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【 2012年、中国におけるインターネットメディア 】 
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中国におけるインターネットメディアの成長は目覚ましく、2011年にはインターネット上の広告市場規模が270.7億元まで達しました。2007年から2011 
年までの市場規模平均成長率は39.52%と、驚くべき数値を示しています。 

中国において、インターネット市場の驚くべき発展は、社会・企業にとって革命と言っても過言ではなく、インターネットの浸透率はさらに加速していま 
す。中国にとって新しいIT事業はもちろん、古くからある伝統的な業界がネットワークで繋がり、インターネットユーザーを取り込むことにより、さらなる 
発展をとげています。伝統的な業界（製造業、販売業、不動産業など）はインターネットを通じてイベントを開催し年20％以上の売上増を遂げています。 

またインターネット広告事業では細分化が進み、プラットフォームの多様化、メディアミックスの多様化が広がり、どこに、どのタイミングで、どのように 
打ち出していくのか、マーケティングの手法も日々変化しています。 

オリンピックなど、国を挙げての大事業においては、7億人いるといわれているインターネットユーザーが市場を動かし、中国経済の変動に大きな影 
響を与えます。市場の広がりを考えれば、世界規模で注目せざる得ない影響力を持っています。 

中国のインターネット市場に介入し、日本企業が売上を上げるためには、刻一刻と変化するプラットフォームを理解し、高いマーケティング技術を持っ 
て取り掛かることが必須です。 

● インターネットユーザー数の推移 ● 

2006年時点で約1.4億人 → 2011年10月時点で、約7億人。 

● インターネット普及率 ● 

現在は、約50％程度。インターネットの普及率は世界平均をやや上回る程度。しかし、内陸部を中心に急速に普及が進んでおり、 
毎年約40％増。今後も大きく増加し続けると想定される。 

● インターネットユーザー層 ● 

2008年には10～20代の若年層が中心だったが、2009年には30代～50代の利用が大きく増加。2010～2011年、ユーザーは 
60～70代にまで広がっている。
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【2】インターネットメディアで宣伝・広報PRの取りまとめ 

中国の人気サイトを中心にご用意した、２００サイトへの宣伝・広報PRの取りまとめ、代理業を行っております。人気の新聞サイトや、総合 
情報サイト、２００都市以上の人気「ご当地サイト」、様々な事業分野の専門サイト、ジャンル１番人気のサイトなど、ユーザーが多く集まる 
インターネットサイト内へ、広報PR情報を載せることができます。PRする内容は、企業情報、ニュースはもちろん、新商品情報、企業における 
危機管理報告など多岐にわたります。また、サイト内登録ユーザーの管理や、イベントの開催なども行っております。 

中国でインターネット通販を行う代表的な方法として、 1. 「Sina」での情報発信 2. 「taobao」での販売委託 
がありますが、これらの手続きなど、必要なことを代理で行い、通販サイトを開設いたします。さらに、それを上記２００サイトへ情報として 
記載、リンクさせることによって売上げの増強を図ります。 

「汗山」という新しいインターネットメディアを制作いたします。日本の人気雑誌から専門誌までを網羅した、中国向けの媒体紹介サイトに 
なります。中国における日本の雑誌の紹介はまだあまり進んでおらず、日本の情報を探しているユーザーにアプローチすることを目的と 
しています。 
また中国では、インターネットで個人の作品などを展示できる場所がまだまだ少ないため、ここでは、個人の作品などを紹介するエリアを 
作り、個人での宣伝を狙うユーザーを集めます。ユーザーが多く集まる人気媒体を立ち上げ、広告効果の出るサイト制作を計画中です。 

【 北京アートメディア ●●● 事業紹介 ●●● 】 

【1】 教育事業 

【3】インターネットサイトでの通販事業代理業務 

【4】新規メディア開発 

北京青年宮協会、中国青年児童宮協会と提携し、中国アニメ業中央美院の教授陣や他有力な指導教授を招き、中国全土6000センターで、 
３Dによる映像制作、TVコマーシャル映像制作やインターネット広告制作、TV番組編集などの技術指導を行っております。 
また、２つの日本のアニメ専門学校やデザイン学校と提携を進めており、新しいアプローチのクラスも開設を計画しております。 
中国政府が進める、日本TACのような資格を取るためのカリキュラムも開設する予定です。
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【 中国における人気サイト 】 

中国においては、他の国にはみられない、独自の人気サイトが多数存在します。代表的な4サイトをご紹介します。 

新浪網 http://www.sina.com.cn 

運用会社 

ジャンル 

：新浪 

：時事、ニュース 

捜狐 http://www.sohu.com 

運用会社 

ジャンル ：捜狐 

：検索ポータル 

网易 http://www.163.com 

：网易 

：メールボックス 

運用会社 

ジャンル 

太平洋女性網 http://www.pclady.com.cn 

： 太平洋网络 

有限会社 

： ファッション 

運用会社 

ジャンル 

※ 弊社サービスサイト一覧、別紙参照（200サイト）。
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新浪網 

http://www.sina.com.cn 

運用会社 

ジャンル 

：新浪 

：時事、ニュース 

平均接触ボリューム 
全体PV 約2.3億PV/月 
全体ＵＵ 約１億人/月 
全世界にいる中国コミュニティも含め、ユーザーは2.3億人/月を上回り、ページ 
ビューは延べ7億回/日を上回ります。 

