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訪日台湾人&香港人向けNo.1ウェブメディア 
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2015年度 
訪日客数 
出典：日本政府観光局 

②コンバージョン 
（実際の訪日・消費）効率No.1 

なぜ台湾・香港か？ 
欧米（英語）でも中国（簡体中国語）でもなく、 
台湾・香港（繁体中国語）にターゲティングすべき７つの理由 
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欧米系はわずか1割 
「インバウンド＝英語」 

とは限らない。 

①言語別・訪日客数No.1 

計520万人 

総人口 

訪日客数 

中国 韓国 台湾 香港 

135,700 5,022 2,351 718 

499 400 368 152 

単位：万人 

【図】訪日客数上位４地域の客数 / 総人口 

21.1% 15.6% 7.9% 
 

0.3% 
客数/ 
人口 

台湾は北京語、香港は広東語とい
う違いはありますが、文字ではほ
ぼ同じです（例えば香港の書籍は、
そのまま台湾で販売されていま
す） 

「中国で100万人が見る」と「台湾・香港で100万人
が見る」では、コンバージョン率が違う。 

繁体中文 

簡体中文 

1 



訪日客への訪日回数調査 

各国の訪日旅行形態 
3	  

③リピーター率 No.1 

④個人旅行比率　No.1 

⑤モノ消費もコト消費も。 

東京や大阪で爆買い 
する中国人に対し… 台湾のハーレー好き大集合！ 

四国を爆走 

陽岱鋼加油！ 
札幌で野球観戦 

 

日本の都会は飽きた!? 
大分で「農泊」 

2015年 出典：JNTO 

札幌 沖縄 

⑥ニーズは主要都市から地方へ波及。 



⑦政治・経済・天災のリスクに際しても、安定的に訪日 

2012年9月、尖閣国有化に伴う反日デモの影響で、 
それまで堅調に推移していた中国からの訪日客は激減した。 
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政治リスク 

2016.6.29  
自由時報（台湾最大手紙） 

経済リスク 

円高の影響なし。台湾人が 
夏休みに行きたい外国はやっぱり日本 

2012年、震災復興とともに、 
いち早く東北を訪れた台湾人観光客。 

2016年5月熊本地震の影響で 
中国・韓国からの訪日客が激減する中、 
台湾は微減、香港に至っては微増。 

天災リスク 

出典：JNTO 

「台湾人の夏休み人気旅行先ベスト３は東京・大阪・ 
沖縄と日本が独占。全く為替の影響を受けていない。」 

2012年訪日客数 
反日デモ 

↓ 



44.2% 

モノ消費もコト消費も 爆買い 

主要都市へ 
集中傾向 

地方へ 
分散傾向 
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計499万人 計520万人 

まとめ 

? 

簡体字 国慶節 
連休 

訪日旅行の”最”上顧客であるはずの 
「台湾」「香港」 
にもかかわらず、ほとんどの日本人は 
台湾・香港と中国を同一視しています。 

ラーチーゴー！ 

は、そんな「最上顧客」である 
台湾・香港の訪日客のために 
デザインされたウェブメディアです。 

0.3% 15.6%   21.1% 

①2015年 
訪日客数 

②訪日客数 /  
総人口 

③リピーター
比率 

④個人旅行 
比率 

⑤消費傾向 

⑥地域傾向 

⑦リスク 
耐性 

76.7%   82.2% 

弾力的 安定的 

25.2% 74.8%   81.4% 

台湾 

台湾 

台湾 

香港 

香港 

香港 

間違った 
おもてなしの数々 

❌
❌

❌



樂吃購（ラーチーゴー）！日本　メディアデータ 

Monthly Data(2016 Jun.) 

︎ページビュー　4,200,000 
︎ユニークユーザ　700,000 

(Taiwan: 80% Hong Kong: 10%  Other: 10%) 
 

︎カバーエリア　北海道、東北、東京、 
北陸、関西、九州、沖縄 (2016年９月時点) 
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「Let’s GO!」→樂吃購（ラーチーゴー！） 

「樂・吃・購」はそれぞれ中国語で、 

日本の遊び方、食べ方、買い方を 
提案する総合ウェブサービス、それが 
「ラーチーゴー！日本」です。 

中華圏において 
漢字３文字は 
ネーミングの王道 

マクドナルド　→　麥當勞（マイダンラオ） 
ケンタッキー　→　肯德基（ケンダージー） 
カルフール　　→　家樂福（ジアラーフー） 

樂(ラー=遊ぶ) 

吃(チー=食べる) 

購(ゴー=買う) 

