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中国市場概況

爆買い終了後も、中国市場の規模、可能性は

引き続き重要視されています。
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中国対策に纏わる課題

JFNasiaの専門チームが、貴社の中国施策を

何からやればいいの？

中国のメディア
日本と全然違う・・・

誰に頼めばいいの？

中国の企画多過ぎ！
何がどう違うの！？

3



リサーチ企画 オウンドメディア制作運営

認知拡大企画

販売促進企画

調査期 実働期

中国対策の段階に応じた企画を用意

課題・段階に応じた対策をご提案します。
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JFN asiaの中国パートナーメディア・サービス一覧

共感・コンテンツ

効率・プログラム広告

販促認知拡大

地上波ＴＶ局

ラジオ

ウェブ動画

動画SNS

ニュース記事配信

交通広告 SNS

HP制作

広告配信システム

検索広告

旅行会社雑誌モデル・
インフルエンサー

TV+旅行販売

越境EC

送客アプリ
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トーティアオ

ブーマー

ブイポン

バイドゥ

センデンイー

ウエイボー

ブレード

スーパー
旅行団

大衆点評

ジョンシン

トンチャン

シンウエイ

ウエイキュー

マクロミル・チャイナ

実地調査
アンケート

ウイーチャット

ウエイボー

アイベイ（店舗）

ファンキュー（店舗）
バイドゥ中国高速鉄道

マイクロアド・チャイナ

メイパイ

ミャオパイ

ヨークートゥドオ

アイチーイー

テンセント

ソーフー

旅遊衛視

北京テレビ 湖南衛視

上海メディアグループ

浙江省ラジオ

上海東方ラジオ

中国全土への日本観光番組の
放送提供

中国の省レベルラジオ局
日本観光番組の企画提供

中国の2大SNS
記事の拡散や動画配信プラン
の提供

中国向けプレスリリース企画提供

スマホで見る動画。
タイアップ動画の制作配信
企画の提供

中国の
新幹線の
車内広告
メディアの提供

ターゲットの属性を指定して
広告配信の提供

日本製品や観光地の
モニター調査を提供

中国シェアNO.1
リスティング広告の提供

自治体、観光地を対象に
1時間のTV番組放送と
番組関連旅行商品を提供

中国最大の
ランキングアプリ。
クーポン発行で集客
できる仕組みを提供

中国でたくさんのファンを抱える
モデルやインフルエンサーの
キャスティングを提供

中国版Youtube。タイアップ動画の
制作配信企画の提供

中国における
ホームページ運営を提供

Webサイトやパンフなど
旅行会社独自の
メディアの提供

シートリップ

日本のメーカーを対象に
中国向け越境ECの
出品調整と関連広告の提供

http://www.tctc.com.cn/
http://www.tctc.com.cn/


貴社の中国対策をサポートします。

サービスの特徴

在日中国人
スタッフによる
ネイティブ言語
嗜好性対応

100社を超える
導入実績

自社
クリエイターによる
オリジナルコンテンツ

制作機能

専門スタッフによる
費用対効果の高い
広告運用実績

日本人
担当者による
商取引進行
サポート
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導入実績一覧
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企画活用例①

導入目的

インバウンドNo.1百貨店!! 高島屋

静止画では伝えきれない情報を、動画という

リッチコンテンツで、販売員の生の声も交え、

商品の魅力を伝えてゆきたい。

導入施策

●毎月５本の動画制作

（日本橋 / 新宿 / 横浜 / 大阪 / 京都）

●中国各動画サイトから一斉配信

（Tencent / iQIYI / YOUKU / tudou / sohu）

●動画視聴促進宣伝プラン

（５本合計平均100万回再生 / 月）

在日双子アーティスト：Benylan

中国知名度No.1日本人俳優 矢野浩二氏
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企画活用例②

訪日客2,000万人前倒し達成！ 日本政府観光局（JNTO）

導入目的

テレビを活用し、観光立国日本の魅力を

中国に広く発信することで、個人旅行者の

増加を図る。

導入施策

●中国テレビ局の招聘による番組制作

●最大リーチ８億人 “旅游衛視” での放送

（全６話に及ぶ九州特集番組の放送）

●九州を舞台とした訪日旅行商品開発

（累計販売数4,500件を記録）

旅游衛視 撮影の様子

旅行会社による旅行商品販売
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企画活用例③

富裕層需要急上昇 田中貴金属ジュエリー

導入目的

中国人富裕層の資金運用を目的とした宝飾

品購入需要が高まったことをうけ、信頼感のあ

るfor中国のサイト構築の必要性が高まった。

導入施策

●中国スタッフによるHP制作

●HP誘導の為のリスティング広告

（サイト滞在時間約２倍）＊同業他社比
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商品ラインナップ

各企画別紙詳細説明資料がございます。

詳しくは担当までお問い合わせください。
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中国在住者向けアンケート企画

