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中国のスマホ・SNS上で情報拡散
スマホ向けショートムービーを活用した情報発信のご案内

2017年10月 更新

中国人訪日客

PR・集客に！



なぜ中国人訪日客に情報発信が重要なのか？ 2

3位 台湾 年間416.7万人 （2,000万人）

2位 韓国 年間509万人 （5,000万人）

1位 中国 年間637.3万人 (14億人）

中国

27%

韓国

21%
台湾

17%

観光客市場でNo.1（2016年）

訪日旅行者の数が多い 旅行中消費額が大きい

出典：観光庁 JNTO（日本政府観光局）

中国
44.1％

人口14億人。訪日中国人観光市場は今後の伸びしろも圧倒的。



中国向け情報発信はスマホが最適。 ３

中国人のスマホ利用は、日本人の想像以上。

パソコン

タブレット テレビ

CNNIC

中国政府の公式インターネト調査

ノート
パソコン

スマホ

中国はスマホ決済の先進国。

日本旅行中に役立つ情報源もスマホに。

インターネット端末別 接触率

中国に向けたプロモーションはスマホが最適。



・ショートムービーのアクティブ視聴者は

3,000万人以上

４

より多くの情報を短時間で伝えることが可能に！

中国ではSNSが独自に発展。スマホ向け動画は中国独自の拡散方法が必要

スマホ内情報発信手段

スマホ社会の中国では短尺動画が効果的です。
ショートムービー

・ショートムービーのアクティブ視聴者は

4.7億回/日 前年比1.6倍

もっとも視聴しやすい
動画のサイズは

1～3分間

調査実施会社 「企鹅智库」

※中国「テンセント」の系列リサーチ会社
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当社提案の優位性と独自性その１

実績
豊富

100社を超える日本企業・団体とのお取引経験。

あらゆるパターンのインバウンド施策にご提案いたします。
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自社
体制

常時在籍の在日中国人マーケッター、在日中国人クリエイターと

日本人プロデューサーによる日中混合のチーム編成。

中国人目線の企画と動画、配信ノウハウをご提供。

当社提案の優位性と独自性その２ ６



Weiboは情報発信だけでなく、
ユーザーは「検索ツール」として活用。

Twitterに公式情報を残すことで
一過性で終わらないプロモーションに！

動画の配信は中国版Twitterこと 「Weibo」

Weibo（ウエイボー）はマスコミよりも影響力がある中国最大の口コミメディア
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キャプション内に