2 



本賞は毎年1回、特に優れた新製品・サービスを表彰するものです。34回目の開催となる
2015年は、審査委員会（委員長・小宮山宏三菱総合研究所理事長）が最優秀賞18点、優秀
賞19点、審査委員特別賞2点を選出、総計39点が受賞しました。（日経新聞HPより） 
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①訪日の情報源No.1はWeb 

台湾・香港で圧倒的支持を集める４つの理由 

②ネイティブが0からつくる 
豊富なオリジナルコンテンツ 

③ユーザニーズの大きい 
「クーポン」満載 

④ストック型の総合情報サイト 

①台湾・香港での圧倒的支持 

②ネイティブが、日本の「伝えた
い」を台湾の「知りたい」へ。 

③多様な分析ツールを用いた 
効果測定と検証 

④メディアミックス 
（Web × 店舗 × SNS × TV × 出版） 

 

日本の企業・自治体に広く活用される４つの理由 3 4 

現地のユーザと日本のクライアント、両方のニーズに応える。 

「旅マエ」「旅ナカ」の情報源。 効率が良く、検証ができるプロモーション。 



台湾ではテレビチャンネルが100以上あり、 
平均視聴率は、常に0パーセント台。日本とは
大違いです。 

地上波テレビの平均視聴率 

いっぽう台湾・香港のスマホ普及率は 
日本の２倍以上。 

出典：Google　「OUR MOBILE PLANET」 
http://think.withgoogle.com/mobileplanet/  

TV 
ガイド 
ブック 

web 

新聞 

パンフレット 

海外旅行に行く時、何を参考にしますか？（複数回答可） 

2016年8月28日～29日@ミチカフェ　サンプル数:302 

多くの日本企業・自治体が一様に制作する「パンフレット」は 
特に効果薄。台湾・香港の旅行博で大量配布しても、残念ながら 
ゴミ箱へ直行しています。 

ITF・ITE等の旅行博 パンフレット 

最も効率良く訴求できるのは、WEBメディアです。 

3 台湾・香港で圧倒的支持を集める理由　その① 

スマートフォン所有率 
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　訪日の情報源No.1はWeb 



台湾・香港で圧倒的支持を集める理由　その② 
　　NO 翻訳。ネイティブがゼロから作る、豊富なオリジナルコンテンツ。 

一般の多言語インバウンドメディア 

日本語の 
記事 

多言語に 

翻訳 

①日本人が作っているので、日本人目線。 
 
②「訪日外国人」と一括りにしていますが、 
欧米系と中華系、中華系でも中国人と台湾人
で知りたい情報は違います。 
 
③アルバイト翻訳は精度が低く、翻訳には大
きな労力と時間がかかる。 

日本の商品・サービスや観光スポットを 
「台湾人・香港人に刺さる」コンテンツに作り上げます！ 

選りすぐられた日本語堪能な 
台湾&香港人ライター陣　 

総勢15名 

台湾香港の出版業界出身者を 
中心に構成された 

ラーチーゴー！日本編集部 
(台北・東京・大阪) 
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台湾人目線 自然な表現 
スピード制作 



特集記事：「覚えると便利な日本の漢字２文字」 

︎漢字圏である台湾人は、 
もちろん日本の漢字も全て読
める。しかし中には意味が
「？」な漢字も。 
 
︎そこで、「知って得する日
本の２字漢字」を特集。 

同左FBページ上で 
61万人に記事がリーチ。１万いいね！を獲得。 

特集記事：「日本のコンビニ大特集」 

自社運営のFBページ（ファン数51万人）上で 
137万人に記事がリーチ。2.9万いいね！を獲得。 

︎実は台湾は、人口当た
りのコンビニ数が世界一。 
︎特に現地に進出してい
ないローソンが人気であ
ることに着目し、コンビ
ニの比較記事を特集。 
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台湾・香港で圧倒的支持を集める理由　その③ 
　　　　　　　　　　　ニーズが大きい「日本のクーポン」を大量掲載 

台湾・香港では 
日常的に値引きが当たり前で、 
百貨店でも大規模セールが超人気。
定価で買うのに抵抗感も？ 

(台湾) 

