
誠亞国際有限公司 2019　業務実績⼀覧

案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
⾹川県観光協会台灣代理 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 年間を通したプロモーション運営
⾹川Facebook運営 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 繁体字中国語の⾹川県公式FBページ運営
⾹川縣交通政策課台灣代理 四国 ⾃治体 ⾼松空港振興期成会 直接 チャイナエアライン⾼松路線の拡⼤の為の交渉、調整等
⾹川県産品台湾代理 四国 ⾃治体 かがわ県産品振興機構 直接 年間を通したプロモーション運営
⾼知県台灣代理 四国 ⾃治体 やまとごころ パートナー 年間を通したプロモーション運営
三重県観光局台湾代理 中部 ⾃治体 三重県観光局 直接 年間を通したプロモーション運営
⼩⽥急電鉄グループ台灣代理 関東 交通 ⼩⽥急電鉄株式会社 直接 年間を通したプロモーション運営
イオンモール台灣代理 その他 ⼩売 イオンモール株式会社 直接 団体及びFIT送客プロモーション運営

案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
⾹川県⾼知県合同　台北⾼雄商談会 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR運営
福井縣商談會 北陸 代理店 ⽇本旅⾏TiS福井⽀店 パートナー 台湾旅⾏会社の招待及び通訳、印刷物⼿配
⿃取中部観光推進機構AGT訪問 中国 ⾃治体 ⿃取中部観光振興機構 直接 台湾旅⾏会社のコーディネート及び通訳同⾏
⽇本観光物産博覧会商談会(台北) 全国 代理店 ⽇本旅⾏　プランドゥ・ジャパン パートナー 台湾旅⾏会社の招待及び司会、通訳、受付⼿配、景品準備
恵庭市同⾏ 北海道 代理店 インサイト パートナー 台湾旅⾏会社のコーディネート及び通訳同⾏
⽇本旅⾏協定旅館ホテル連盟商談会(台中⾼雄) 全国 代理店 ⽇本旅⾏ パートナー 会場⼿配及び台湾旅⾏会社の招待及び通訳⼿配、司会等の運営
JTB旅ホ連四国⽀部商談会 四国 代理店 JTB⾼松⽀店 パートナー 司会、受付等の運営、通訳⼿配
⾼松コンベンションAGT訪問 四国 ⾃治体 ⾼松コンベンションビューロー 直接 台湾旅⾏会社のコーディネート及び通訳同⾏
近鉄グループ商談会 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 会場⼿配及び台湾旅⾏会社の招待及び通訳⼿配
愛知県豊⽥市台湾プロモーション 中部 代理店 アジアインタラクション パートナー セールスのコーディネート、FAMツアー、BtoCセミナー運営
北海道プロモーション(⾼雄セミナー・セールス) 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー 台湾旅⾏会社のコーディネート及び通訳同⾏
東武⽇光会津プロモーション 関東 代理店 ジーリーメディアグループ パートナー セールスのコーディネート、AGTファム
北海道研修および説明商談会実施 北海道 代理店 ピーアールセンター パートナー 台湾AGTとの商談⽅法の研修、実践として商談会開催

案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
台灣燈會（近鐵） 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 ランタン祭りのデザイン及び運営との仲介
台灣燈會（⾹川） 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ランタン祭りのデザイン及び運営との仲介
北海道観光需要持続化事業 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー 著名ブロガーや旅⾏ポータルサイト等での情報発信、記事広告
⾼雄旅展(⾹川縣) 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR運営
⾼雄旅展(京成電鐵) 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー ブースのデザイン及び施⼯
⾼雄旅展(近鐵) 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 ブースのデザイン及び施⼯
台中旅展(⾹川縣) 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR運営
台湾美⾷展(⾹川県) 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR企画運営
台湾美⾷展(札幌市) 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR企画運営
台北旅展TITE（近鐵） 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 ブースのデザイン及び施⼯
農業博覧会 四国 ⾃治体 かがわ農産物流通消費推進協議会 直接 ブースのデザイン、施⼯、及び当⽇のイベントやPR企画運営、スタッフ⼿配
ITF(九州) 九州 代理店 毎⽇新聞社 パートナー ブースのデザイン施⼯及び通訳スタッフ⼿配
ITF(淡路島) 近畿 ⾃治体 淡路島観光協会 直接 ブースのデザイン施⼯及び通訳スタッフ⼿配、イベントPR企画運営
ITF(京成) 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー ブースのデザイン及び施⼯
ITF(東京⾞站⼀番街) 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー ブースのデザイン及び施⼯
ITF(近鉄) 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 ブースのデザイン施⼯及び通訳スタッフ⼿配
ITF(キャナルシティー) 関東 代理店 毎⽇新聞社 パートナー ブースのデザイン及び施⼯
台南旅展(⾹川県) 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 ブースのデザイン施⼯及び通訳スタッフ⼿配、イベントPR企画運営
台南旅展(近鉄) 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 ブースのデザイン及び施⼯
⾼雄冬季旅展 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー ブースの申請デザイン施⼯及び通訳スタッフ⼿配

