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confidential■会社概要

社名 株式会社ポケットカルチャー (旧：株式会社ポケカル)

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町16-1 タナベビル2F

設立

資本金

2018年10月17日 （創業 2007年9月4日）

30,000千円

代表取締役 原田 知秀

取締役社長 冨塚 優

旅行業登録番号

加入団体

東京都知事登録旅行業第2-7696号

一般社団法人日本旅行業協会 正会員

エンターテインメント企画運営業務
イベント・演劇・セミナーの企画、制作、公演、運営
上記に関するマーケティング業務及び付帯する一切の事業

事業内容

本社

役員



confidential■事業概要

株式会社ポケットカルチャーは、日帰りに特化した旅行・イベント会社です。
「ポケカル」が提供するツアーは『非日常』『初めて』をお客様に体験いただくことで
世代・国を超え、どんな人にも「新しい発見」＝「ポケットカルチャー」を提供します。

移動手段 宿泊

従来の旅行スタイルは、
足＋宿のパックツアーが主流でした

ポケカルが提供するソフトコンテンツ

＜例えばこんなツアー・イベントが・・・＞
バス ：ヘリコプター搭乗体験付き観光バスツアー
クルーズ ：大都会の秘境神田川ジャングルクルーズ
イベント ：相撲部屋の朝稽古見学＆力士とちゃんこ鍋の会食
チケット ：特別歌舞伎講座付！歌舞伎一等席チケットプラン
散策 ：歴史ガイドがご案内！日本橋七福神めぐり
グルメ ：ポケカルオリジナルメニューふぐ会席7品コース

次世代の旅行スタイルは、足＋宿＋ソフトを自分で探して自分で組み立てる「マイトリップ型」！
幅広い世代の方が、「日帰り」で楽しめることは何でも提供したいという想いから、
定番のバスツアーなどはもちろんのこと、通常、旅行会社では取扱いをしないような
興行チケットや飲食店プラン、1名様からご参加いただけるプランまで、
常時200以上のコンテンツを企画･運営しております。

・飛行機
・列車/新幹線 など

・旅館
・ホテル など



confidential■お客様の特徴（関東版通販誌）

首都圏在住・50代以上のアクティブシニアが中心ですが、 (2019年4月現在)
ツアー・イベントによって、20代～80代まで幅広い世代の方にご利用いただいております。

購買意欲が旺盛な
女性会員が6割以上

流行や情報に敏感な
首都圏エリア在住者

団塊世代を中心に
アクティブシニア層が利用

ご夫婦・女性同士が中心 一都三県在住が9割
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50･60･70代が中心 ご夫婦・女性同士が中心
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confidential■プロモーション(ポケカル商品が買えるところ)

■自社 媒体

(1)会員向け情報誌 (2)WEBサイト[PC･スマホ・アプリ]

■広告／業務提携 媒体
(1)新聞広告

(3)各種DM(ハガキ･FAX･メール)

(2)販売・業務提携

販売における提携企業が約100社以上！
ケーブルテレビ事業会社様・カード会社様などの会報誌や、
旅行情報WEBサイト、観光協会や地域の福利厚生サイトなど
さまざまなところで「ポケカル」ツアー・イベントを
目にする機会があるはず!



confidential情報誌概要

株式会社ポケットカルチャーの企画・運営する日帰り遊びを掲載した、会員様※向け無料情報誌です。
※会員登録制度は設けておりません。過去にご利用いただいた方、資料請求等でお問い合わせいただいた方を「会員」と位置付けております。

■毎月発行
・仕様 A4版冊子（中綴じ・オールカラー）

・配布エリア 関東1都3県

・配布部数 50,000～80,000部

・配布方法 会員様のご自宅へ無料で郵送

⇒ 毎月発行なので、ご希望の時期をお選びいただくことができ、

季節性のある商品も告知が可能です。

■登録会員数：約37万人
全国紙やWEBでの告知にて新規会員が毎月増加！

新規会員に加え、過去の参加サイクル・季節などのデータから

発行月にアクティブな会員様を絞り、お届けしております。



confidential■メディア掲載一覧[抜粋]

