在越日本人ビジネスマンの新雑誌

SKETCH PRO
媒体資料

スケッチでは新しい月刊誌「SKETCH PRO 」を、

8 月 15 日（金）に刊行いたします。
ベトナムで働く日本人ビジネスマンのために、
「仕事に役立つ情報」と「生活を楽しくする情報」を、
盛りだくさんでお届けいたします。

SKETCH PRO
とは？

日本人駐在員向けのビジネス誌

ベトナムに進出する日系企業と、そこで働く日本人ビ

しかし、ベトナムにはまだ、日本人ビジネスマンに向

ジネスマンが、ここ数年で急増しています。特に増加が

けた本格的な情報誌はありません。それが「SKETCH

顕著なのが、日本の本社からベトナム支社に海外赴任す

PRO」創刊の理由です。私たちはベトナムで働く日本人

る、日系企業の「駐在員」の方です。その中には、ベト

を対象としたフリーペーパーを作りたいと考え、昨年か

ナムに不慣れな方も数多くいらっしゃいます。

ら準備を進めてまいりました。

SKETCH PRO の内容
SKETCH PRO は仕事を中心にベトナムで生活する、
「日本人ビジネスマンのためのネタ帳」を目指します。そ
のため、
「ビジネス情報」と「生活情報」を 2 本の柱とし

トリサーチ、トピック情報など、
「仕事に役立つ」をテー
マにしたコンテンツです。
「生活情報」は、接待で使えるレストランの紹介、メン
ズファッション、
ゴルフ情報、
フィットネス情報などから、

ています。
「ビジネス情報」は、経営層へのインタビュー、特集記
事、ベトナムの法律、会計、人事、マネジメント、マーケッ

カラオケソングやベトナム芸能人への取材まで、硬軟を
取り混ぜた記事をご用意します。

主な記事（予定）
本社も納得！ネタ広場

おはよう！ ベト・ゴルファー

トップリーダーの戦略

会いたかった！
ベトナムのアイドル

ベトナムが拠点、食品機械の王国を作る

総力特集

緊急座談会☆

俺たちの ベトナム 1年目 を話そう

ベトナム人スタッフの人心掌握術

ベトナムの会計術

メシ、行きませんか？

衣・食・住トレンド NOW ！

――接待で喜ばれる店

これで大丈夫！ 暮らしのガイド

歌えばきっと人気者！

北部・中部・南部「工業団地マップ」

カラオケ・モテソング
ハローベトナム

[ クィン・アン ]

※この他、合計で約 30 のコンテンツをご提供予定です。

メディア情報（予定）
創刊日 ： 2014 年 8 月 15 日（金）

配布場所： 在ベトナム日系企業、在越商工会などの経

発行日 ： 毎月 15 日（月刊）

済団体、在ベトナム日本国大使館・在ホーチ

判型等 ： A4 変型／オールカラー

ミン日本国総領事館、日本人の多いサービ

頁数

： ミニマムで 54 ページ（編集記事 35 ページ）

スアパート、ベトナム出張者が多く使うホテ

発行部数： 1.5 万部

ル、工業団地内のトラベルツアーデスク、ベ
トナム全土のホテル・レストラン・ショップ
など（無料配布）
発行元 ： スケッチ有限会社

記事デザイン例
必見！ 厳選！ トピックス

トップリーダーの戦略

AD
企業や団体のトピック情報。イベントや新製品

日系企業経営層へのインタビュー記事。ベトナ

発表など、発信場所を設けます（掲載無料）
。

ムでの事業内容、経営戦略、今後の計画などを
お聞きします。

総力特集

取材・連載記事

一押しの特集記事。仕事に役立つ情報源として、

会計、法律、ダイエット料理、カラオケソング

毎回テーマを変えてお届けします。

など、
「小ネタ」も 10 以上用意しています。

※上記のレイアウトは暫定版であり、写真その他は仮のものです。

SKETCH PRO
創刊の背景

日系企業のベトナム進出と駐在員の増加

在越邦人数と民間企業関係者数の推移
ベトナムの在留邦人と、その中の「民間企業
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企業関係者はその 77％となる 8,575 人（同居家
族含む）
。ただ、これらは 2012 年 10 月 1 日の
数字ですので、1 年半後の現在では一層の増加
が見込まれます。
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関係者」は、グラフのようにこの数年で急増し

