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ますます重要となる中国市場

2018年
各国の訪⽇外国⼈客数︓3119万⼈

【図】2019年1⽉〜7⽉の訪⽇客伸率

前年⽐

客数/⼈⼝

中国 韓国 台湾⾹港

-1.3%-4.3%13.1%
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2019年になると。。
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ラーチーゴー︕⽇本(繁体字版)に出稿すると。。。

繁体字から
→簡体字版に

反映可能︕︕

トライアル期間につき
今なら掲載無料

※中国⼤陸サーバーに設置
繁体字サイト 簡体字サイト



!貴社の中国向けサイト、⼤丈夫ですか︖!
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企業や地⽅⾃治体の「中国向けサイト」の多くは中国では正常に動作していません。

⇨中国からアクセスできないサイト、サービス（Google, Youtube, Facebook, Twitter, instagramなど）
が埋め込まれているサイトは、中国からは表⽰できない、読み込みに⾮常に時間がかかるなどのエラーが発⽣
します。

例えば…

また、中国のWeb環境は常に変化しているため、
・中国本⼟のサーバーを利⽤していない
・中国語⽤フォントではない
・内容が中国の広告基準に反している
などの理由で、以前は表⽰できたコンテンツが予告なく削除される、ということも頻発します。つまり、

全て表示NG

Youtube動画
埋め込み

Google map
埋め込み

エラー

エラー

該当部分は表⽰されない
ページの読み込みに2分以上かかる
…など

他国向けと同じ感覚で⾔語だけを簡体字に対応しても、ほぼ効果はありません。
⽇本で展開されている簡体字サイトの90%は中国本⼟から開けません。
実際に中国⼈に⾒られるサイトを作るには、プロに任せることが必要です。



多くの中国向けサイトは、中国現地からアクセスすると、正常に表⽰されていなかったり
完全に表⽰されるまでに⾮常に時間がかかったりしています。

貴社のサイトが該当していないかまずは、無料診断でお確かめください。
http://ping.chinaz.com
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弊社の繁体字サイト 弊社の簡体字サイト

赤：遅延もしくは開けない
（国内サーバー）

緑：0.05秒以内で開ける
（中国サーバー）

VS

←URL を⼊れる ①

↙クリック②

!中国最⼤の診断サイトで診断してみては︖!

③140エリアをチェックするため
約2分程かかります→

http://ping.chinaz.com/
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簡体字サイトのユーザー属性

NO. 地域 ⽐率

1 北京 16.75%
2 広東 11.85%
3 上海 11.83%
4 浙江 10.35%
5 江蘇 8.01%

URL︓ https://www.letsgojp.cn/

アクセス数︓15万 ＊2019.8⽉

性別分布年齢分布

地域分布

https://www.letsgojp.cn/
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潜在層
（将来の訪⽇客）

顕在層
（⽇本旅⾏に興味あり）

来⽇
⾒込み客

⽇本ちゃん

１００％訪⽇する中国⼈にWeChat
で発信するメディア

リスティン
グ広告

中国no.1の検索エンジンキーワード
を検索したユーザーに広告を表⽰す
る施策。

インフィー
ド広告

百度の検索DMPを使った、百度アプ
リのタイムライン内に掲載する広告

⾺蜂窝広告

中国最⼤の旅⾏情報メディアで、
ユーザー数１億⼈。訪⽇中国⼈の２
⼈のうち１⼈は⾺蜂窝のユーザー

インフィー
ド広告

中国最⼤のSNS。約7.1億⼈が利⽤
しており、9割がモバイルログイン。

流⼊施策プラン

「集客したい︕︕」

「知ってもら
いたい︕︕」

「需要喚起
したい︕︕」

ターゲット ⽬的 流⼊施策



■配信例 ■媒体情報

中国no.1のWiFi会社と連携し、⽇本のWIFIをレンタル予定
もしくはレンタル中の消費者(個⼈訪⽇客)のWeChat
グループにて貴社の記事を発信

※チャットを通してお店までの誘導も可能です（道案内）
※訪⽇旅⾏者のコメント（反応）もわかります
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【⽇本ちゃん】

