世界一周堂メディア実績（2006/10～2008/03）
発行日

タイトル

出版社

内容

掲載紙有 掲載・・参考サイト
掲載 参考サイト
無

著名人のインタビュー記事の世界一周ルート作成、世
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=9225
○
界一周航空券解説コーナーの執筆
世界一周記念日にちなみ、社長が世界一周について電
http://www.e-obs.com/radio/gogoraku/
2008年3月 OBSラジオ 『ごごらくワイド』出演
大分放送
話インタビューで出演
世界一周旅行の魅力について、社長が電話インタ
http://blog.kansai.com/fmcocolo_today/233
2008年3月 FM-COCOLO 『KANSAI TODAY』出演 関西インターメディア
ビューで出演
社長の世界一周体験談と、今の仕事、そして世界一周
http://www.kbc.co.jp/radio/pao-n/
2008年2月 KBCラジオ 『PAO～N』出演
九州朝日放送
のアドバイスについて電話インタビューで生出演
ブームの予感コーナーで、社長のコメント記事掲載。当
http://www.nikkei.co.jp/mj/
2008年1月 日経MJ 1/18号
日本経済新聞社
○
社お客様の世界一周インタビュー記事掲載。
2008年1月 山陰中央新報朝刊 1/6号
山陰中央新報社
特集コーナーで、社長のコメント記事掲載
○
2008年1月 高知新聞朝刊 1/3号
高知新聞社
「やったぞ世界一周コーナー」で、社長のコメント記事掲
○
「マネーの潮流」コーナーにて世界一周航空券の解説、
http://www.zai.ne.jp/d-money/index.html
2008年1月 『ダイヤモンド・マネー』 2008新春号
ダイヤモンド社
○
インタビュー記事掲載
番組内で社長がVTR出演。世界一周航空券の紹介と、
2008年1月 NHK 『クイズモンスター』出演
NHK
世界一周航空券の値段当てクイズへの協力
「キャラポケクローズアップ」コーナーにて、最近の世界
http://www.k-mix.co.jp/caramelpocket/
2008年1月 K-MIXラジオ 『キャラメルポケット』出演 静岡FM
一周の動向について社長が電話インタビューで生出演
Yahoo!JAPAN週刊特集コーナー「海外旅行」にて世界
http://weekly.yahoo.co.jp/47/index.html
2008年1月 Yahoo！『週刊特集Vol.47』
Yahoo!JAPAN
一周航空券についての解説、コンテンツ提供
「やってみました世界一周」コーナーで、社長のコメント
2008年1月 上毛新聞朝刊 1/1号
上毛新聞社
○
記事掲載
番組内で社長がVTR出演。「セコロジー」コーナーで世
http://www.tbs.co.jp/gacchiri/oa20071209-mo4.html
2007年12月 TBS 『がっちりマンデー』出演
TBS
界一周航空券をお得に使う方法を解説
「初体験 取扱説明書」コーナーにて世界一周ひとり旅
http://toricot.jp/html/backnumber/2007win/index.html
2007年12月 フリーマガジン 『トリコット』
ヒューマンアカデミー
○
のモデルルート作成
六本木での1000人規模の旅イベントに参加、ブース出
2007年12月 旅祭 『WORLD JOURNEY FESTA』
A-Works
写真あり http://www.a-works.gr.jp/tabi/index.html
展で協力
「石丸氏が選ぶ世界の車窓ベスト5」で世界一周航空券
2007年11月 日刊スポーツ 11/21号
日刊スポーツ社
を使い1ヶ月で回るモデルルートを作成。インタビュー記
○
事掲載
2007年11月 『いけるなら行っとけ！世界一周』
Naked Loft
新宿のカフェでトークライブに出演
写真あり http://www.loft-prj.co.jp/naked/
会員誌の旅コーナー「世界一周旅行に行こう」に当社お
2007年11月 『Do Something！』 冬号
NTTドコモ
ススメ世界一周ルートを掲載。当社お客様のインタ
○
ビュー記事を掲載。
「世界の空の旅」欄で世界一周旅行のサンプルルートを
http://www.mapple.co.jp/publ/naruhodo_w.html
2007年11月 『なるほど知図帳世界2008』
昭文社
○
提供
「くらし家庭」欄にて「33万円から世界一周」という記事
2007年8月 読売新聞朝刊 8/29号
読売新聞社
への取材・インタビュー掲載
くらしコーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年8月 山陰中央新報朝刊 8/21号
山陰中央新報社
○
長のインタビュー記事掲載
くらしコーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
○
2007年8月 京都新聞朝刊 8/18号
京都新聞社
長のインタビュー記事掲載
シニアコーナーで、世界一周旅行について語る社長の
2007年8月 静岡新聞夕刊 8/15号
静岡新聞社
○
インタビュー記事掲載
生活コーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年8月 岩手日報朝刊 8/9号
岩手日報社
○
長のインタビュー記事掲載
生活コーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年8月 山梨日日新聞朝刊 8/2号
山梨日日新聞社
○
長のインタビュー記事掲載
企画協力。「みんなの株式アナリスト決定戦」の賞品とし
http://minkabu.jp/
2007年8月 『みんなの株式』
マスチューン
て世界一周航空券を提供
2008年3月 週刊朝日ムック 『おとなの世界一周』