コンセプト・ポイント
中国在住者73万人を会員に持つ中国マクロミル社によるリサーチを実施。

ターゲットを絞り込んだうえで多くの回答を獲得し、傾向を分析します。

実施要項

調査会社 マクロミルチャイナ

調査手法 Web オンラインアンケート

サンプル数 300人

回答方式 選択式

質問項目数 最大20問

ターゲティング
年齢・性別・居住エリア その他任意で
2つ設定可能

調査期間 最長1か月間

発注期限 実施希望の３週間前まで

リサーチ オウンド

販促認知

実施料金
50万円（税別）

マクロミルチャイナ 会員の属性 居住地・性別・年齢
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在日中国人商品モニター企画

コンセプト・ポイント
在日中国人モニターが貴社商品を体験し、意見や評価を纏め、考察・分析します。

中国人の価値観と商品のマッチング可能性や、予見していなかった需要の発掘が見込めます。

実施要項

モニター数 10名

モニター属性 年齢層・性別のご希望を承ります

発注期限 実施希望の2週間前まで

実施時間 1時間以内

実施場所 JFN社内を想定

質問項目
記述式・選択式・インタビュー等
自由に設定可能

実施料金
20万円～（税別）

リサーチ オウンド

認知 販促

宝仙堂様（健康食品）商品リサーチ
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在日中国人観光モニター企画

コンセプト・ポイント
在日中国人モニターが実際に観光体験を行い、外国人目線の評価点や課題を抽出します。

単なるアンケートと比較し、現地滞在型のリアルで深いリサーチを行うことが可能です。

実施要項

モニター数 2名～

モニター属性 年齢層・性別のご希望を承ります

発注期限 実施希望の3週間前まで

実施時間 1泊2日～

実施場所 自由に設定可能

質問項目
記述式・選択式・インタビュー等
自由に設定可能

実施料金
30万円～（税別／遠隔地の場合 交通費別）

リサーチ オウンド

販促認知

千葉県香取市様 モニターの様子
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中国人旅行モニター企画

コンセプト・ポイント
大陸の中国人10名が貴社施設を訪問する現地バスツアーを開発し、旅行者に貴社施設を訪れさせます。

参加者には参加料が無料となる代わりに、アンケートへの回答やSNSでの情報発信を依頼します。

実施要項

モニター数 10名

モニター属性 中国在住者

発注期限 モニター実施の2カ月前迄

実施時間 2時間程度

実施場所 自由に設定可能

質問項目
実施2週間前までに10名の
参加者が集まらない場合は
実施不可となります。

実施料金
50万円～（税別）

リサーチ オウンド

販促認知

旅行行程の中に、貴社施設訪問を盛り込みます。
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SNS投票企画

コンセプト・ポイント
中国版twitter「weibo」にて選択式アンケートを実施し、傾向やコメントを分析します。

実地リサーチと比較し、多くの回答を集めることが可能です。

実施要項
アカウント名 POP日本旅行攻略

媒体 weibo（うぇいぼー）

回答数 最低200件保証

回答方式 選択式＋コメント（任意）

活用方法

認知度の現状把握や、一番魅力的な
商品の選定、といった活用を推奨します。
投票募集のため、参加者へ抽選式の
プレゼントを提供します（当社で対応）

レポート
回答結果／コメントの一部翻訳
回答者地域分析

発注期限 実施希望の2週間前まで

実施料金
20万円（税別）

リサーチ オウンド

販促認知

Q：このお店を知っていますか？
食べてみたいと思いますか？

Ａ：既に知っています。

Ａ：知らなかった。是非食べたい。

Ａ：知らなかった。機会があれば食べたい。

Ａ：知らなかった。興味がない。

モスフードサービス様 ブランド認知アンケート 16



中国語HP・LP制作

コンセプト・ポイント
ネイティブ言語・クリエイティブの中国語ウェブサイトを制作・運用いたします。

言語、嗜好性を踏まえたHP・LPは、本物志向の中国人ユーザーに安心感を与えるための重要なツールです。

実施要項
手法 HP・LP制作

言語 中国語簡体字

ページ更新 対応可能

翻訳 当社ネイティブスタッフが対応

備考
サイト製作費・運用費とは別に
サーバーレンタル代・保守費が
毎年かかります。

発注期限 サイト開設希望の2カ月半前まで

参考料金
50万円～300万円（税別）

内容・ページ数・運用体制に応じお見積り致します。

リサーチ オウンド

認知 販促

田中貴金属ジュエリー様 中国サイトトップページ
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百度リスティング広告