リンク設定も可能

ECサイトの誘導も！

動画配信プラットフォーム

130
万

ユーザー数7億人

DAU 1.54億人

70%

18-35歳ユーザーが7割

男女比率 男55%女45%

7億

企業公式アカウント数130万

日本企業公式アカウント約1,500個

７



動画配信方法

KOL配信

８

プログラム配信

動画を見せたい

ターゲットが明確である

広告色を出さずに

共感で動画を拡散したい

大量露出配信

とにかく数多くの人に

動画を見てもらいたい

Weiboの動画配信方法は、目的・用途にあわせた

３つのタイプ（100万円～）がございます。

目的別
用途別

仕組み Weibo公式広告配信ツール
Weibo公認KOLマッチング

プラットフォーム活用
Weiboの他、短尺動画
配信プラットフォームを活用

含まれる
広告費

200,000円 200,000円 200,000円

露出数
【見込】

配信1カ月で

タイムライン表示 150,000回~

動画再生回数 45,000回~
※設定条件により変動

配信1カ月で

タイムライン表示 240,000回~

動画再生回数 72,000回~
※設定条件により変動

配信1カ月で
200,000回再生

その他

高実績例・同上の条件

タイムライン表示 973,800回~

動画再生回数 263,000回~

配信事例

プログラムで広告配信できない

「医薬品」動画の拡散に成功

再生回数保証



動画拡散タイプ① プログラム配信

●対象となるターゲットの属性を設定

（性別・年代・居住地・趣味嗜好性）

WeiboはTwitter広告と似た機能を備えています。

配信先のターゲットを設定し、記事と記事の間に動画を配信。

●動画はターゲットのタイムライン

にインフィード表示。「広告」の表

示あり。

●動画をWeiboに掲載

９

Weibo公式プログラム広告配信システム 「スーパーフェンスートン」



プログラム配信

100万円（税別） ショートムービー制作 + スーパーフェンスートンによる動画拡散内容

●スーパーフェンスートン ターゲット設定画面の例 「貴社に最適な配信プラン設計を行います」

中国全土在住、20-50歳の男女指定、
趣味趣向は旅行、ビジネス、買い物ファッションを指定

(例) 旅行・買い物系アカウントを指定 カバーユーザー数は
580万人
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メリット プログラム広告のため、計画的な配信が可能で予測が立てやすい。

デメリット 「広告」配信のため、中国の広告法の制限により実施できない業種がある。

広告取扱いができない業種

1.医療、病院、医療品、美容整形、エステ等コンプレックス 2. 非科学的広告、宗教 3. ギャンブル系 4. アダルト関連

5. 在宅ワーク 6. 無限連鎖講 7. 連鎖販売取引 8. 出会い系サイト 9. 結婚情報産業 10.風俗産業

11.金融、消費者金融、基金証券、金融投資、金融商品 12.投資誘致、加盟契約 13.タバコ類



動画拡散タイプ② KOL配信

KOL広告配信プラットフォーム「WEIQ」を活用。

ターゲット・予算に合わせた人選が可能

動画をWeiboに掲載

（元記事）

選定したKOLが

24時間以内に元記事を

リツイートして拡散
（リツイート時の引用テキストの
リクエストも可能）

動画の訴求内容に適したKOL（インフルエンサー）を選出。

KOLが自らのフォロワーに配信することで共感を生み出します。
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Weibo公認 KOLマッチングプラットフォーム 「WeiQ」



KOL配信

100万円（税別）ショートムービー制作 + WEIQのKOLによる動画拡散内容

旅行・買い物系のKOL７人

ファッション＆贅沢品
フォロワー数：498万（女性8割）
主に有名人のファッションを紹介

男性ファッション
フォロワー数：197万（男性6割）
主に男性のファッション＆ブランドを紹介

全世界旅行攻略
フォロワー数：246万（女性7割）
主に世界各地旅行攻略とお土産を紹介

スタイリスト
フォロワー数：675万（女性8割）
主にファッションと小物類のコーディネートを紹介

KOL（一部抜粋）

総フォロワー数

24,350,458人
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メリット KOL次第で「広告」ではできない業態も拡散が可能。相性が良いと想定以上の拡散。

デメリット KOLの状況に左右されがち。記事と相性が悪いと、辞退される可能性がある。

●WeiQ KOL設定画面の例 「貴社の動画に最適なKOLとのマッチングをご提案します」



Toutiao（トーティアオ）

動画拡散タイプ③ 大量露出配信

とにかく多くの視聴者に動画を届けるプランです。

Weiboの他に人気の動画SNSでも配信を行います。

動画を当社サイト

pop日本旅行攻略

に掲載

メリット ターゲット配信と比較してリーチを伸ばせる。中国施策初期の知名度獲得にお勧め。

デメリット 配信先・ターゲットや動画拡散手法のご指定が不可。
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Weibo（ウエイボー）