朝日新聞社

「出発のためのチケット購入の技術」で世界一周航空
券、世界一周ルートなどの情報提供
くらしシニアコーナーで世界一周旅行についての社長の
2007年8月 高知新聞朝刊 8/1号
高知新聞社
インタビュー記事掲載
生活コーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年8月 東奥日報朝刊 8/1号
東奥日報社
長のインタビュー記事掲載
生活コーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年7月 長崎新聞朝刊 7/31号
長崎新聞社
長のインタビュー記事掲載
団塊コーナーで世界一周旅行についての社長のインタ
2007年7月 中国新聞朝刊 7/29号
中国新聞社
ビュー記事掲載
趣味自由時間コーナーで、世界一周旅行の魅力につい
2007年7月 埼玉新聞朝刊 7/29号
埼玉新聞社
て語る社長のインタビュー記事掲載
くらしコーナーで世界一周旅行についての社長のインタ
2007年7月 神戸新聞朝刊 7/27号
神戸新聞社
ビュー記事掲載
くらしコーナーで、世界一周旅行について語る社長のイ
2007年7月 徳島新聞朝刊 7/26号
徳島新聞社
ンタビュー記事掲載
生活欄「世界一周夢じゃない」で、社長のインタビュー記
2007年7月 愛媛新聞朝刊 7/24号
愛媛新聞社
事掲載
くらしコーナーで世界一周旅行についての社長のインタ
2007年7月 河北新報朝刊 7/23号
河北新報社
ビュー記事掲載
世界一周格安料金でということで、世界一周旅行につ
2007年7月 南日本新聞朝刊 7/22号
南日本新聞社
いて語る社長のインタビュー記事掲載
R60闘うシニアのページで、世界一周旅行の魅力につ
2007年7月 四国新聞朝刊 7/21号
四国新聞社
いて語る社長のインタビュー記事掲載
生活コーナーで、世界一周旅行の魅力について語る社
2007年7月 福島民報朝刊 7/21号
福島民報社
長のインタビュー記事掲載
「世界一周航空券コーナー」にて、世界一周航空券の
2007年7月 『決定版パックパッカーズ読本』
双葉社
ルールの概要とモデルルートを提供
からくりチャンスのトップ賞の景品として世界一周航空
2007年7月 『さんまのスーパーからくりTV』
TBS
券を提供
世界一周航空券の比較表と分割利用した場合のお得
2007年6月 土曜朝刊Be 「なるほどなっ得」
朝日新聞社
度を検証した記事の取材協力
世界一周航空券を使った有名人の世界一周ルート作
2007年5月 『文芸春秋』5月臨時増刊
文芸春秋社
成、社長のインタビュー記事掲載
「安くなる裏技101連発」コーナーにて世界一周航空券を
2007年5月 日経トレンディー 5月号
日経ホーム出版社
分割してお得に使うモデルプランを提供。
一世一代の豪華旅行として、世界一周旅行のコメント記
2007年4月 サンデー毎日 4/8号
毎日新聞社
事掲載
当社社長執筆。３０万円台で夢の世界一周旅行を実現
2007年4月 新書『30万円台でぐるり夢の世界一周』 宝島社
させる世界一周航空券の魅力が満載。自分流ルートを
組み立てて夢の世界一周旅行へ
飛行機を乗り継ぐ世界旅行ということで、世界一周航空
2007年4月 『トロイア』4月別冊号
海事プレス社
券入門コーナーに社長のインタビュー記事掲載。
本を読みながらヒラメキ力を鍛える「ヒラメキノート世界
2007年3月 『ヒラメキノート』06 世界一周旅行
コクヨ
一周旅行版」を監修
中山エミリさんと世界一周旅行についてトーク。社長が
2007年3月 東京FM 『Amitie du Weekend』出演
東京FM
電話出演
団塊世代向けの世界一周旅行というテーマで社長がラ
2007年1月 USEN 『トラベルガイド』出演
USEN
ジオ出演
世界一周旅行のガイド本。「世界一周堂社長に聞く」ロ
2006年10月 『してみたい！世界一周』
情報センター出版局
ングインタビュー記事掲載、おススメ世界一周ルートの
世界一周堂＆当社社長が執筆した本が発売。世界一
2006年10月 『世界一周航空券パーフェクトブック』
朝日新聞社
周航空券の日本初完全ガイドブック
2007年8月 『定年バックパッカー読本』

※ラベルの
ラベルの色区分

集英社

黄…書籍・
書籍・雑誌・
雑誌・新聞 ／ 赤…テレビ・
テレビ・ラジオ・
ラジオ・インターネット ／ 青…イベント

○

http://books.shueisha.co.jp/tameshiyomi/978-4-08-781370-8.html

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

http://www.futabasha.co.jp/?isbn=978-4-575-29982-3
http://www.tbs.co.jp/karakuritv/

○
○

http://www.bunshun.co.jp/mag/extra/ougon/index.htm

○

http://www.nikkeihome.co.jp/2f/trendy/t200705.html

○

http://www.mainichi.co.jp/syuppan/sunday/news/20070324-160654.html

○

http://tkj.jp/book/book_01587101.html

○

http://www.cruise-mag.com/backnumber/trojan_bk01.html

○

http://www.kokuyo.co.jp/hmkn/
http://www.tfm.co.jp/emiri/2007/03/
http://music.usen.com/modules/I/content00049.html

○

http://www.4jc.co.jp/books/detail.asp?id=2053

○

http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=7671

