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1959年台湾・高雄市生まれ。 
1988年に台湾Field Force（精實行銷）社を創業。 
市場調査や販売支援を手掛ける。 
 
1994年から中国に進出。 
日用品の大手グローバルブランドを顧客に、大きな成功を収める。 
 
1999年に保有するField Force社株式を、フランスの広告代理店（現、米Havas 
Worldwide社）に売却。 
 
家電モールの中国CyberMart（賽博）社を設立し、1999年に上海市に1号店をオープ
ン。2001年に台湾Foxconn（鴻海）社がCyberMart社へ出資（2013年に郭台銘氏個
人に株主が変更）。 
 
2014年にサイバーマートジャパンを設立し会長となる。 

中国マーケティングについて 

 どのようにして中国市場に 
  スピーディーに低コストで安定して進出するか 



『中国市場への進出について』 
 

どのようにして 
スピーディに、低コストで、安定的に 

中国市場を開拓するべきか 
 

サイバーグループ 
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海外の高品質な中小ブランドが中国市場に進出する際の問題点 01 

知名度が低い 
ターゲット市場の 
ブランド取扱経験

が少ない 

ターゲット市場への 
販売ルートが 

少ない 

解決方法 

詳細内容 

低コストで 
スピーディーに中国消
費者に日本の有名ブラ

ンドとして認知させ

オンライン/オフライン 
プラットフォームで露出 
1.美啦-中国のCOSME 
2.動画サイト 
3.訪日観光客向けの雑誌 
4.日本国内の小売り販売 

海外通販サイト/代理購
入者経由で日本製品を
中国のECショップに露
出して販売する 

1.中国で認知度が高い製品と
セットで中国市場に進出する 
 
2.Weibo/WeChat等SNS
メディアのブランド言い伝え
を通じて伝播する。 

全中国国内代理店網を創
る。各エリア代理店と事
業提携し安定、広い範囲
で展開する。 

1.京東、網易など中国の大手
海外通販プラットフォームに
直接供給する 
2.中国のエリア代理店を通じ
て中国の大手チェーンストア
に供給する。 



多国リソースの統合 
中、日、台、韓、役所、マーケティングや
販売、小売商、観光サービス、ニューメデ
ィアなどのリソース統合 

オンラインとオフラインの融合 
PULL 
オンラインのECショップ、内容、サービス 
PUSH 
オフライン実店舗の体験推進力  

最強のメディアチーム 
全ネットの多数のプラットフォームでの 
マーケティング 

小売経験と消費者購買 
習慣の把握力 

17年間の中国の3Cモールの運営経験によ
る消費者の購買習慣の知見蓄積 

サイバーの競争優位 02 
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3 

2 
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オンライン 
オフィシャルの許諾書があ 
るECプラットフォーム 
クラウドファンディングや先行販売との連携 

オフライン 
商品販売の特設区域の保有 

オンライン 
Weibo / WeChat 

コミュニティ / KOL /パワーブロガー 

オフライン 
異業種ブランドの提携 

世界真恵玩雑誌 
ブランド／ IPとフラッシュ屋の連携 

オンラインとオフラインの協働 03 

宣伝 販売 



販売-オンラインリソース 03 

Hi 熊本 Weibo / Wechat 



販売-オンラインリソース 03 

化粧品情報 
化粧品 
テキスト 

グローバル
購買 

C2Cモバイルコミュニティ
ECプラットフォーム 

サイバーグループ x 美啦 - 戦略的提携パートナ 

ダウンロードユーザーは1.3億以上 

一日の活躍ユーザーは230万以上 

中国化粧品コミュニティのTOP1 

影響力があるKOLリソースを多く保有 

コミュニティ+販売ルート 

優位性：① 商品の先行販売や推薦    ② KOLの体験を通じて商品をシェアして拡散する 



販売-オンラインリソース 03 

中国の一番大きなオリジナルニュー
メディアのビデオプラットフォーム 

• 二更は「文化」、「娯楽」、「生活」、「財経」四
つの分野に分けている。その中に「二更」、「二更
食堂」、「更都市」シリーズ、「千一の生活」、
「娯楽Fun」、「mol摩尔ファッション」、「マイ
クロバラエティー」、「更財経」など20以上の子
ブランドを持っている。 

コミュニティルート（動画） 

サイバーグループは二更と戦略的提携で、主にビデオ、
文化、観光など重要な分野での協力をする同時に、各国
現地の源製品を導入して、良質なサプライチェーンの越
境ECプラットフォームを構築する。 

 

