tional soda tax to reduce con-
sumption and pay for his pro-
posed health care reforms. as 
top academics championed the 
idea, states and cities rolled out 
proposed taxes.

But soda makers pushed back 
hard — upping their lobbying 
expenditures eightfold from 2008 
to 2009, to $40 million, accord-
ing to records for the american 
Beverage association. The result: 
Soda taxes were defeated in 30 
states and several cities, includ-
ing Philadelphia.

PepsiCo. threatened to move 
its headquarters out of new york 
state if an 18 percent tax passed 
there (it didn’t). and, despite the 
president’s rhetoric, a soda tax 
never even made it into drafts of 
the health care bill, which was 
passed into law in 2010.

Soda makers “have indicated 
they will spend as much money 
as it takes to kill a tax because 
tens of millions [of dollars] is 
nothing compared to the sales 
they would lose if a stiff tax were 
adopted,” said Jacobson.

By contrast, adoption of 
Bloomberg’s proposal is virtually 
assured. The only body that must 
sign off on it is the city’s health 
board — all Bloomberg appoin-
tees with Farley as the chairman.

The beverage industry’s only 
recourse appears to be a lawsuit, 
which Gindlesperger said the bev-
erage association is considering.

yale university professor Kelly 
Brownell, a proponent of soda 
taxes and restrictions, said drink 
makers and retailers reap big prof-
its from giant drinks. For just a few 
cents of extra product, soda com-
panies can sell jumbo drinks for 
$1 or $2 more than smaller sizes.

Bloomberg’s proposal swims 
against two federal policies that 
public health advocates say en-
courage soda drinking:
•	Farm subsidies that push 
down the price of high-fructose 
corn syrup add about $100 mil-
lion a year to the bottom line of 
soda makers, according to a 2009 
analysis from Tufts university re-
searchers. Those subsidies make 
soda cheaper.
•	and the 42 million americans 
receiving federal food stamps 
use those benefits to buy $4 bil-
lion of soda every year, according 
to the Center for Science in the 
Public Interest.

Still, overall consumption of 
sugary drinks has dropped 24 
percent since 1998, according to 
an analysis from the group.

“That’s historic and indicates 
some progress, probably due 
to a whole range of factors,” in-
cluding more consumption of 
bottled water and diet sodas, the 
popularity of low-carb diets and 
increased health consciousness, 
Jacobson said.

Drink makers spend billions to oppose plan

u.S. obesity war 
targets portions

 第３種郵便物認可
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ジャパンタイムズの読者層

宅配（自宅）

宅配（職場）

販売店・コンビニなど 書店

ホテル

北米

欧州

アジア

オセアニア

その他

【調査概要】
調 査 名：ジャパンタイムズ読者調査2012
調査期間：2012年７月６日～８月６日
調査方法：�The�Japan�Times�にて回答用の特設webページのURLを載せた調

査広告を掲載、読者がアクセスして回答

有効回収数：312
調査主体：株式会社ジャパンタイムズ

中国・四国

九州

東北・北海道

関東 ( 東京を除く )

東京

中部・北陸

京阪神・近畿

日本人外国人

62%

38%

発行部数約4.5万部、そして14万人を超える読者総数

　ジャパンタイムズの発行部数は約45,000部（２０１３年９月予測）。この数字は、東京・名古屋・大阪圏在住の英語
圏外国人101,036人（2012年法務省調べ）の約半数に相当します。また、 １部当たりの平均回読数（3.2人、当社調
べ）を乗じた読者総数は実に14万人以上にもなります。このようにジャパンタイムズは依然として、数多くの安定した読
者がおり、日本国内で発行される英字紙の中で最大の発行部数を誇ります。

約45,000 … 2013年９月現在のThe Japan TimesとInternational New York Timesの合算予測
約144,000 … 2012年７月現在の読者１人当たりの平均回読数（3.2人、当社調べ）を乗じた読者総数
販売網 … 朝日新聞販売店約5,000店、東海地区は中日新聞販売店約1,300店