2008年(旧ポケカル)から新聞・テレビ・雑誌・ラジオなどのメディアから取材を受け、
様々な反響を頂いています。

掲載年月日 取材会社 掲載媒体

2014.03.27 日本テレビ ZIP!!
2014.05.10 テレビ朝日 SmaSTATION!!
2014.05.13 朝日新聞社 朝日新聞
2014.06.03 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
2014.09.30 KADOKAWA TOKYOWALKER
2014.10.21 テレビ朝日 モーニングバード
2014.12.03 日本テレビ スッキリ！！
2014.12.03 日本テレビ news every.
2014.12.03 フジテレビ スーパーニュース
2014.12.03 フジテレビ とくダネ！
2014.12.03 テレビ朝日 グッド！モーニング
2014.12.03 テレビ朝日 モーニングバード
2015.01.12 日本経済新聞社 日経MJ
2015.02.19 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
2015.04.07 光文社 女性自身
2015.04.21 フジテレビ ノンストップ！
2015.04.27 三栄書房 男の隠れ家
2015.06.21 交通新聞社 散歩の達人
2015.07.01 ぴあ株式会社 花火ぴあ首都圏版
2015.07.03 都市出版株式会社 東京人
2015.08.18 日本テレビ news every.
2015.10.20 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
2015.12.04 テレビ朝日 グッド！モーニング
2015.12.07 日本テレビ ZIP!
2016.03.02 テレビ朝日 ワイドスクランブル
2016.05.28 集英社 MORE
2016.07.15 船橋市 広報ふなばし

掲載年月日 取材会社 掲載媒体

2011.12.13 リイド社 コミック乱TWINS
2012.01.19 TBS アカデミーナイト
2012.01.19 TBS 映画『麒麟の翼』公開直前SP

2012.01.28 KADOKAWA 毎日が発見
2012.02.03 テレビ東京 たけしのニッポンのミカタ
2012.02.21 主婦と生活社 週刊女性

2012.02.28 テレビ朝日 生だ！朝です旅サラダ
2012.03.17 ぴあ スカイツリーぴあ
2012.03.23 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
2012.04.04 テレビ東京 Mプラス Ex
2012.05.17 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO

2012.05.22 フジテレビ とくダネ！
2012.06.10 中央公論新社 中央公論
2012.09.01 ハースト婦人画報社 婦人画報
2013.02.04 ヤフー Yahoo!ニュース
2013.03.21 TBS みのもんたの朝ズバ！
2013.03.25 NHK ゆうどきネットワーク
2013.04.07 日本テレビ スッキリ！
2013.05.08 TOKYO MX 企業魂
2013.06.14 日本テレビ 笑神様は突然に･･･
2013.06.14 日本テレビ 未来シアター
2013.06.28 宝島社 GLOW
2013.08.24 NHK ニュース7
2013.09.16 日本テレビ ヒルナンデス！
2013.10.01 NHK ゆうどきネットワーク
2013.11.28 日本経済新聞社 日経新聞電子版
2014.03.27 日本テレビ ZIP!!

掲載年月日 取材会社 掲載媒体

2008.07.01 講談社 おとなの週末
2008.10.17 NHK 首都圏ネットワーク
2009.01.07 テレビ朝日 ワイド！スクランブル
2009.03.03 日経BP社 日経トレンディ
2009.03.04 朝日新聞社 朝日新聞
2009.04.08 毎日新聞社 毎日新聞
2009.04.13 産経新聞社 産経新聞
2009.09.18 日本テレビ リアルタイム
2009.12.14 日本テレビ ズームインSUPER
2010.01.17 TBSラジオ 安住紳一郎の日曜天国
2010.01.18 読売新聞社 読売新聞
2010.04.01 TBS ひるおび！
2010.04.06 テレビ東京 ガイアの夜明け
2010.05.21 日本テレビ NEWS every.
2010.07.17 日刊現代 日刊ゲンダイ
2010.08.16 日本経済新聞社 日経MJ
2010.08.24 KADOKAWA ファミリーウォーカー
2010.09.10 交通新聞社 旅の手帖
2010.10.01 JTBパブリッシング ノジュール
2010.10.15 宣伝会議 宣伝会議
2010.11.11 TBS 地球のしゃべり方
2010.12.12 ラジオNIKKEI 今が分かるラジオ
2010.12.29 綜合ユニコム 月刊レジャー産業資料
2011.01.12 日本経済新聞社 日本経済新聞
2011.06.20 ちばぎん総合研究所 ちば経済季報
2011.08.30 東洋経済新報社 週刊東洋経済
2011.10.25 光文社 女性自身
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