年間レップ契約

BtoBプロモーション

BtoCイベント
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案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
⾹川県AGTファムツアー 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 台湾旅⾏会社のファムツアー招致、同⾏通訳及び商品造成サポート
⽩河市AGTファムツアー 東北 代理店 ヴィジョンクエスト パートナー ゴルフツアー紹介のファムツアーのコーディネート及び運営
北海道利尻富⼠町AGTファムツアー 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー AGTファムツアー招致、同⾏通訳、ツアー後商品造成及び記事掲載サポート
北海道プロモーションAGTファムツアー 北海道 代理店 デイリー・インフォメーション北海道 パートナー AGTファムツアー招致、同⾏通訳、ツアー後商品造成及び記事掲載サポート
佐賀県インフルエンサーファムツアー 九州 代理店 JTBプランニングネットワーク パートナー ブロガーファムツアー招致及び執筆依頼
塩釜市商品KKDAY販売⽀援 東北 代理店 ヴィジョンクエスト パートナー KKDAY上での旅⾏商品販売⽀援
北海道胆振地⽅ブロガーファムツアー 北海道 代理店 インサイト パートナー AGTファムツアー招致
佐伯市インフルエンサーファムツアー 九州 代理店 JTBプランニングネットワーク パートナー AGTファムツアー招致
四国インバウンドフォーラムAGTファムツアー 四国 代理店 JTB⾼松⽀店 パートナー ブロガーファムツアー招致、同⾏及び執筆依頼
⾹川県ブロガーファムツアー＋セミナー 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 著名ブロガーのファムツアーコーディネート、同⾏及び帰国後のセミナー開催
⾼松空港インフルエンサーファムツアーおよび造成⽀援 四国 代理店 佳⽇遊有限公司 パートナー ファム及び造成⽀援
惠庭市ブロガーファムツアー 北海道 代理店 インサイト パートナー 著名ブロガーによる紹介記事掲載

案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
⾼知よさこい祭り台湾ランタンフェス広告 四国 代理店 ⾼知新聞企業 パートナー ランタン祭りにおけるよさこい祭りの広告掲載
⾼知県台北MRTイメージ広告 四国 ⾃治体 ⾼知県観光コンベンションビューロー 直接 台北MRT2駅での広告掲載
近鉄グループ桃園MRT広告 近畿 交通 近鉄ホールディングス台北⽀社 直接 桃園空港MRT駅舎内の広告
チャイナエアライン機内誌広告 北海道 代理店 北海道毎⽇サービス パートナー チャイナエアライン機内誌広告掲載サポート
東京駅⼀番街メディア・ブロガー記事広告 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー 著名ブロガーによる紹介記事掲載
北海道秋キャンペーン 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー 主要ポータルサイトでの記事広告掲載
北海道⼩清⽔町ブロガー記事 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー 著名ブロガーによる紹介記事掲載
北海道岩⾒沢市ブロガー記事 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー 著名ブロガーによる紹介記事掲載
⾼知県ネット広告 四国 ⾃治体 ⾼知県観光コンベンションビューロー 直接 主要ポータルサイトでのバナー広告掲載
ラーチーゴー ⽻⽥空港キャンペーン記者発表会 関東 代理店 ジーリーメディアグループ パートナー チャイナエアラインのスポンサー獲得サポート
東京シティ競⾺ペイパブ 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー 主要ポータルサイトでのニュース発信
東京駅⼀番街ペイパブ 関東 代理店 ダイヤモンドビッグ社 パートナー 主要ポータルサイトでのニュース発信
⾹川県Popdailyタイアップ広告 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 若者抜けポータルサイトでの記事広告発信
⾼雄⾼松チャーター共同広告 四国 ⾃治体 ⾹川県観光協会 直接 旅⾏商品のバス広告やウェブ広告
北海道花咲線PR 北海道 代理店 メガコミュニケーションズ パートナー ライオントラベルグループの旅⾏ポータルサイトへの記事広告掲載
東南旅⾏社Dpointタイアップ 全国 代理店 ラテラインターナショナル パートナー DpointのPRサポート

案件名 地域 クライアント業種 クライアント名 直orパートナー 内容
Real九州Vol.7 九州 代理店 毎⽇新聞社 パートナー チャイナエアライン九州便専⾨誌印刷及び連携サポート
道央インバウンドFIT対策研修会講演 北海道 ⾃治体 北海道観光振興機構 直接 セミナー講師（⽮崎）
留萌管内インバウンドセミナー 北海道 代理店 インサイト パートナー セミナー講師およびアドバイザー（⽮崎）
北海道再発⾒ 北海道 代理店 北海道毎⽇サービス パートナー チャイナエアライン北海道便専⾨誌印刷及び連携サポート

ファムツアー

広告及びメディアタイアップ

その他