10%
6%日本人・外国人の比率

外国人が読者の約６割を占めてい
ます。しかし即売比率の高まる月曜
日は日本人と外国人の比率がほぼ
半数になります。

外国人読者の出身地域

世界各地の出身者に読まれていま
す。そのうちの半数以上が欧米系
出身者です。

日本国内における配布地域

東京・大阪の２大都市圏を中心と
した、国際的なビジネスエリアに読
者が集中しています。

配布・入手方法

約７割の読者が、確実に手にするこ
とのできる宅配によって入手してい
ます。

36%

28%

20%

13.6%

41.6%
12.7%

19.8%

4.6%
4.4%

3.2%

57%

2%

1%17%

23%
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ジャパンタイムズの読者層

20 年以上

5 年以上 10 年未満

2 年以上 5 年未満

2 年未満

10 年以上 20 年未満3000 万円以上

1000 万円以上 1500 万円未満

500 万円以上 1000 万円未満

500 万円未満

1500 万円以上 3000 万円未満

*2010 年度国税庁のデータによる給与所得者の平均年収。また、この調査は社会人読者を対象とした。

大学 (4 年制 )

大学院

専門学校

高等学校

短期大学

役員クラス

管理職クラス /Manager

無職

パートタイマー、フリーター

主婦（主夫）

学生

一般従業員

男性

女性

41%
59%

7%
10%

23%

20%

27%

11%

2%

70 歳以上

41 歳以上 50 歳以下

51 歳以上 60 歳以下

61 歳以上 70 歳以下

31 歳以上 40 歳以下

20 歳以下

21 歳以上 30 歳以下

社会的・知的ステータスが際立つジャパンタイムズ読者

　広告媒体としてのジャパンタイムズの特色は、学歴・地位・世帯年収などに見られる読者の質の高さにあります。
加えて、その大部分がジャパンタイムズを５年以上にわたって講読しているというロイヤルティの高さも見逃すことがで
きません。

学歴

4年制大学・大学院卒業者が約９
割を占めるなど、高学歴であること
が特色です。

世帯年収

平均的な給与所得者の年収（412
万円 *）を超える読者が７割近く、
年収1000万円以上が約３割を占
めています。

男女比率

約６割が男性、約４割が女性となっ
ています。

購読期間

講読期間５年以上が全体の半数近
く、同じく20年以上が４分の１近く
を占めています。

年齢

幅広い年齢層に支持されています
が、中でも31歳から60歳までが中
心読者です。

職業地位

役員・管理職クラスが約３割を占
めるなど、役職の高い読者層です。

41%

5%
4%

3%

47%

16%

11%

11%10%

10%
7%

35%

32%

36%

18%

9%

5%

23%

13%

12%19%

33%
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在日外国人数

法務省入国管理局の残留外国人統計によりますと、平成２４
末現在における中長期在留者数は、165万6,514人、特別永
住者数は38万1,645人で、これらを合わせた在留外国人数は
203万8,159人。
外国人登録者数（短期滞在等を除く）は，平成21年末から３
年連続で減少しましたが、単純な比較はできないものの平成
24年末の在留外国人数の減少幅は前年までに比べ大幅に縮
小しました。
在留外国人数の我が国総人口１億2746万人（総務省統計局
発表の平成25年１月１日現在概算値）に占める割合は、前年
末の外国人登録者数（短期滞在等を除く）と同水準の1.60％
となります。

外国人雇用の届出状況(厚生労働省資料)

外国人雇用登録者数（G８+ ニュージーランド、オーストラリ
ア）は年々増加傾向にあります。

外国人雇用事業所数(厚生労働省資料)

2012年、外国人労働者を雇用している事業所数は11万9731
事業所であり、前年に対して3,170の事業所が増加となりまし
た。

（事業所数）
116,561

108,760

119,731

95,294

76,811

2011 2012 （年）201020092008

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

外資系企業（3,084社） (経済産業省資料)

経済産業省の第45回外資系企業動向調査（2011年調査）に
よると、外資系企業の28.6%が今後1年間で雇用を「増員する」
と回答しています。また、売上高、経常利益も増加傾向にあり、