優位性：① ECショップやリアルショップに集客し販売促進に繋げる 
    ② 影響力のあるKOLからブランドの誘引力を拡散させる 



販売-オンラインリソース 03 ファンが多いKOLやパワーブロガーと協力 

Weibo/WeChat+KOL/パワーブロガー 

優位性：① IP商品を動画にインプラントする ② 専門家/権威者による情報発信   
    ③ ECショップやリアルショップに集客し販売促進に繋げる 



03 販売-オンラインリソース 

中国の有力なECモール活用 

優位性：① 熊本県の公式許諾所を有する中国で唯一のECショップ   
     ②ブランド力を活かしリアルイベントやリアルショップを特設しPR効果を高める 



03 販売-オンラインリソース 

多くのタオバオショップ+日本の直接供給ルート 



専門のクラウドファンディングや先行販売プラットフォームと 

連携して商品情報を発信します 

例えば京東、タオバオクラウドファンディングプラットフォーム 

 

コミュニティと提携して、注目度を向上させ、クラウドファンディ

ングや先行販売活動に大量ユーザー視聴を集めます。 

03 販売-オンラインリソース 

クラウドファウンディング／先行販売連携 



販売-オンラインリソース 

新たに中国有力WEB NEWS サービス『網易』と事業提携（予定） 

（出典：Cl ickZMUT 2016年5月）※ 携帯電話、タブレットPC、スマートテレビ、スマート時計などプラットフォームを含む 

「網易ニュース」APPは、顧客ロイヤルティが高く、ハイエンドユーザーが多い 

  月次モバイルアクティブユーザー 1.1 億人 

■2015年度 中国NEWSアプリランキング 
 

2位 



販売-オンラインリソース 

網易の越境EC支援サービス「考拉KAOLA」と事業提携（予定） 

■網易コアラはNETEASEの傘下で越境ECビジネスを主とする 
 総合的なECプラットフォーム。  

■中国最大のインターネット企業の1つのNETEASEが 
  戦略的に大量なリソースを投入して生み出した商品だ。  

■迅速に成長し、中国越境ECの市場シェア一位となった。  

網易コアラの紹介  

■KAOLAは中国最大の越境ECプラットフォーム 
 
■KAOLAは3年間で5,000億円の日本商品を仕入れる予定  



Win&Win事業提携 03 

made in  

JAPAN 有名なIPと提携

くまモン 

中国の有名 

EC 
プラットフォーム 



世界真恵玩 《日本真恵玩》《韓国真恵玩》《台湾真恵玩》 
上海浦東国際空港の3地航路の搭乗口で無料配布する 

毎月の全エリア合計発行数は30万部以上 

03 宣伝-オフラインリソース 

サイバーグループと東方網の事業提携によっ 
て実現した空港配布フリーペーパー事業 
日本・韓国・台湾・オーストラリア・香港・北米 

優位性：① 訪日中国人旅行客にターゲットを絞って手渡し配布 
    ②カスタム企画／商品推薦する編集記事広告   
    ③ ECショップやリアルショップに集客し販売促進に繋げる 



販売-オフラインリソース 03 

来店客の目線が集まりやすい箇所に 

クマモン商品エリアを特設する。 

1. 東京の低価格商品の集中地 －- 多慶屋 

2. 日本の最大規模の総合免税店 –－ LAOX 

観光客の訪問頻度の高い場所に 

アンテナショップを開設 

優位性：人気商品／テーマ性のあるブランド／実体験 
    ３つの主題を軸にLIVEによって国内外のターゲットカスタマに伝達する 



宣伝-オフラインリソース 03 

• ブランドのカスタム製品をインタラクティブ展示会や 

  アイディア市に参入する 

• ブランド製品の特定スペース、サプライズのアイデアと

体験感を設定する 

• 消費者の好奇心を引き付けて、消費のアップグレードの

需要を満たす 

• 伝統的マーケティングの拡張、ブランド広報の新しい方

法を構築する 

アイデアマーケティングモデル 
+ 

小売フラッシュ 

ブランド／ IPとフラッシュの連携 



戦略提携モデル 04 

 
中国市場 

マーケティング
計画 

中国市場 
マーケティング
コンサルタント 

ブランド連携 
協同して 

中国市場に合う
ブランドを開発 



ほかのサービス 05 

戦略的提携によってブランドにサービスを付与する 

外注提携 

製品 

提携 

イベン

ト提携 

空間 

提携 
販促

提携 

线上线下平台 

异业结盟 

品牌+ 

跨界合作 

限量发售 

提升价值 
实体商业 

形象塑造 

ブランド 
クロス 
オーバ 

限定販売 
価値向上 

重要な都市で 
実店舗露出 

オンライン 
オフライン 
異業種提携 

実業 
イメージ構築 



Thank You 

2017年11月 