出典：ソーシャルメディアマーケティングラボ 

台湾人が日本旅行に求めているのは、クーポンなどの 
割引情報。日本人ならフリーペーパー等で容易に取得で
きる割引情報が、訪日客にはなかなか行き渡りません。 

ラーチーゴー！日本には、 
全国1,000以上のクーポンが掲載。 

なぜそんなにクーポン需要が高いのか？ 



台湾・香港で圧倒的人気を集める理由④　ワンストップ型総合情報サイト 

バナーやリスティング広告が 
随所に貼られた前時代的デザイン 

スッキリとしたシンプルなデザイン 
HTML5でスマートフォン対応 

パワー 
ブロガー 

ラーチーゴー！ 

デザイン 

内容 

形態 個人 編集部（編集長&ライター15名体制） 

グルメ・コスメなど、各ブロガーの 
興味の対象のみ 

総合情報サイト 

効果測定 

昔懐かしのアクセスカウンター 
（累計&今日のPVのみ） 

Google Analyticsを用いた多角的な分析 

ページ 
ビュー 1万～100万 420万 
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「パワー 
ブロガー」 
との比較 

情報整理 古い情報は下に流れる 
（フローメディア） 

分野別アーカイブ 
（ストックメディア） 

過去に「台湾・香港はブロガーが強い」と言われた理由は、長らく総合情報サイトが無かったから。 
ラーチーゴー！日本は、根強いニーズのあったワンストップ型総合情報サイトとして誕生しました。 



奈良市 
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クライアント実績(一部) 

日本の企業・自治体に広く活用される４つの理由 4 



33万人が記事を閲覧。 
記事の滞在時間 

3分25秒。 
※人気ブロガー平均滞在時間： 

　　　　　　　　　　　　　約1:59 

 

クライアントタイアップ例 
「成田空港」様 

魅力化 
︎台湾人・香港人が訪日時最
も購入するのは化粧品・薬・
お菓子・雑貨。 
 
︎そこで、化粧品・お菓子・
薬・雑貨にフォーカスし、成
田空港を「交通機関」として
ではなく「ショッピングセン
ター」として紹介。 

クライアントタイアップ例 
「卸売ひろばタカギ」様 

いま京都に住んでるけどよく行くよ。超オススメ！ 

行ってみたい！ 

荷物めっちゃ重くなるよね？ 

何だかすごく良さそう。 

京都の格安スーパーだね。これは行かないと。 

超良いね！シェアします。 

すいません、ここに干し椎茸って売ってます？ 

こういうスーパーって日本中どこでもあるよ。 
業務用スーパーはどこも安い。もちろん品揃えは違う
けど。 

問題はどうやって持って帰るかだね。 

100を超えるコメント。500以上の自発的なシェア 

魅力化 
︎台湾には馴染みのない 
業務用スーパーの記事。 
 
︎買い方のコツなど紹介、 
台湾人が毎日20組以上 
訪れる人気店に。 
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　ネイティブが0からつくるため日本の「伝えたい」を台湾の「知りたい」へ変換。 

4 日本の企業・自治体に広く使われる理由　② 
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日本の企業・自治体に広く使われる理由　③　　結果が具体的で客観的 

Google Analyticsでユーザ
の流れや人気記事をさまざ
まな側面から解析。 

ユーザフロー 
ユーザはどのようにサイトを回遊しているか？ 

リアルタイム 
今どの記事が読まれているか？ 

デバイス 
PCか？スマホか？ 

旅行博 パワーブロガー 

雑誌タイアップ パンフレット 

「よくあるプロモーション」の問題点 

①効果測定がしづらい、側面的。 
（果たして成功なのか失敗なのか？） 
②効果検証が十分ではないため、レポート
しにくい&次回以降のKPIが立てにくい。 
（毎回「やって終わり」） 
③費用対効果が悪い。 
（どれも数百万～） 

多角的に効果測定 
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日本で活用される理由④　メディアミックス（異種メディアの連携）がワンストップで可能 

TV 
Web & Shop 
連動番組 

Shop 
「台北の表参道」に 
アンテナショップ 

Web 
樂吃購!日本 

Book 
ガイドブック 

SNS 
ファン数50万人超 

APP 
日本観光・ 

日本語学習アプリ 多様なメディアを連動させ、 
プロモーションの効果を相乗的に増大させます。 



日本で活用される理由④-1　 Web × SNS × Shop × TV × Book 

FBファン数：510,000人(2016年9月現在) 

トレンドに敏感な 
「若い女性層」がコアユーザ層です。 
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FBアカウント 