「事業の拡大を図る」と回答した企業も49.1％に上ることか
ら、日本で積極的に事業展開する外資系企業が増えていくと
予想されます。

（年）

11,000

22,000

33,000

44,000

55,000

39,988

（人）

43,714

50,321 51,156

46,221

0

2011 2012201020092008

日本の国際化状況

登録地域 総数

東北・北海道 64,718

関東（東京を除く） 507,340

東京 393,585

中部・北陸 415,198

京阪神・近畿 437,164

中国・四国 107,984

九州・沖縄 103,869

合　計 2,033,656

平成24年度における外国人登録者数(法務省資料)

海外進出企業 (経済産業省資料)

日本側出資比率が10% 以上の海外現地法人は、現在約
23,858社（2012年）にも上り、海外市場の重要性も高まって
います。そのため、現地事情に沿った事業活動を求められる
ことが多くなっていますが、それを担う「グローバル人材」が不
足している現状もあり、「グローバル人材」の確保・育成に向け
た取り組みも広がっています。
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■2012年度 入試問題 採用校  
（採用校数：115校　採用出題数：156）
愛知教育大学 愛知大学　会津大学　跡見学園女子大学　跡見学
園女子大学大学院 茨城キリスト教大学大学院　岩手県立大学　宇
都宮大学　愛媛大学　追手門学院大学　大阪教育大学　大阪経
済大学　大阪工業大学　大阪産業大学　大妻女子大学大学院　鹿
児島大学　活水女子大学　神奈川大学　金沢大学　鎌倉女子大
学　川村学園女子大学　関東学院大学　京都光華女子大学・短
期大学部 京都橘大学　京都ノートルダム女子大学　京都文教大
学　金城学院大学　国立音楽大学　熊本大学　久留米大学　群
馬大学　慶應義塾大学　高知工科大学　高知大学大学院　甲南大
学　神戸市看護大学　神戸女子大学・短期大学　神戸松蔭女子学
院大学　神戸薬科大学　駒澤大学　札幌大学　渋川看護専門学
校　島根県立大学　淑徳大学　上智大学　昭和女子大学　信州大
学　仁愛大学 ほか　※五十音順

■2011年度 入試問題 採用校  
（採用校数：115校　採用出題数：144）
愛知大学　青山学院大学　秋田大学　追手門学院大学　大阪経
済大学　小樽商科大学　香川大学　北里大学　岐阜大学　群馬
大学　高知大学　神戸薬科大学　滋賀大学　上智大学　中央大
学　同志社大学　徳島大学　富山大学　名古屋市立大学　南山
大学　ノートルダム清心女子大学　弘前大学　福岡大学　松本
大学　宮城大学　明治大学　桃山学院大学　山口大学　立教大
学　早稲田大学　ほか　※五十音順

訪日観光客　

政府は「観光立国」へ向けた取り組みを本格的に開始し、2008年には観光庁を発足させています。2010年に日本を訪れた外国
人は861万1,000人で、2011年は東日本大震災の影響もあり観光客数は減少しましたが、2012年は2010年の月次実績と同等
の訪日数に回復しました。また、政府はビジット・ジャパン事業の一環として「訪日外国人3000万人プログラム」を設定し、その第
1期として2013年までに1,500万人の訪日観光客数を目指しています。全国300カ所の案内所には年間200万人の外国人旅行者
が立寄り、観光案内や情報サービスを利用しています。

教育現場で活用されるジャパンタイムズ

あらゆる分野の実用英語が掲載されているジャパンタイムズは、企業の英語研修や大学の授業などの教育現場で多く活用されて
います。TOEIC® の試験対策をはじめ、英語学習に最適なメディアといえます。また、大学の入試問題にもジャパンタイムズの記事
が多数採用されています。

