
2/1～2/28
Tokyo Fan Week @Omotesando/ Harajuku

原宿Ⅰ

ポイント１．東京エリア「Meet The New JAPAN Campaign in 
TOKYO」の多彩で楽しい内容が決定！

・無料Wi‐Fi環境を設置し、訪日旅行者へ開放
・海外顧客向け割引や特典等の提供
・エリアを巡るスタンプラリーの実施
・建築ツアー、ファッショニスタツアー、アニメマンガPOPツアー、
表参道歴史満喫ツアーなど着地型ガイドツアーの実施
・日本文化体験（着付け、折り紙など）の実施
・多言語のエリアマップ配布、臨時観光案内所の設置
・ウェルカムパーティ及びファッションショーの実施
歓迎 ラ グ バナ の設置

原宿

・歓迎フラッグ＆バナーの設置

・原宿ファッション任期店舗を巡るガイドツ
アーやファッション体験を実施。

・原宿ナイトライフを体験するミーティング
や宝探しを実施。

3/18～3/24
HARAJUKU OMOTENASHI WEEK

原宿Ⅱ

や宝探しを実施。

・渋谷Hikarie、渋谷Hikarie ShinQs、東急百貨店本店、東急
百貨店東横店、渋谷エクセルホテル東急が参加し、割引
などの特典や アート ファッション 文化 食にまつわる

3/1～3/24

～Entertainment City SHIBUYA～
Crossing Fes

渋谷

などの特典や、ア ト、ファッション、文化、食にまつわる
コンテストなどを実施。

・MJオリジナル 女子力UP  トライアングルチケットツアーを
実施。

Dream 愛Land ODAIBA

2/1～3/10
・デックス東京ビーチ、アクアシティお台場、ダイバーシティ
東京プ ザ ヴ 大 温泉物語 ホ お台場東京プラザ、ヴィーナスフォート、大江戸温泉物語、ホテ
ル日航東京、ホテルグランパシフィック LE DAIBA、日本科
学未来館、東京汽船が参加し、割引などの特典を提供。
・バレンタインからホワイトデーの期間中、「愛」にまつわる
イベントやチョコレートプレゼント。

お台場

New old, Old New ASAKUSA

1/15～3/31

YOKOCHO WEEK

,

・約250店舗が参加し、割引なとの特典を提供。
・外国人向け「東京スカイツリー＆ASAKUSAツアー」を新発売。
・江戸伝統工芸体験イベントを実施（2/1～11）

2/1～3/31 浅草
R

・約20店舗が参加し、外国人にナイトライフとしての横丁を
体験していただく交流イベントを実施。
特典や特別メニューを提供。

1/15～3/31
銀座
有楽町

＊記載内容は調整中の項目もあり予告無く変更になる可能性があります。



ポイント２．東京・関西エリア「18週連続のロングランイベント」
の全容が決定！

キャンペーンのスタートを記念し、東京スカイツリータウン
でオープニングセレモニーを開催！観光庁長官、スペシ
ャルサポーターのミス日本などが登場予定！当日遊びに
来てくれた外国人の方にはコーヒーをプレゼント！

Dream 愛Land ODAIBA スペシャルデート

R

2月10日（日）

a 愛 a シ デ

人気のスポットを巡りながら、
プロのカメラマンが２人のデート現場を
バッチリ激写！
「証拠写真」はもちろんプレゼント♪

カップルに人気のスポットを巡る！
ときめき＆ホットなスイートプラン！

プロ撮影
写真

プレゼント！

Meet the CHADO, Meet the New JAPAN ～Peacefulness～
3月17日（日）
東京ミッドタウン

日本が誇る奥深き茶道の世界をみんなで

「証拠写真」はもちろんプレゼント♪

100人の外国人の方々へ、迫力の規模で開催します！

日本が誇る奥深き茶道の世界をみんなで
体験してみよう！

普段は敷居が高くて
経験できない茶道を
気軽に体験できる
100人のお茶会を実施!?