コンセプト・ポイント

実施要項
媒体 百度（ばいどぅ）

広告手法 リスティング広告

想定クリック数 4,620回／月

想定表示回数 924,000回

キーワード登録 最大100語

ターゲティング 地域・デバイスの指定が可能

発注期限 実施希望の1カ月半前まで

実施料金
30万円～／月（税別）＋初期設定費10万円（初月のみ・税別）

単月実施の場合の最低単価は60万円（税別）になります。

リサーチ オウンド

販促

中国版googleの「百度」にて、事前に登録したキーワードで検索をしたユーザーをHP・ECサイトへ誘導します。

いまその情報を知りたいユーザーをHPへ誘客。適切な運用により良質なサイト訪問者を獲得することが出来ます。

認知

田中貴金属ジュエリー様 広告イメージ
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百度アドネットワーク広告

コンセプト・ポイント

実施要項
媒体 百度（ばいどぅ）

広告手法 リスティング広告

想定クリック数 4,620回／月

想定表示回数 924,000回

ターゲティング
掲載サイトのカテゴリ、ユーザーの地域・デ
バイスの指定が可能

発注期限 実施希望の1カ月半前まで

実施料金
30万円～／月＋設定費10万円（初月のみ・税別）＋バナー製作費（1本数万円）

単月実施の場合の最低単価は60万円（税別）になります。

リサーチ オウンド

販促

中国最大の広告ネットワークにて、指定カテゴリのサイト内に貴社バナーを掲載。クリックでHP・ECサイトへ誘導します。

自社サイトと類似するカテゴリサイトでの広告配信設定をすることで、良質なサイト訪問者を獲得することが出来ます。

認知

TANAKAホールディングス様 広告イメージ
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中国テレビ招聘 ①旅游衛視

コンセプト・ポイント
中国8億人をカバーする旅行番組にて、ご指定の観光地を舞台にした旅行番組を制作します。

中国では扱いが難しい全国放送テレビ局を通じた情報発信により、急速な認知度向上を図ることが可能です。

実施要項
番組名 行者（ぎょうしゃ）

放送局 旅游衛視（りょゆうえいし）

番組尺・本数 25分×1話

可視聴人口 8億人 想定視聴者数120万人

ウェブ配信 Youku 想定視聴者数50万人

広告内容
貴社指定のエリアを舞台に、出演者の目
線から旅先の魅力を伝えていく体験型旅
行番組を制作します。

発注期限 実施希望の3カ月前まで

実施料金
400万円～600万円（税別）

リサーチ オウンド

認知 販促

経済産業省様 「九州の魅力発信による消費拡大事業」 特番
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中国テレビ招聘 ②湖南衛視国際

コンセプト・ポイント
中国の有名司会者が貴社商品をテレビ番組内で紹介します。

著名人による商品紹介や、ファンの多いTV放送局の公式アカウント発のウェブ配信により、好意的な印象付けを行います。

実施要項
番組名 OMG（オーマイガー）

放送局 湖南衛視国際（こなんえいし）

番組尺・本数 10分×2話

可視聴人口 6,700万人 想定視聴者数60万人

ウェブ配信 12サイト 想定視聴者数200万人

広告内容
番組内で最低2分間、MCと著名出演者
が貴社指定の情報を紹介します。

備考
OMG来日タイミングにて企画セールスを行
います。現在2017年7月来日回
セールス中。 ※放送は8月～9月予定

発注期限 6月16日迄（7月来日回）

実施料金
300万円（税別）

リサーチ オウンド

販促認知

出演者の1人 李維嘉
Weibo フォロワー数

2744万人

ピュール様 商品紹介タイアップ
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Web動画企画 <導入数No.1>