2013 年

出典：外務省「海外在留邦人数調査統計」

ベトナムにおける日本商工会加盟企業の推移
（社）

なぜ日本人ビジネスマンがベトナムで急増

1400

しているのか。その背景には日系企業のベト

1200

ナム進出ラッシュがあります。ハノイ、ホー
チミン市、ダナンの各商工会の合計によると、

1311 社

1000

在越の商工会加盟企業は 2014 年 3 月現在で
1,311 社。この 10 年で約 3 倍となりました。
この数字は ASEAN10 ヶ国中タイに次いで 2
番目に多く、増加数ではタイを上回りました。
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ハノイ、ホーチミン市、ダナンの商工会議所のデータによる

SKETCH PRO とベトナムスケッチ
皆様にご愛読いただいております情報誌『ベトナムス

用シーンから読者層まで、下記のように全く異なります。

ケッチ』
。弊誌はおかげさまで、今年で創刊 14 年目を迎

逆に言えば、ベトナムスケッチを手に取っていただけな

えました。

かった方にリーチできる雑誌として、SKETCH PRO は生

SKETCH PRO とベトナムスケッチは、コンセプトや活
コンセプト
主な内容
用途
活用シーン
読者の性別
読者の年齢
読者の立場
読者の気持

まれました。

SKETCH PRO

ベトナムスケッチ

ビジネス誌
仕事、生活
すぐに使える / 役立つ
主に平日の行動
男性
30 〜 50 代が中心
駐在員
ベトナムが好きでない人もいる

カルチャーマガジン
ベトナムの文化、エンターテインメント
出かけたくなる / 旅行気分になる
主に週末の楽しみ
男女（4：6 程度）
20 〜 30 代が中心
在住者・観光客（8：2 程度）
ベトナムが好きで、好奇心が旺盛

ご出稿案内
ご出稿広告のサイズは以下になります。
■ 判型：A4 変型 W210×H285mm

1 ページ

1 ページ

（裁ち落とし）

1 ページ W174×H244mm

1 ページ（裁ち落とし）
W210×H285 mm

1/8

1/4
1/2

1/2
1/2 ページ W174×H117mm
1/8 ページ W82×H53.5mm

1/2 ページ W82×H244mm
1/4 ページ W82×H117mm

配布先への最大限の努力
「全ての日本人ビジネスマンの手に届ける」を目指し
て、配布先を拡充いたします。
在ベトナム日系企業や商工会などの経済団体はもちろ
ん、日本人が多く住むサービスアパート、来越する出張
ビジネスマンがよく使うホテル、工業団地内のスケッチ
トラベルツアーデスクなどを含める予定です。また、日
本からベトナムへの視察ツアーの方々にお渡しすること
も計画しております。

もちろん、ベトナムスケッチ同様、ハノイ・ホーチミ
ン市・フエ・ダナン・ホイアン・ニャチャン・ムイネーほか、
ベトナム全土のホテル、飲食店、ショップなども予定し
ています。
創刊号は現在のベトナムスケッチの全配布先に郵送
し、加えて新配布先にもお送りする予定です。
日本へは有名ベトナム料理店などのほか、一部書店で
の販売も予定しています。

SKETCH PRO 広告掲載料のご案内
広告サイズ

掲載場所

寸法

広告掲載料（月額）※１

1 ページ

表４（裏表紙）
表２（表紙裏）
表３（裏表紙裏）
表２対向
（表紙裏対向）
表３対向（裏表紙裏対向） W210×H285mm
目次前（裁ち落とし）
記事対向（裁ち落とし）
記事広告※２
中面（裁ち落とし）

75,000,000 VND
65,000,000 VND
65,000,000 VND
57,000,000 VND
57,000,000 VND
48,000,000 VND
48,000,000 VND
48,000,000 VND
45,000,000 VND