総人口 

2,400 
12,730 

18.9% 

日本 

1,800 440 
2,351 718 

台湾 香港 

76.6% 61.2% 
単位：万人 

台湾のFacebook利用率・利用頻度・滞在時間は 
世界最高。SNS事情は日本と大きく異なります。 

１
ヶ
月
に
使
用
し
た
回
数 

１日あたりの利用時間（分） 

台湾における各ウェブサービスの使用頻度と回数 

台湾・香港において、FBはもはや生活のインフラ。 

BUZZ!!(情報拡散) 
友達が友達へ、 
またその友達へと 
多次的に拡散 

記事をFBページに投稿 
シェア 



オンライン(web)で紹介したものを、ユーザが実際に手に取り、
体験できるスペースとして活用しています。 
 
県産品の販売から新商品のサンプリング、日本酒セミナーま
で使い方はいろいろ。「ラーチーゴー！日本」で興味を持っ
たユーザが、数多く訪れます。 

ウェブで広く告知 

店舗でリアルに体験&購入 

Web広告のようにクリックだけで完結しない、 
旅行博のように出展するだけで完結しない、 
効果が相乗化する立体的マーケティングが可能です。 

台北のど真ん中（東京で言う表参道エリア）にラーチーゴー！日本 連動型アンテナショップを運営。 

着物体験 旅行セミナー 

観光情報紹介 

物産品販売 

ウェブ × リアル 

MiCHi café  
(ラーチーゴー！日本　アンテナショップ) 
【住所】 
台北市大安區敦化南路一段161巷46之一號 
1F 20坪、B1F 20坪　合計40坪 
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日本で活用される理由④-2　 Web × SNS × Shop × TV × Book 



放送実績TV局（一部） 

タイアップ実績局 
朝日放送・ 
北海道テレビ 
札幌テレビ 
大分朝日テレビ 
テレビユー福島ほか 

現地テレビ局とのパイプを活かした、ウェブ × テレビ × 店舗の連動 

拡散力のある「ラーチーゴー！
日本」で事前に番組宣伝 

番組で紹介した商品を 
MiCHi café(アンテナシ
ョップ)で販売 
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番
組
宣
伝 

商
品
販
売 

企
画
構
成 

視
聴
者
交
流 

アンテナショップ 

日本で活用される理由④-3　Web × SNS × Shop × TV × Book 
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日本で活用される理由④-4　 Web × SNS × Shop × TV × Book 
・パンフレットは読まずに捨てられる。 
・ガイドブックはwebの次に見られている。 
・しかし出版元が台湾・香港のため、情報が浅い・古い、 
誤情報、無許可取材などの問題点がある。 

企業・自治体と連携し、地域のディープ情報をwebと連動したガイドブックに！ 

事例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ガイドブック 
「地元民オススメの東京グルメ40選」 

ラーチーゴー！ 
編集部 

× 

・首都圏のグルメ情報提供 
・取材許可取得 

・飲食店セレクト 
・取材～出版 

・販売告知 
・情報拡散 

・販売告知 
・記事アーカイブ 

ミチカフェや誠品書店で販売。 

SNS Web 

Shop 



実績紹介 
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5 
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「吉日」は中国語で「ジーリー」と発音します。 

＜企業理念＞ 
メディア事業を通じ、日本と台湾の発展に貢献する 

株式会社ジーリーメディアグループ 　資本金：10,000,000円 
従業員数：３９名（台湾人３２名　日本人６名　香港人１名） 
＜東京本社＞ 
住所： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-11 第一シルバービル5F  
電話：03-5925-8611(代表) 
＜関西支社＞ 
住所：大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32 　第２新大阪ビル4F  
＜台湾現地法人＞ 
吉日媒體行銷有限公司　資本金：NTD1,500,000 
住所：台北市中山區松江路328號4樓402室　統一編號：54670266 
＜アンテナショップ MiCHi café＞ 
住所：台北市大安區敦化南路一段161巷46之1 
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代表紹介　吉田皓一 
1982年奈良県生。防衛大学校を経て慶應義塾大学経済学部卒業後、朝日放送入社。総合ビ
ジネス局にて3年に渡ってテレビCMの企画・セールスを担当したのち退職し、2013年ジー
リーメディアグループ創業。漢語水平考試最高級所持。 

6 会社紹介 

 当社は、メディア事業を通じて、日本と台湾の繁栄と発展に寄与する事を企業理念に掲げた会社
です。日台両国の発展のため、正式な国交がない両国の民間交流深化のために、メディアビジネス
を以て貢献することを社是としています。当社に集う社員はそれぞれ国籍も文化も言語も違います
が、みな若く志を同じくし、才気に溢れています。「事業の元は徳なり」の精神を尊び、 
目先の利益に惑わされることなく、日台両国の健全な発展のために励んでいます。 
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STV「熱烈！ホットサンド」 

日本ハムファイターズ 
陽岱鋼選手との対談 

7 メディア露出実績 

朝日新聞「ひと」 

台灣緯來日本台「日本學問大」 

台灣三立都會台 