2003

250

0

500

750

1000
万人

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,211,725

6,727,926

7,334,077

8,346,969 8,350,835

6,789,658

8,611,175

6,218,752

8,367,827

訪日客数の推移　　　　　　　　　　　　　　　

日本の国際化状況

　（法務省出入国管理統計表資料）

6,137,905



10

効果的なディスプレイ広告と広告特集

　在日外国人マーケットや国際派日本人のための貴重で有益な情報源として絶大な信頼を得ているジャパンタイムズ。
その独自性を生かした多様なディスプレイ広告と数々の広告特集・広告企画は、強力なマーケティングおよびPR手
段としてさまざまな企業・団体から高い評価を得ています。

広告・特集実例

国内・海外で行われる国際会議にあわ
せて特集を発行しています。ジャパンタ
イムズ読者のみならず国際会議の会場
でも配布することで、ダイレクトに政府・
海外メディア関係者に訴求できます。

国際会議

ジャパンタイムズ主催の座談会・セミナー
を実施しています。来場プロモーションと
しての事前告知記事や、イベント終了後
のレポートを紙面にて掲載します。  

フォーラム

ナショナルデー特集は、130カ国以上の
駐日大使館からの協力をもとに、建国記
念日などを祝賀し、各国を紹介。各国の
首脳や元首が日本を訪問する際には来
日歓迎特集を掲載しています。  

ナショナルデー・VIP来日歓迎特集
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広告・特集実例

日本で開催される国際展示会・コンベン
ションは年々増加しています。主催国に
おける英文の情報源として海外の参加
者からも注目されています。

国際展示会・コンベンション特集

出張や帰省で頻繁にエアラインを利用
するジャパンタイムズ読者。中でも外国
人駐在員や大使館員などの高所得者を
ターゲットに、ビジネスクラスのリニュー
アル、新路線就航、キャンペーンの告知
などに効果的です。

エアライン

レセプション出席や出張での宿泊で高級
ホテルを頻繁に利用する読者が多く、ホ
テル開業時のオープニング告知やブラン
ディングに最適な媒体です。

ホテル

日本食ブームで日本酒や焼酎の海外へ
の輸出量が伸びており、外国人への認
知度向上や海外への輸出促進といった
効果が期待できます。在日外国人を集め
た試飲会や料理教室など、イベントを実
施して展開することも可能です。

飲料
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外国人に人気のレストラ
ンを紹介する特集を年
複数回掲載しています。
ハンバーガーショップ、ダ
イニングバー、ビアレス
トランなどテーマ別に掲
載。外国人を集客するこ
とで知名度が上げられ
ます。

レストラン＆ダイニング

キャリア志向で学習意
欲の高い読者をターゲッ
トに、インターナショナ
ルスクール、MBA、大
学・大学院、通訳翻訳
学校、日本語学校など
の特集を掲載していま
す。

教育関連

国際派日本人に向けての海外政府観光
局 PRや、増加する訪日外国人観光客向
けに国内イベント告知を掲載しています。

国内外の観光特集

国際会議・コンベンションの誘致、最先
端技術の紹介、観光の PRなど、地方自
治体の取り組みを海外に向けて強力に
アピールします。 

地方自治体

広告・特集実例

環境に配慮した次世代自動車に関
心が高まっています。東京モーター
ショー開催年には特集を掲載、国内外
の参加者から注目されています。

自動車
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広告・特集実例

高級分譲マンションやサービスアパート
メントなど、外国人が居住する不動産の
紹介に利用されています。免震・制震構
造をわかりやすく解説した紙面など外
国人にとって貴重な情報源となっていま
す。

不動産

日本全国で行われる国際スポーツ大会は年々増えてい
て、スポーツ観光誘致は国の重要な施策の一つに位
置づけられています。それに伴いさまざまな国際的ス
ポーツイベントの特集を組み、海外プロモーションにも
活用されています。

スポーツ

エンターテイメント情報が
充実しており、映画やライ
ブに関する詳細なレビュー、
アートイベントの紹介など
が人気。英語のテレビ欄も
重宝すると評価されていま
す。読者の関心が高く、エン
ターテイメント系広告には
最適です。