20万回

最大リーチを目的とした、お任せ運用配信

JFNasia

pop日本旅行攻略

アカウント内の宣伝

Weiboの

各種宣伝プラン

KOL拡散

Meipai（メイパイ）

Miaopai（ミャオパイ）

各種

アドネットワーク

運用

Weiboに加えて

3つのショートムービー

アプリで配信

配信アプリ合計

配信1カ月

再生保証



大量露出配信

100万円（税別）ショートムービー制作 + 大量配信（20万回再生保証）内容

Miaopai
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ショートムービーに特化した定番の

3大アプリ Miaopai、Toutiao、Meipai

在日中国人が教える観光動画番組。

中国向け分散型メディアとして、2011年開設で100以上の

日本企業や官公庁・自治体とのタイアップ実績がございます。

JFNasia運営の旅行動画チャンネル

POP日本旅行攻略

中国の主要プラットフォームで展開する分散型メディアです

移劢短视频平台市场格局初步显现
（動画アプリユーザー浸透率ランキング）

61.7%

53.1%

43.2%
40.1%

31.0%

Miaopai Toutiao Shokuai Meipai funfuan

秒拍 头条规频 快手 美拍 凤凰规频

トーン
マナーが
企画に
不適切

アカウント
未開設

●参考資料



大量露出配信 15

Miaopai Toutiao

头条规频 美拍

Meipai

秒拍

ショートムービー“専用”アプリの代表格 動画も人気のニュース系No.1アプリ センスの良い、中国版インスタグラム

Weiboと戦略的パートナーである

「YIXIA」社が運営。スマホで見る

ショートムービー流行のきっかけを作った。

中国NO.1のキュレーションニュースアプリ。テキ

スト配信と動画配信が２大機能。AIにより視

聴者毎にコンテンツを最適化することが特長。

世界的に人気のアプリをプロデュースしている

「MEITU」社が運営。誰でも簡単にオシャレ

な動画を撮ることができることから若者に人気。

・24-30才が46.85％で首位

・男55% 女45%

20代、30代が中心

女性71.2%

男性28.8%

・男34% 女66%

・平均年齢 23歳

・都市分布 1級都市・準1級都市が半数

（1級都市…北京・上海・広州・深圳）

（準1級都市・・大連・杭州・青島・天津他）

・iPhone 83%  Andoroid 17%

ショートムービーに特化した定番の３大アプリ



プラン共通 実施要項・ご注意点

撮影条件
半日稼働 （東京都想定。その他エリアは別途交通費・滞在費をお見積りします）

スタジオ使用は別途費用 一眼レフムービー利用 スタッフ3-4名想定

出演者 企画・条件に合う在日中国人を当社で手配 （出演は広告契約ではありません）

編集条件
配信前のご確認・修正対応は 計２回まで

CG、モーショングラフィックの制作は特殊編集扱いとなるため費用に含まれません。

2次ご活用 YouTube等 基本的に可能。詳細は応相談。

動画制作
実施要項

配信期限 任意で設定可能。

報告資料 配信1カ月後にWeiboの広告管理画面を日本語に翻訳してレポート。

ご注意 前述の広告効果試算は2017年9月現在 日によって状況が変化いたします

動画拡散
実施要項
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出張撮影オプション

ロケハン及び往復交通費含む1泊2日 400,000円 税別

（全国一律料金 地域によって交通手段・撮影人数を調整。 価格調整可能）

繁体字オプション

字幕を繁体字に変換します（音声はそのまま） 100,000円 税別
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動画配信方法

タイプ別Q&A

9/25  更新



実施要項・ご注意点

Weibo広告プラン 実施要項 Q&A

Q１．記事（動画）は「広告」として配信されるのか？

FacebookやTwitterと同様で、記事画面内で「広告」と表示されます（中国語で广告）

Q２．人気アカウントの指定とは・・・？

Q３．プログラム上で、ユーザー属性はどのようにして決まるのか？

Q４．スーパーフェンスートンの記事拡散報告はいつ行われるか？

フェンスートンで設定した広告配信期間終了後に数値を報告いたします。

タイプ①

他人のWeiboアカウントを指定することができます。例えば観光地の動画を配信した時は「日本政府観光局」の

アカウントを指定すると相性が良いです。

同アカウントのフォロワーおよび、同フォロワーに近い属性を配信ターゲットとして設定ができます。

WEIBOのシステムが総合的に判断をしています。Weiboのアカウントでユーザー自身が設定するプロフィール

の他、ユーザーが投稿した記事の内容やいいね、コメント内容が分析されています。
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実施要項・ご注意点