⽇本ちゃんとは…
１００％訪⽇するの中国⼈にWeChatでコミュニケーション発信するメディア
累計15万⼈以上のFIT訪⽇中国⼈にサービス、⽉間新規ユーザー1.5万⼈

・6,000UU/⽉保証︓400,000円/⽉（税別）

■料⾦プラン

記事を発信する
（紹介⽂＋画像＋
URL）

貴社の記事を旅マエと旅ナカの訪日中国人に直接発信する施策

記事について
ユーザーから質問
にも回答

・「ラーチーゴー︕⽇本」簡体字版への記事転載
300,000円（税別）現在トライアル期間につき無料︕



■リスティング広告掲載イメージ ■媒体情報
・地域、時間帯が設定可能。
・指定キーワード検索ユーザーへ配信。

※キーワード数設定は弊社にお任せください。
・Google、Yahoo同様の⼊札型のテキスト広告。

※検索結果1ページ⽬の表⽰保証。
・リスティング期間は1〜6ヶ⽉
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【百度（Baidu）リスティング広告】

百度（Baidu）とは… 中国検索シェア率No.1の検索エンジン。
中国インターネットユーザーの90%（約6億⼈）が利⽤。

中国No.1検索エンジン「百度（Baidu）」の広告は、
中国⼈に向けたプロモーションでは基本となる重要な施策です。

・「ラーチーゴー︕⽇本」簡体字版への記事転載

・百度（Baidu）リスティング広告プラン
1万PV保証
3万PV保証
10万PV保証
（キャンペーンセット費及びレポート作成費込み）

︓450,000円（税別）
︓975,000円（税別）
︓2,650,000円（税別）

■料⾦プラン

300,000円（税別）現在トライアル期間につき無料︕

予め⽤意した訪⽇関連キーワードを検索した
ユーザーに広告を表⽰するPV保証型の商品です。

PC版 携帯版、アプリ



■インフィード広告掲載イメージ
■媒体情報
・百度のサイトと公式アプリである「百度携帯版（Baidu 
Mobile）」「百度贴吧（Baidu Fans）」「百度浏览器（Baidu    
Browser）」などのタイムライン上表⽰
・年齢、地域、性別、趣味、学歴、収⼊、特定アカウントの
フォロワー、時間帯、デバイスなど、細かくターゲット設定が
可能。
・宣伝⽂＋⼤写真１枚、宣伝⽂＋⼩写真３枚、宣伝⽂＋動画、
など⾃由に組み合わせが可能。
・インフィード期間は1〜6ヶ⽉
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【百度（Baidu）インフィード広告】

百度（Baidu）とは… 中国検索シェア率No.1の検索エンジン。
中国インターネットユーザーの90%（約6億⼈）が利⽤。

・ラーチーゴー︕⽇本簡体字版への記事転載

・百度（Baidu）インフィード広告プラン
1万PV保証
3万PV保証
10万PV保証
（キャンペーンセット費及びレポート作成費込み）

■料⾦プラン

300,000円（税別）現在トライアル期間につき無料︕

⼩画像 ⼤画像

3連画像 動画

︓350,000円（税別）
︓600,000円（税別）
︓1,350,000円（税別）

百度アプリのタイムライン内に掲載する広告



■広告掲載
イメージ

■媒体情報
・貴社の記事を⾺蜂窝に転載する
・⾺蜂窝の記事広告を利⽤し、記事を拡散する
・表記場所︓⾺蜂窝appトップページフロー（top10位以内）
・ターゲット︓⾺蜂窝のビックデータより、訪⽇⾒込み

のユーザーに限定配信可能
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【⾺蜂窝ターゲティング広告】

⾺蜂窝とは… 中国NO.1の旅⾏情報メディアで、ユーザー数１億⼈。訪⽇中国⼈の
２⼈のうち１⼈は⾺蜂窝のユーザー

■料⾦プラン

⾺蜂窝のビックデータより、⽇本⽬的地を検索するユーザーや⽇本関連記事に滞在
時間が⻑いユーザーに限定発信する施策。コンテンツの有効活⽤を。

・30万imp保証: 500,000円（税別）
・60万imp保証: 950,000円（税別）
・100万imp保証: 1,550,000円（税別）
・175万imp保証: 2,640,000円（税別）
（キャンペーンセット費及びレポート作成費込み）

