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CJ-Angel Project  <Produced by  JTB communication design  &  HIROSHIMA TV(日本 TV 系列各社予定)  ＆  Order Japan > 

 <Promoted by  Port Asia Association（非営利社団法人 Port Asia）> 
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日本と中国の
友好の架け橋

日本国内で活躍する
インフルエンサー

KOL（key Opinion Leader）

日本国内のファッショント
レンドや流行の予兆をい
ち早く情報発信します。

「人と文化」感動促進

「人と地域」体験促進

「人と人」の交流促進
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〈「CJ-Angel」メディア掲載実績一覧〉
サイトジャンル サイト名・タイトル 媒体社名

1 ポータル・プロバイダ フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ

2 ポータル・プロバイダ ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ

3 ポータル・プロバイダ ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ

4 ポータル・プロバイダ フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ

5 モノ・トレンド ＠DIME（アットダイム） 株式会社小学館

6 ビジネス総合 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社

7 ポータル・プロバイダ BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社

８ ニュース総合 おくたま経済新聞 C.S.T Entertainment, Inc.

９ スポーツ総合・芸能 ORICON NEWS オリコン株式会社

１０ WEBマガジン総合 BEST TIMES（ベストタイムズ） 株式会社ベストセラーズ

１１ ニュース総合 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社

１２ ポータル・プロバイダ OKWAVE Guide 株式会社オウケイウェイヴ

１３ WEBマガジン総合 ウレぴあ総研 ぴあ株式会社

１４ ビジネス総合 Jbpress（日本ビジネスプレス） 株式会社ビジネスプレス

15 ビジネス総合 ＠niftyビジネス ニフティ株式会社

16 ビジネス総合 現在ビジネス 株式会社講談社

17 ビジネス総合 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社

サイトジャンル サイト名・タイトル 媒体社名

18 ニュース総合 iza（イザ！） 株式会社産経デジタル

19 ポータル・プロバイダ マピオンニュース 株式会社マピオン

20 モノ・トレンド STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア

21 ニュース総合 時事ドットコム 株式会社時事通信社

22 ポータル・プロバイダ Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト

23 その他 B to B プラットフォーム 株式会社インフォマート

24 IT総合 RBB TODAY 株式会社イード

25 ニュース総合 財経新聞 株式会社財経新聞社

26 業界ビジネス SEOTOOLS プラストホールディングス株式会社

27 マネー・金融 とれまがニュース 株式会社サイトスコープ

28 ポータル・プロバイダ News Cafe 株式会社イード

29 ポータル・プロバイダ エキサイトニュース エキサイト株式会社

30 男性向けWEBマガジン STREET JACK 株式会社ベストセラーズ

31 ポータル・プロバイダ Infoseekニュース 楽天株式会社

32 Webマガジン総合 朝日新聞デジタル ＆Ｍ 株式会社朝日新聞社

33 その他 PR TIMES 株式会社PR TIMES

34 ニュース総合 読売新聞（YOMIURI ONLINE） 株式会社読売新聞社

35 ビジネス総合 ダイヤモンド・オンライン 株式会社ダイヤモンド社

日中のトレンドシーンにおいて、話題騒然・ブーム到来間近の「CJ-Angel（シージェイエンジェル）」を起用・活用した貴社
プロモーションを企画ご提案します。

〈「CJ-Angel」プロモーション活動実績〉
① 中国向け広島県観光プロモーション事業

広島県・観光課「外国人観光客向け新たな観光プロダクト開発支援」事業獲得。CJ-Angelが観光地資源・魅力を親しみいっぱいに案
内・紹介し、実際に体験を通じて動画を制作しました。

② 天皇誕生日「祝賀レセプション」参加・プロモーションサポート・支援
中国・北京の日本大使館にて実施された天皇誕生日祝賀レセプションへ参加し、中国市場に対し、日本のウインタースポーツ観光や化
粧品等のプロモーションサポート・支援を行いました。

③ 訪日外国人向けサービス「LUGGAGE-FREE TRAVEL（ラゲッジ・フリー・トラベル）」プロモーション
ヤマト運輸、パナソニック、JTBが共同にて開発したサービスで手ぶらで観光を楽しめる「多言語対応のオンライン手荷物配送サービス」で
実際に3人がサービスを体験し、体験内容を配信する予定です。

/ to Influencer, to Profession 

 Model,  Idle,  Reporter at TV Show,  Planner,  Owner of Select Shop,  Engineer, 

  Office worker,  Shop staff,  Factory staff, etc. 

  

 

It means sense of value UP 
and skill UP! 

 

KOL (key opinion leader) refers to a person who 

has a strong influence on a group or society. 

Aiming at High Spec KOL makes your own skill 

up, resulting in improving your qualities 

required a person exam. 

CJ-Angel Influencer サイト 

/ by Weibo  
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association 

Port Asia promotes 

Ms. Ａ 180000 followers 

Ms. Ｂ 120000 followers 

Mr. Ｃ 110000 followers 

Ms. Ｄ  30000 followers 

Ms. Ｐ  120 followers 

 

Mr. Ｈ   3400 followers 

Seminar to 

Professional skills up  

Seminar to 

Understand Japan  

Seminar to 

Dream 

Realization 

When an international student officially registers 

as a follower, at any time, part-time job 

information will be provided. 

We support people studying in Japan and those who want to work in Japan by providing measures for 
Japanese unique personal exams (personality, values, professional aptitude, ability). 

International students and Japanese students in 

Japan! Let’s register CJ-Angel Project official 

follower! 

A group of specialists in person exams and 

employment will support the realization of your 

dreams through individual consultations and 

skill-up training! 

Seminar to 

Sense of value UP  
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Coming soon‼ 