1 ページ

中面（規定広告枠）

W174×H244mm

48,000,000 VND

1/2
ページ

中面（規定広告枠）

W174×H117mm

23,000,000 VND

1/2
ページ

中面（規定広告枠）

W82×H244mm

23,000,000 VND

1/4
ページ

中面（規定広告枠）

W82×H117mm

12,000,000 VND

1/2
ページ

中面 PR 記事

W82×H117mm

20,000,000 VND

1/4
ページ

中面 PR 記事

W82×H117mm

10,000,000 VND

1/8
ページ

中面（規定広告枠）

W82×H53.5mm

(landscape)

(portrait)

(Format AD)

(Format AD)

6,500,000 VND

※１ 上記料金は、広告掲載料です。
※２ 弊社で広告の制作・撮影・翻訳等を行う場合は、それぞれ掲載料の 10％が加算されます。

記事広告の制作料は別途、お見積もりいたします。

※３ 上記料金には、ベトナム国内では付加価値税（VAT）10％、国外は外国契約者税（FCT)10% が別途加算されます。

会社案内
■ 社名

■ Web サイト

Sketch Co., Ltd. ／ スケッチ有限会社

http://www.vietnam-sketch.com

■ 会社概要
月刊誌『ベトナムスケッチ』
、クーポン付き地図『エクスプローラー』の発行・制作・運営のほか、季刊誌ベトナム航
空機内誌『ヘリテイジ・ジャパン』や月刊誌『Kilala（キララ）
』など、
ベトナム及びアジアに関する書籍や雑誌などの制作・
編集・コーディネート、ベトナム国内における各種日本語印刷物の制作業務を行っております。
編集・営業・ライターなど、日本の出版社や編集プロダクションで経験を積んだスタッフを起用。海外制作ながら日
本と同レベルかそれ以上の取材・記事制作を可能にしています。

■ 主要刊行物

ベトナムスケッチ

Vietnam Sketch Travel Guidebook

在住者・観光客向けのカルチャーマガジン（月刊）
。
ベトナムの文化、観光、ショッピング、レストラン、
ホテル、エステ、現地ツアーなどの情報を満載。
※2014 年 5 月号で 170 号。

ヘリテイジ・ジャパン

Kilala（キララ）

ベトナム航空の日本語機内誌（季刊）
。ヘ

ベトナムの若い女性向けファッション誌

リテイジオリジナル版からの翻訳記事と

（月刊）
。ファッションや美容法など、日

日本語版のオリジナル記事で構成。

本の流行や日系飲食店の情報を発信。読

※発行：ベトナム航空
制作・編集協力：スケッチ有限会社

者モデルも登場。
※発行：CGP、制作・編集協力：スケッチ有限会社

ハノイスタイル

このほか、
『東南アジア NEXT4 カンボジア・ラオス・ミャ

ハノイのライフスタイルに関するビジュア

トレシピ』
（みらい出版）へのコーディネート・編集・制

ルレポート。ハノイ市民の住まい、暮らし、
食生活、ファッ ションのトレンド、レジャー

ンマー・ベトナム 完全ガイド』
（マガジンハウス）
、
『コ
作協力など。

など生活情報を、インタビューや写真とと

もに紹介。

※発行：ジェトロ、制作：ジェトロ・ハノイ事務所
編集・撮影協力：スケッチ有限会社

■ 所在地
ホーチミン市本社

ハノイ事務所

ダナン事務所

住所：9F, Capital Place, 6 Thai Van Lung St.,

住所：3F, Lancaster Ha Noi, 20 Nui Truc St.,

住所：222 Tran Phu St., Hai Chau Dist.,

Dist. 1, HCMC

Ba Dinh Dist., Hanoi

Da Nang

電話：+84 (8) 3910 3450

電話：+84 (4) 3944 6547

電話：+84 (511) 356-5332

Fax：+84 (8) 3910 3452

Fax：+84 (4) 3944 8406

Fax：+84 (511) 382 3999

E-mail：info@vietnam-sketch.com
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