KOL拡散 実施要項 Q&A

Q１．WEIQのKOLはどのように設定するのか？

当社のオペレーターが、WEIQの画面上からターゲットの属性とご予算に合わせたKOLの選択をいたします。

WEIQの規定上、投稿の依頼に対してKOL側から辞退される場合がございます。その場合は同クラスの別

のKOLを選定いたします。

Q２．KOLは投稿した記事（動画）どのように拡散するのか？

動画を掲載するアカウント「POP日本旅行攻略」のウエイボー記事をKOLがリツイートしてフォロワーに拡散し

ます。KOLによっては投稿内に「広告」と表記される可能性もございます。KOLが記事内容で判断を行うも

ので、事前指定はできません。

Q３．KOLの投稿（リツイートした記事）の掲載期間はいつまでか？

WEIQではKOLの投稿を24時間の掲載保証としております。投稿（リツイート）から24時間経過後に削

除される可能性もございます。

Q４．WEIQのKOLの記事拡散報告はいつ行われるか？

KOLのリーチ数は投稿から24時間経過後の数値を報告いたします。

タイプ②

19



実施要項・ご注意点

大量露出プラン 実施要項 Q&A

Q1．20万再生回数の計算方法は？

WeiboとMeipaiに掲載した動画の再生回数の合計となります。

Q2．配信1カ月後に再生回数が20万回に満たない場合は？

翌月の1カ月間に未達成の再生回数分×1.２倍の回数を追加再生保証いたします。

最大3か月後で未達の場合は動画の再編集を行い新規投稿により保証再生回数を補完します。

タイプ③
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Q3．再生回数が20万回を超えた場合に追加料金は発生するか？

超過分について、一切発生いたしません。

Q4．配信後に視聴者属性は、分かるか？

分かりません。レポートは再生回数・いいね数・転送数のみとなります。
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事前に絵コンテはあるか？

絵コンテの作成はございませんが、ロケハンを行った後に、イメージ画像とテキストによる構成案を作成いたし

ます。本撮影の前にストーリー、重要なキーワード及び撮影当日の段取りをご確認いただきます。

Q1.

撮影場所の調整は、どうすればいいか？

ご指定が可能です。また、ご指定がない場合は当社（JFNasia）が申請いたします。広告撮影ではなく、

番組取材として申請するケースがほとんどです。この場合店舗側のスケジュールの都合が優先となるため、ご

関係者様でも撮影立ちあいの人数など成約が生じる場合がございます。

Q2.

撮影スタッフの人数は？機材は？

出演者を含めた最少ユニットは3名です。企画内容と撮影機材により増減します。一眼レフカメラを主体と

したシステムで機動力と画質に優れた撮影を可能としております。

Q3.

実施要項・ご注意点

プラン共通 「動画制作全般」
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番組の編集チェックは、中国語か？

はい。動画は中国語のままお渡しとなるため、ご確認用に日本語の対訳テキストを添付いたします。

Q4.

中国側（配信プラットフォーム）の番組内容審査はあるか？

ございます。動画プラットフォームによっては広告要素が強いと判断されると掲載できない場合もございます。

万が一不掲載の判断があった場合は、動画が配信できるように動画内容の修正をして対応いたします。

Q5.

番組動画の2次活用はできるか？

可能です。Youtubeや広告主様のホームページ等でご活用いただけます。店頭での活用は、配信から最

大半年間の期限とさせていただきます。貴社商品の紹介パートのみを切り出し活用いただくことも可能です。

番組本編の再編集や翻訳、当番組素材を活用した別著作物の制作に関しては別途ご相談ください。

Q6.

番組動画をCMとして使うことはできるか？

別途契約が必要となります。これまでに当社制作動画素材を活用し、新たに日本のCATV用の15秒ス

ポットCMを編集・配信いただいた例がございます。

Q7.

実施要項・ご注意点 22
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