
サイバーグループ事業紹介 



■1999年 
 中国でサイバー3C商品 
 ショッピングモールを設立 

■2001年  
 FOXCONN/鸿海グループ 
 資本参加 
  ※2013年 郭台銘氏 個人資本に切替 

■2014年 
 サイバーマートジャパン設立 
 旅行サポート事業をスタート 

■2016年 
 東方網と事業提携  
 合弁会社「CyberEAST」設立 

■2001年~ 
 中国の大都市を中心に 
 ビジネスを展開 
 50以上のチェーンモール 
 事業を運営 ■2017年 

 Offline×Online  
   Shop/Media 
 新しいビジネスモデル創造 

■2017年 
 二更と事業提携  
 合弁会社 
 「二更Cyber」「二更日本」設立 

サイバーグループ 事業沿革 



赛博 
集团 

1 中国各重要都市に事業拠点を展開 

中国の重点都市を中心に 
OFFLINEショッピング
モールをビジネスを展開し
ています 

2 
OFFLINEビジネス＆ 
ONLINE宣伝を統合 

熟練したマーケティングチーム保有 

技術と教育を融合 4 

3 

３Cショッピングモール事
業からスタートし、総合
ショッピングモール、技術
教育、トラベルサポート、
IP運営管理など多角的にビ
ジネスを展開しています。 

OFFLINE リアルショップ、
アウトドア広告 
ONLINE メディアPR 
全てのチャンネルを総合利
用して販売促進を実行 

中国と海外の大都市の双方
で30カ所以上のモールを経
営する経営実績とマーケ
ティングチームを有します。 

サイバーグループ 中国における事業領域 



サイバーグループ 中国事業 

Cyber Mart 

中国国内 
デジタル家電販売 
チェーンストア 

赛博数码广场 

Cyber City 

ファッション／アミューズメ
ント／レストラン一体型総合

ショッピングモール 

赛博综合商业广场 

Big Cyber  

新しいアイデア商品によ
る新マーケットを創造す
るアンテナショップ 

必酷赛博 

乐造星球 

Cyber Talent  

理系・技術系  
青少年育成プログ

ラム開発 

サイバー 
ニュービジネス 

サイバー 
ニューメディア 

Cyber New 

先進的科学技術を駆使し
たサービスの展示/体験/
実用化ショールーム 

赛博新科技 

赛博イースト 
Media 

旅行サポート事業 

赛博东方 

Cyber East  

サイバー&二更 
二更アジア 
新メディア 

プラットフォーム事業 

赛博二更 

Cyber Ergeng  

サイバー 
ショッピングモール 

Cyber IP 

日本・韓国の 
IPライセンスと提携した 
商品開発と中国国内販売 

赛博IP运营管理 



郑州曼哈顿店 

郑州数码港店 

重庆江北店 

重庆石桥铺店 

安徽合肥店 山东济南店 

青海西宁店 

厦门SM店 

厦门中山路店 赛博天津店 

サイバーマート 

中国国内展開都市   11都市 

ショッピングモール  22カ所 

営業面積約      30万㎡ 

テナント数      約5000店 

1ヶ月の来店人数     約200万人 



サイバーIP 

OFF 
LINE 

IP 
市場 

小売店 

宣伝 

IP 

ゲーム 
IP 

コラボ 
お茶 

コーヒー 

アパレル 
インテリア 

ライブ 

配信 

EC 

KOL 

JD.COM 

クラウド 

Funding 

 

APP 

SNS 

 スタンプ 

ON 
LINE 

UFO 
キャッチャー 

熊本物産展 
ECモール京東 

くまもん旗艦店開設 
クラウドファンディング 

商品開発 
Meila 
くまもん 
ハンドクリーム 
モニター体験企画 

KOL PAPI醤 
くまもんコラボ動画配信 

くまもん 
スタンプ くまもんカフェ 



Cyber Maker:必酷赛博创客互动体验空间 

時代を超える新しい 
交流体験スペース 

■クリエイティブ 

クラウドファンディングと 

創意商品設計 

■体験 

商品操作体験と課程教育 

■共有 

makerと製品体験交流会を行う； 

■インキュベーション 

各領域のmakerの販売展示 

プラットフォーム 

 

BIG Cyber 



1 
中国最大のコスメコミュニティ 
約3000万人のアクティブユーザー、 
一日平均PV数約1700万回                                                                                     

中国最大のオリジナル動画アカ 
ウント。月平均PV数は10億以上、一
日平均PV数は3000万回以上 

千里路、東南アジアと東アジアを含め、
全アジアで150個以上の動画配信チャン
ネルを持つ 

3 

2 

2016年にネット宣伝力トップ10
に入る。毎日平均PV数は2700万
回以上 
 

5 パンダメディア 
1700名以上のセルフメディア、7000個以
上のアカウント、200個以上の 
中国メデイァプラットフォームを持つ 

6 

ECショッピングモール 
登録したユーザーは8.2億人以上。 
一日平均のアクセス数は1200万以上。 

7 

4 KOLサービス 
国内と海外で6700名以上のKOLと契約。総
ユーザー数は4億以上各人気ライブ 
プラットフォームと提携。 

中国国内 事業提携Media リソース 

サイバーと提携している中国新メディアリソース 



新しく事業提携を計画しているMedia 

（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 

  月次アクティブユーザー 1.1億人 

■ユーザー利用回数および利用時間 : 他社平均値を上回る 

■2015年度 中国NEWSアプリランキング 
 

                  2位 



サイバーグループ 中国事業 

Cyber Mart 

中国国内 
デジタル家電販売 
チェーンストア 

赛博数码广场 

Cyber City 

ファッション／アミューズメ
ント／レストラン一体型総合

ショッピングモール 

赛博综合商业广场 

Big Cyber  

新しいアイデア商品によ
る新マーケットを創造す
るアンテナショップ 

必酷赛博 

乐造星球 

Cyber Talent  

理系・技術系  
青少年育成プログ

ラム開発 

サイバー 
ニュービジネス 

サイバー 
ニューメディア 

Cyber New 

先進的科学技術を駆使し
たサービスの展示/体験/
実用化ショールーム 

赛博新科技 

赛博イースト 
Media 

旅行サポート事業 

赛博东方 

Cyber East  

サイバー&二更 
二更アジア 
新メディア 

プラットフォーム事業 

赛博二更 

Cyber Ergeng  

サイバー 
ショッピングモール 

Cyber IP 

日本・韓国の 
IPライセンスと提携した 
商品開発と中国国内販売 

赛博IP运营管理 