エンターテイメント

在日外国人や訪日観光客が
日本で楽しみにしているこ
とのひとつに、電化製品の
購入や各種ショッピングが
挙げられます。ショッピング
情報は読者の高い関心を引
き、迅速なレスポンスへとつ
ながっていきます。

家電量販店・免税店

ジャパンタイムズ本紙に掲載された広告
特集をオンラインにも転載しています。
新聞とオンラインを連動する事で、国内
外の外国人及び国際派日本人への訴求
力が飛躍的に高まります。

ジャパンタイムズ・オンライン連動特集
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　在日外国人の増加と政府の外国人観光客誘致キャンペーン
を機に支援媒体として、2003年10月に創刊。
　日本の観光地・日本文化・生活情報などの本紙記事を抜粋
し、フリーペーパーとして毎週再印刷しています。
　在日及び訪日外国人への情報伝達の強化とジャパンタイム
ズの魅力を伝え、新聞購読を促す目的で都内および横浜の観
光案内所・ホテル・飲食店・量販店・交通機関120カ所に設置、
毎週約12,000部を発行しているサブプリントメディアです。

　The Japan Times Online は、国内ニュースを世界に向け
て発信するメディアとして、圧倒的な地位を築いています。
Newsを主軸にOpinion、Life、Community、Culture、Sports
など幅広いコンテンツを配信。英語力を兼ね備えた日本人ビ
ジネスマンや国内外の外国人ユーザーなど、英文サイトなら
ではのユーザー層が特徴。ビジネス層が中心、高所得者も多
く訪れています。

Weekend Scene

The Japan Times Online

　TOEIC® 対策、各界の英語のプロが書く多彩なコラム、最新
映画のセリフから学ぶ日常英語、クロスワードパズル、英語
雑学など、幅広い角度から英語学習をサポート。学生や社会
人、主婦やご年配の方など幅広い方々に読まれています。

The Japan Times ST

フリーペーパー

ウェブサイト

タブロイド紙

＜DATA /データ＞
Page Views: 8,300,000 pv/month Unique User: 1,000,000 people/month 
Twitter: 86,000 followers Facebook: 22,000 fans （2013年７月実績）

その他の媒体
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　世界を舞台に輝きたい新世代
大和撫子のための知的向上キャ
リアマガジン。豊富な海外経験
や 優 れ た 語 学 力、さ ら に 強 い
キャリア志向を兼ね備えた女性
を対象に、世界で通用する「女子
力」「仕事力」を身に付けるため
の情報を発信します。今までの
女性向け雑誌では得られなかっ
たコンテンツが満載です。

　ジャパンタイムズ・ニフコビル内のホールを利用
して、各種イベントの開催が可能です。自社媒体や
SNS アカウントを利用した告知により、効果的な集
客が期待できます。外資系企業を中心とした転職・就
職イベントや留学フォーラムを不定期で行っている
ほか、若い女性をターゲットに、著名人をゲストに迎
えて楽しく英語を学ぶパーティーでは、参加人数を大
幅に超える申し込みをいただき好評を得ました。

　ジャパンタイムズが強みとす
るジャーナリスティックな視点
で、通訳や翻訳という仕事が持
つ魅力ややりがい、プロに要求
されるスキルおよび意識の持ち
方などを取り上げています。ま
た、通訳者・翻訳者になるため
の道筋から、実際の仕事の現場
に至るまで、今日の通訳・翻訳
業界の実像を包括的に紹介して
います。

日曜日版

ムック

イベント

The Japan Times for WOMEN 通訳・翻訳キャリアガイド

その他の媒体

　The Japan Times On Sunday は国際的な視点に立って、国内の日刊
紙では読めない幅広い話題を提供します。28ページ建て（12ページがカ
ラー）の紙面には、コンパクトでありながら掘り下げた分析記事や最新
のニュースが満載です。政治、経済、スポーツはもちろん、文化、娯楽に
関する読み物など、多彩な情報を発信していきます。国際感覚に磨きを
かける知的情報源として役立ちます。

The Japan Times On Sunday
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