コンセプト・ポイント
貴社情報紹介買物・旅行タイアップ番組を制作し、中国動画サイトにて配信。動画の配信プランは複数用意しており、

目的に応じ、最適なものを提案致します。現時点で300本以上のタイアップ動画の制作実績があります。

実施要項

番組尺
微動画：60秒以内
短尺動画：5分以内

出演 弊社在日中国人リポーター

番組内容 買物・旅行・その他カスタマイズ可能

発注期限 実施希望の1ヶ月半前まで

備考 動画の二次使用が可能

リサーチ オウンド

販促認知

買物番組 旅行番組

ライオン様 商品タイアップ 九州観光推進機構様 観光動画

プラン・料金
内容 費用感

大量露出プラン 短尺動画をテンセント動画において配信。50万回再生を目標に広くリーチ。 150万円～

ターゲティングプラン Weiboのターゲティング機能により、狙いを絞って短尺動画を配信。 100万円～

スマホアプリプラン スマホアプリmeipaiにて、微動画を配信。コメント等反響を多く獲得可能。 50万円～ 22



中国No.1キュレーションアプリ記事配信

コンセプト・ポイント
5億ユーザー数のAIによるコンテンツの自動ターゲティング機能が備わるキュレーションアプリにて記事を制作・配信します。

記事の内容をアプリが自動で解析し、興味関心の高いと予測されるユーザーにのみ情報を届けることが可能です。

実施要項
媒体 今日头条（じんりーとーてぃあお）

記事本数 1本 画像素材はご提供下さい

appユーザー数 5.5億人

発信アカウント
POP日本旅行攻略
※上位1%の優良アカウント認証

閲覧数保証 25,000回閲覧保証

備考 動画の配信も可能（料金別途見積）

発注期限 実施希望の2週間前まで

実施料金
50万円（税別）

リサーチ オウンド

販促認知

リードエグジビションジャパン様 国際宝飾展記事 23



30秒インフォマーシャル配信

コンセプト・ポイント
YOUKUの前CM枠から30秒のインフォマーシャル動画を配信。

貴社サイトへの誘因や、ECサイトへなどへの誘因が可能です。

実施要項
媒体 YOUKU（ようく）

配信動画数 １本 ＊１ヶ月に１回差替え可能

最少ロット 300cpm～

想定CTR 1.0%

ターゲティング範囲 居住エリア / 視聴デバイス

レポート 配信数 / クリック数 / クリック率

発注期限 実施希望の２週間前まで

実施料金
60万円～（税別）

＊動画制作は別途となります。

リサーチ オウンド

認知 販促

広告表示場所・視聴前枠 表示回数 ・ クリック数 ・ クリック率

レポートイメージ

インフォマーシャル画面をクリック

貴社越境ECサイト

貴社公式サイト
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KOLのマッチングシステム

KOLによるSNS情報発信

コンセプト・ポイント
中国のモデルや著名人が自身のweiboにて貴社情報を発信します。

商材のターゲットに合わせてKOLのマッチングを行い、投稿に最適な人物をご提案します。

情報ソースとして信頼度が高いKOL発信はSNSでの拡散の火種となり、

広く好意的な認知付けを行うことが出来ます。

実施要項
媒体 weibo（うぇいぼー）

投稿本数 1回 140文字以内

投稿仕様
画像添付可能（最大9枚）
動画掲載可能（最大15分）
本文中に外部リンク掲載可能

レポート
投稿2週間後時点での
閲覧数／転送数／コメント数／
いいね数／コメント内容一部翻訳

発注期限 実施希望の3週間前まで

参考料金
50万円～300万円（税別）

投稿者に応じ金額が変わります。ご希望に応じたKOLをご用意します。

リサーチ オウンド

販促認知

最近良く着る
お気に入りのブランド！
動画も見てね！

TSIホールディングス様 KOL発信＋動画
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上海東方ラジオ 招聘企画

コンセプト・ポイント
中国ラジオ局No.1の上海東方ラジオの人気DJを日本へ招聘し、貴社商品・サービスの実感を、特番で紹介します。
あわせてWEB動画や放送局のSNSにおける発信など、WEBでのプロモーションも行います。

実施要項
チャンネル名 动感101 Ch.（可聴人口3億人）

ターゲット 15歳～33歳男女／ドライバー

広告内容

＜ラジオ＞
2時間の「日本特番」内にて、
３～４分のスポンサー紹介を３回実施。
＜WEB動画＞
５分の動画を３本制作。
＜SNS拡散＞
放送局公式WeChat・Weiboなどメディア
ミックスによりWEB動画を拡散させます。