HARAJUKU KAWAII
ファッション体験
3月18日（月）～3月24日（日）
ドリーム＊ステーション JOL原宿

原宿系ファッションを着て街に繰り出しま
せんか？原宿ファッション体験を行なえます！

世界から注目の
HARAJUKU KAWAII
を体験しよう！

せんか？原宿ファッション体験を行なえます！

＊記載内容は調整中の項目もあり予告無く変更になる可能性があります。



Meet The New JAPAN Campaign ２０１３ in TOKYO オープニングイベント
開催日・場所 2月1日（金） 東京スカイツリータウン

R

ポイント２．東京・関西エリア「18週連続のロングランイベント」
の全容が決定！（東京エリアの一部紹介）

開催日 場所 2月1日（金） 東京スカイツリ タウン
Meet The New JAPAN Campaign ２０１３ in TOKYO いよいよスタートです！

Meet The New JAPAN Campaign ２０１３ in TOKYO Welcome to TOKYO！！
開催日・場所 2月2日（土） 羽田空港
Meet The New JAPAN Campaign ２０１３ in TOKYO 開幕！
羽田空港でミス日本がお出迎え！

東京流“SETSUBUN”ツアー東京流 SETSUBUN ツア

開催日・場所 2月3日（日） 高幡不動尊金剛寺境内
毎年盛大に行われる高幡不動尊金剛寺での豆まき
儀式に特別参加＆恵方巻きを食べるツアー！

Dream愛LAND  ODAIBA スペシャルデート

開催日・場所 2月10日（日） カップルに人気のスポット
人気のスポットを巡りながら、プロカメラマンが２人の
デートを撮影！写真はプレゼント♪デートを撮影！写真はプレゼント♪

春の訪れを感じる“UME”づくしツアー
開催日・場所 2月17日（日） 湯島天神
日本の春の訪れを告げる梅をテーマに、伝統的なお祭りから、
日本の女の子が大好きな梅酒まで味わえる、見て・聞いて・
食べて・飲んで楽しめる梅づくしのツアー！

TOKYO “GINBURA”体験

“HINAMATSURI”～Japanese Girl’s Day～

開催日・場所 3月3日（日）
①隅田川（吾妻橋親 水テラス周辺） ②久月人形学院
日本で古くから行われている女の子のための行事

TOKYO GINBURA 体験

開催日時・場所 2月23日(土) 銀座とっておきスポット
とっても奥が深い「銀座」の街を、MJサポーターと一緒に探索！
今まで知らなかった銀座の新しい魅力を体験してください！

日本で古くから行われている女の子のための行事
「ひなまつり」をとびきり楽しむ特別プログラム！

ダイバーシティ東京プラザ Special Day」

開催日・場所 3月10日（土） ダイバーシティ東京プラザ
お台場のＮＥＷスポット「ダイバーシティ東京プラザ」で、外国人
向けのスペシャルイベントを開催！

Meet the CHADO, Meet the New JAPAN ～Peacefulness～

HARAJUKU OMOTENASHI WEEK 『HARAJUKU KAWAII ファッション体験』
開催日・場所 3月18日（月）～24日（日）ドリーム＊ステーション JOL原宿
原宿系ファッションを着て、街に繰り出しませんか？原宿ファッション
体験を行なえます！

Meet the CHADO, Meet the New JAPAN Peacefulness
開催日・場所 3月11日（日） 東京ミッドタウン
日本が誇る奥深き茶道の世界をみんなで体験してみよう！

THE “OHANAMI” ～japanese spiring party～

開催日・場所 3月31日（日） 隅田公園内
日本人がこよなく愛する春のお楽しみ・お花見！桜の下で
みんなで大宴会！

＊記載内容は調整中の項目もあり予告無く変更になる可能性があります。



予告！
関西
メガセール

先日 キ クオ イ トで大好評「関西メガセ が

ポイント２．東京・関西エリア「18週連続のロングランイベント」
の全容が決定！ （関西エリアの紹介）

先日のキックオフイベントで大好評「関西メガセール」が、
18週連続イベントにもタイトルを連ねて、
12月22日 Xmasシーズンから待望のデビュー決定！

「クリスマスを大阪城で過ごそう｝
12月22〜24日 9:00〜17:00
大阪城天守閣2F 兜・陣羽織試着体験コーナー
兜・陣羽織試着体験コーナー（体験料：1回300円）にて。
パスポート提示によりノベルティプレゼント！

迎春イベント「甘酒の振る舞い」
1月2日〜3日 9：30～16：00
大阪城天守閣2F 会議室大阪で過ごすお正月！
甘酒を飲んで、心も身体もぽっかぽか！！
（無料/先着順）。パスポート提示により
ノベルティプレゼント。

大阪城をバックに兜・陣羽織試着体験！
1月11日 10：00～15：00 
大阪城天守閣前 本丸広場 兜・陣羽織試着体験
コーナーナ
普段は、天守閣2Fでしか体験できない兜・陣羽織