・ラーチーゴー︕⽇本簡体字版への記事転載
300,000円（税別）現在トライアル期間につき無料︕

おすすめ

クリック

トップページ



■広告掲載イメージ ■媒体情報
・年齢、地域、性別、趣味、学歴、収⼊、特定アカウントのフォロワー、

時間帯、デバイスなど、細かくターゲット設定が可能。
・宣伝⽂＋写真９枚まで、宣伝⽂＋動画、など⾃由に

組み合わせが可能。
・ターゲティング期間は1〜6ヶ⽉
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【微博（Weibo）ターゲティング広告】

微博（Weibo）とは… 中国最⼤のSNS。（中国版Facebookやtwitterのイメージ）
約7.1億⼈が利⽤しており、9割がモバイルログイン。

ソーシャルメディアの特性を⽣かして⼊⼿したユーザーの属性情報を元に、
ターゲットとしているユーザーに直接情報を伝えることができる施策です。

・ラーチーゴー︕⽇本中国版への記事転載

・微博（Weibo）インフィード広告プラン
50万リーチ保証
100万リーチ保証
150万リーチ保証
（キャンペーンセット費及びレポート作成費込み）

︓500,000円（税別）
︓750,000円（税別）
︓1,030,000円（税別）

■料⾦プラン

300,000円（税別）現在トライアル期間につき無料︕



ご発注から公開までの流れ

⽇本ちゃん
・記事公開後すぐスタート可能

リスティン
グ広告

・スタートは記事公開後の⼀週間後
・消化期間は１〜6ヶ⽉間

インフィー
ド広告

・スタートは記事公開後の⼀週間後
・消化期間は１〜6ヶ⽉間

⾺蜂窝広告

・スタートは記事公開後の⼀週間後

インフィー
ド広告

・スタートは記事公開後の⼀週間後

繁体字サイトに記事公開

簡体字サイトに記事公開

24時間後
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1、３、６、９ヶ⽉⽬ごとに貴社に「分析レポート」を送ります。

・検索キーワード のランキング（百度広告）
・PV数、UU数、クリック率、単価

・貴社URLへの送客数
・表記回数、CTR

・地域、年齢、性別分布（Baidu広告のみ）
・いいね、シェア、コメント率（微博のみ）

※微博、⾺蜂窝は別ドメインのため統合レポート提出不可
（別途提出）



媒体

料金表

保証成果 単位 運用価格
広告/

キャンペーンセット代
グロス合計 備考

日本ちゃん 6,000 UU/月 400,000 0 400,000 cpc:：@66.6

百度リスティング

10,000 PV 300,000 150,000 450,000 cpc：@30

30,000 PV 825,000 150,000 975,000 cpc：@27.5

100,000 PV 2,500,000 150,000 2,650,000 cpc：@25

百度インフィード

10,000 PV 200,000 150,000 350,000 cpc：@20

30,000 PV 450,000 150,000 600,000 cpc：@15

100,000 PV 1,200,000 150,000 1,350,000 cpc：@12

マーフォンウォー

300,000 IMP 500,000 0 500,000 cpm：@1666 *想定CTR2.5＝7,500PV想定

600,000 IMP 950,000 0 950,000 cpm：@1583 *想定CTR2.5＝15,000PV想定

1,000,000 IMP 1,550,000 0 1,550,000 cpm：@1555 *想定CTR2.5＝25,000PV想定

1,750,000 IMP 2,640,000 0 2,640,000 cpm：@1510 *想定CTR2.5＝43,750PV想定

微博インフィード

500,000 リーチ 350,000 150,000 500,000 cpm：@600

1,000,000 リーチ 600,000 150,000 750,000 cpm：@600

1,500,000 リーチ 880,000 150,000 1,030,000 cpm：@587