備考

・ラジオの放送前の内容確認はできません。
・番組タイアップ企画の為、演出の決定権は
放送局に帰属します。
・SNS展開や番宣の運用は一任となります。

発注期限 実施希望の3カ月前まで

実施料金
600万円（税別）※1社提供料金（200万円×3口にて実施）

リサーチ オウンド

認知 販促

上海東方ラジオ 本社 サントリー様 梅酒のPR

26



浙江省ラジオによるインフォマーシャル

コンセプト・ポイント
東京・大阪・沖縄で日本との直行便も運航し、アリババ本社が置かれ、「IT産業」と「観光産業」により経済が豊かな
「浙江省」のラジオ局で、可聴人口4500万人のリスナーへインフォマーシャルを実施します。

実施要項
チャンネル名 WiFi99.6

ターゲット 24歳～45歳男女／ドライバー

SNSフォロワー WeChat25万人 ※中国全土FM局5位

広告内容

在日中国人レポーターが貴社商品やサー
ビスの紹介を録音。浙江省ラジオ局のワイ
ド番組内に挿入。（3分間×計2回）
また、放送局の公式WeChatを通じて
テキストでも配信します。（計2回）

備考

・ラジオの放送前の内容確認はできません。
・番組タイアップ企画の為、演出の決定権は
放送局に帰属します。
・WeChatのテキストは放送局一任となります。

発注期限 実施希望の2カ月前まで

実施料金
100万円（税別）

リサーチ オウンド

認知 販促

浙江省ラジオ局 本社
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「触れる動画」制作企画

コンセプト・ポイント

実施要項

実施料金

リサーチ オウンド

動画内にアイコンを設置。指で触れると指定サイトや地図、SNSなどの情報を同画面上に表示されます。

触れる動画のアイコンクリック率平均は37%。店舗誘客やECの販売促進、SNSフォロワー獲得等に寄与します。

提供内容 触れる動画1本＋視聴促進広告

導線

１．テンセント動画ポータルサイト内にて
促進促進バナーを掲載。

２．触れる動画配信ページへ遷移。
３．動画内アイコンクリックで指定コンテンツが

表示。

動画PV 100万PV目標（１カ月）

番組内容

・触れる動画はHPでの埋込配信も可能です。
・配信ページの有効期間は1年間です。
・視聴導線はカスタマイズ可能です。別紙詳細
資料がございます。担当までお問合せください。

発注期限 実施希望の1カ月前まで

250万円（税別）

認知

動画配信ページ

視聴導線図解

店舗地図表示

ECページ表示

SNS表示

バナークリック

アイコン
クリック

アイコン
クリック

アイコン
クリック

販促
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中国スマートフォン生中継企画

コンセプト・ポイント
スマートフォンアプリ「メイパイ」の生中継機能を活用し、商品や観光名所を紹介します。

ECや旅行販売を行っているサイトがあれば、生放送中に「今ならECサイトで安く買えます」と案内し、販売に繋げます。

実施要項
アカウント名 POP日本旅行攻略またはKOL

媒体 メイパイ 生放送

番組尺・本数 最大120分×1回

フォロワー数 14.1万人(POP日本)