試着体験を、特別に天守閣前で実施。お城をバッ
クに戦国武将姿で自分をパチリ。（体験料：1回
300円）パスポート提示でノベルティプレゼント。
キャラクターによるグリーティングも実施！

大 プ 念 影大阪プロレス＋記念撮影12月〜1月(※開催日時はHP参照)

ナスキーホール梅田大阪プロレス
試合後 「レスラーと記念撮影」
試合後に希望者を募り、
レスラーと記念撮影。
覆面レスラーと一緒に写真に
おさまろう！おさまろう

＊記載内容は調整中の項目もあり予告無く変更になる可能性があります。



ポイント３．関西エリア「関西メガセール」が12月1日の関空

キックオフイベントから、 盛大にスタート！

12月1日（土）12:00～13:30

関西国際空港

12月を迎えて 関12月を迎えて、関

空のロビーを行き
交う人々の姿も心
なしか慌ただしい。

そんな中で、突如
繰り広げられたPR
キャンペーンのひ
とコマに、多くのとコマに、多くの
人々が足を止め、
ミス日本と笑顔で
記念撮影など、歓
迎ムードを共有し
てくれました！

12月1日（土）～2日（日） 13:30～16:00    

日本橋筋商店街

月 （ ） （ ）

流暢なニホン語で
健気にキャンペーン
を訴える留学生たち
の姿に接して、

「がんばってね！」と
声をかける往来の
人も続出！人も続出！

小さな交流の輪が
あちらこちらに。

日本橋筋商店街では、日本橋3南交差点にある
「サワダデンキ」の店頭にて賑やかなPRが展開。

外国人観光客はもちろん 来店客や道行く人々も外国人観光客はもちろん、来店客や道行く人々も
足を止め、留学生たちの話に聞きいりました！



ポイント４．「MJ認定ツアー」、すでに800本を創出。

海外で好評販売中！

（一部ご紹介）

【MJ満腹】ディズニーランド横浜・
浅草スカイツリー満腹ツアー

〈東京〉桃園－成田（5日）

太平洋旅行社
http://www.pac‐group.net/
大興旅行社
http://www tahsintour com tw/

台湾
旅行社

Meet The New JAPAN Campaign 2013
Tour programs to around the world.

東京風情、スカイツリー温泉美食5日
〈東京〉台北－成田（5日）

伊豆横浜台場を巡る5日
〈東京〉桃園－成田（5日）

MJ東京満喫
〈東京〉台北－成田（5日）

MJ台場推薦！＆フリー

http://www.tahsintour.com.tw/
良友旅行社
http://www.ftstour.com.tw
喜鴻旅行社
http://www.besttour.com.tw/web/major.asp
大栄旅行社
htt // dt t / MJ台場推薦！＆フリ

〈東京〉桃園－成田（5日）
【時尚東京】MJ満足フリー

〈東京〉松山or桃園-羽田or成田（5日）

浅草軽井沢箱根台場 関東東京100選
〈東京〉松山or桃園-羽田or成田（5日）

http://www.dtsgroup.com.tw/
燦星(Star)
http://www.startravel.com.tw/
山富旅行社
http://www.travel4u.com.tw/

ウェブツアー
http://www.webtour.com
ネイル旅行
http://www.naeiltour.co.kr/
インターパークツアー
http://tour interpark com/

韓国
旅行社

★MEET THE NEW JAPAN★
【ショッピング天国】
〈東京〉仁川－成田 自由旅行（3日）(JL)
【MJ推薦】 東京 お台場 クムカギ
〈東京〉仁川－成田 自由旅行（3日）(JL)
【パーフェクトＭＪ】 夜逃げ東京2泊4日 Go Go Go

http://tour.interpark.com/ 〈東京〉仁川－成田（5日）

縱橫遊
http://www.wwpkg.com.hk/
康泰旅行社康泰旅行社
http://www.hongthai.com/
永安旅行社
http://www.hongthai.com/ 香港

旅行社
【パーフェクトMJ】本州大阪京都水族館、
東京新幹線 2泊温泉7日ツアー
〈大阪・東京〉香港－大阪・東京－香港（７日）
【 楽 く 】東京 富士山

【オール東京】東京5日間ツアー（春節期間限定）
〈東京〉香港－東京（5日）

【MJを楽しみ尽くせ】東京、富士山5日間ツアー
〈東京〉香港－東京（5日）

＊記載内容は調整中の項目もあり予告無く変更になる可能性があります。