想定視聴数 1,000～4,000人（POP日本）

広告内容

番組内で貴社情報を紹介します。
ECサイトと連動させ、生放送中にサイト
で安く買うことができる旨を最低5回紹介
します。

発注期限 実施希望の3週間前まで

参考料金
50万円～300万円（税別）

発信アカウントにより料金は変動します。ご希望に応じたKOLリストをご用意します。

リサーチ オウンド

販促認知

生放送中のみ！
天猫で2割引セール中！
【商品名】で検索してね！

ECサイト内検索
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越境EC専門サイトでの販売・宣伝

コンセプト・ポイント
貴社商品を買い取り、中国の越境EC専門サイトにて販売します。

出品後の商品宣伝を合わせた販売促進企画です。サイト構築、運営に関して貴社の作業が一切必要ないモデルです。

実施要項
媒体

<出品> Feng Qu（越境EC専門サイト）
<宣伝> 美拍（めいぱい）

媒体特長

<出品>中国最大手物流会社SF Expressが
運営する越境EC専門サイト
物流インフラと資本力が強み

<宣伝>動画SNS。中国版instagramに近い存在。

企画内容
１．Feng Quによる貴社商品買い取り。
２．貴社商品の販売ページをFeng Quが開設・運営。
３．商品紹介動画の制作・配信（尺１分程度）

備考

企画実施の可否は貴社とFUN Q社との
買取交渉に合意がある場合となります。
当社からはFeng Qu社とのマッチングの場を提供致しま
す。

サイト開設 Feng Qu社との合意から1か月後程度

実施料金
出品：無料 / 宣伝費：50万円（税別）

リサーチ オウンド

販促認知

クリックリンクで
購入ページへ

商品販売ページ

美拍からの商品紹介動画配信
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旅行番組＋商品販売連動企画

コンセプト・ポイント
日本周遊旅行テレビ番組の制作・放送ならびに、番組推奨ルートの旅行商品を開発・販売します。

情報発信から実際の送客までを見込むことができる、費用対効果を測定しやすい企画です。

実施要項
番組名 超級旅行団

放送局 旅游衛視（りょゆうえいし）

番組尺・本数 60分×2話

可視聴人口 8億人 想定視聴者数180万人

ウェブ配信 Youku 想定視聴者数50万人

広告内容
ご指定のエリアを対象に番組並びに
旅行商品を開発します。

旅行開発販売 同程旅行（とんちゃんりょこう）

想定販売件数 1,000件（3か月間）

発注期限 実施希望の4カ月前まで

実施料金
2,000万円（税別）

リサーチ オウンド

認知

QRコード読み取り

販促

日本政府観光局様 超級旅行団九州編 4500人を送客
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中国No.1 O2Oアプリ「大衆点評」

コンセプト・ポイント
中国のO2Oでシェア85％を持つ超定番アプリ。大衆点評とは「みんなの口コミ」という意味で、食べログのようにユーザーの評

価が一目でわかり、クーポンやGPS地図によりユーザーを店舗に誘導する仕組みが実装されています。

実施要項

実施料金
150万円～（税別）

リサーチ オウンド

認知 販促

トップページ LP（特集） 店舗詳細ページ

GPSで店舗まで誘導

媒体 大衆点評（たいしゅう・てんぴょう）

企画名称 記事タイアップ（広告枠BEST記事）

実施期間 15日～

トップページ
バナー表示

10,000/日 （UV）

予測CTR UVに対して、2.0～5.0％

備考
記事内容は大衆点評による純記事で
責任編集となります（校正のみ確認）

発注期限
広告投下に伴い２０営業日前の申請
が必要。
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施策導入イメージ

モデル：中国対策にこれから取り組むメーカー企業の年間プロモーション計画

1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目 費用合計

リサーチ 40万円

オウンド
メディア

440万円

認知
拡大

410万円

販売
促進

350万円

商品モニター企画
費用20万円

SNS投票企画
費用20万円

HP制作
費用200万円

リスティング・アドネットワーク広告
費用30万円×8カ月=240万円

記事配信企画
費用20万円×8カ月=160万円

KOL企画
費用150万円

ウェブ動画企画
費用100万円

触れる動画企画
費用250万円

生中継企画
費用100万円

単発キャンペーン企画の立案から年間計画まで、対応可能です。33



ご活用の流れ

➁
企画提出

③
お申込み

④
企画実施

⑤
報告・検証

①
お問合せ

http://www.jfn-asia.com

企画実績

施策と検証を繰り返し、より効果の高い企画に仕立て上げていきます。

JFN asiaホームページからご覧いただけます。
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2011年11月 中国で独自動画チャンネル（ﾃﾝｾﾝﾄ）を開設

2013年９月 総務省事業「アジア国際共同事業」を受託

2014年10月 中国テレビラジオ業界主催のコンクールで部門3位入賞

2014年10月 総務省事業「周辺産業連携等モデル事業」を受託

2015年3月 分散型メディア[POP日本旅行攻略」運用開始

在日中国人が教える日本旅行動画 『POP日本旅行攻略』 （自社運営分散型メディア）

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（JFNC）

1984年 JFN加盟各局に向けた番組供給会社として設立

2011年 中国向け情報発信事業「JFNasia」スタート

http://jfn-asia.com

訪日旅行をもっと楽しく。
高品質でリアルな情報発信。

2016年7月 経産省「九州地方の魅力発信・消費拡大事業」中国担当

2016年7月 日本政府観光局「訪日FIT旅行促進事業」請負受注

2016年11月 独身の日アリババ生中継の番組制作を受託

2016年11月 中国TV番組「超級旅行団」を九州に招聘・放送

2017年2月 第1回内閣府主催ビジネスマッチンググランプリ出展社選出

JFN asiaのテーマ

JFN asiaについて
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