主要コンテンツ 
ニュース、スポーツ、娯楽、財政経済、科学技術、不動産、カー情報、ファッショ 
ン情報、デジタル機器情報、ネットTV、音楽情報、気象情報、検索辞典など。 

媒体概要 

新浪ネットは、全世界のユーザーに向けて、24時間タイムリーな中国語の情報 
を提供しています。情報内容は、国内外を問わず、時事ニュース、スポーツ、娯 
楽、財政経済、科学技術、不動産、交通など多岐に渡る情報を網羅しています。 
「北京新浪」「香港新浪」「台北新浪」「北米新浪」などを展開、ネットワーク化す 
ることによって、全世界の中国コミュニティに幅広く情報を届けています。運用理 
念は“IMPACT”。 

捜狐（ナスダック登録名：SOHU）は、中国で最も有名な検索ポータルサイトです。 
検索だけでなく、ネットワークゲームの提供や、様々なサービスを付加価値として 
提供することによって、中国インターネットをリードする存在となっています。“捜狐” 
は中国語のインターネットメディアにおいて重要な位置をしめており、中国全土に 
知れ渡る最強のブランドであり、中国インターネット利用者が一番初めに選択する、 
中国語専用の検索ポータルサイトです。 

媒体概要 

平均接触ボリューム 
全体PV 約13.2億PV/月 
全体ＵＵ 約4億人/月 
全世界にいる中国コミュニティも含め、ユーザーは13.2億人/月を上回り、ページ 
ビューは延べ6億回/日を上回ります。 

ユーザープロフィ‐ル 
性別：男性（5３％）女性（47％） 
年齢：--19歳（6％） 20―２９歳（10％） 30—38歳（68.6％）40—49歳（6.2％） 
50-59歳 （6％） 60歳—（3％） 

職業：職業を問わず、全ジャンルから 
年収：0-60万元 

ユーザープロフィ‐ル 
性別：男性（60％）女性（40％） 
年齢：--19歳（8％） 20―２９歳（12％） 30—38歳（60％）40—49歳（10％） 
50-59歳 （6％） 60歳—（4％） 

職業：管理部門、学生 
年収：26万元以上 

捜狐 

http://www.sohu.com 
運用会社 

ジャンル 

：捜狐 

：検索ポータル 

主要コンテンツ 
ニュース、音楽情報、マップ検索、大学生連絡先データ提供、スポーツ、娯楽、 
財政経済、科学技術、不動産、カー情報、人気小説独占掲載、モバイルコンテン 
ツ販売、政治・軍事・経済評論。
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网易 

http://www.163.com 

：网易 

：メールボックス 

運用会社 

ジャンル 

太平洋女性網 

http://www.pclady.com.cn 

： 太平洋网络有限会社 

： ファッション 

運用会社 

ジャンル 

媒体概要 
網易は中国インターネット界をリードする技術で様々なサービスを提供していま 
す。一番有名なのが、ユーザーのためのフリーメール・サービス。またソーシャ 
ルゲームや検索サービスを利用するユーザーも多く、若者はゲーム利用が多く、 
ビジネスマンの多くはフリーメールサービスを利用しています。コミュニケーショ 
ンサイトとしての位置も高く、ブロガーやビデオフォーラム利用などのユーザー 
も多く集めています。 

媒体概要 
2004年に開設、女性をターゲットにした、ファッション・美容・生活情報サイト。開 
設して3年ほどで中国女性人気ナンバーワン・サイトになりました。女性対象の 
実用的な情報が多く、流行ファッション情報、最新の美容・健康情報だけでなく、 
娯楽や旅行などの情報も網羅。中国での女性の立ち位置を明確にし、美しく輝 
かせるサイトとして、情報発信しています 

平均接触ボリューム 
全体PV 約5.2億PV/月 
全体ＵＵ 約2億人/月 
全世界にいる中国コミュニティも含め、ユーザーは6億人/月を上回り、ページ 
ビューは延べ 7億回/日を上回ります 

平均接触ボリューム 
全体PV 約1920万PV/月 
全体ＵＵ 約500万人/月 
全世界にいる中国コミュニティも含め、ユーザーは 2000万人/月を上回り、ペ 
ージビューは延べ 500万回/日を上回ります 

主要コンテンツ 
ニュース、スポーツ、娯楽、財政経済、科学技術、不動産、カー情報、 
フリーメール、ゲーム、検索エンジンサービス、セミナービデオの提供、ビデ 
オフォーラムなどの交流サービス 

主要コンテンツ 
美容、洋服、プラント、時計、俳優、恋愛、星座占い、健康、ボディケア、ペット、 
フォトアルバム、ファッション知識など 

ユーザープロフィ‐ル 
性別：男性（63％）女性（37％） 
年齢：--19歳（2％） 20―２９歳（40％）30—38歳（3６％）40—49歳（1５％） 50- 
59歳（6％） 60歳—（１％） 

職業：ビジネスマン 
年収：25万元以上 –2000万元 

ユーザープロフィ‐ル 
性別：男性（20％）女性（80％） 
年齢：--19歳（１０％） 20―２９歳 （６０％）30—38歳（20％）40—49歳（6％） 
50-59歳（3.8％） 60歳—（0.2％） 

職業：ＯＬ、モデル、俳優など 
年収：0-60万元以上



China Beijing Artmedia Company 

版权所有 (C) 北京芸美伝媒文化有限公司 2007             Copyright © Art Media Beijing 2007. All rights reserved. 

【 サービス価格表 】 

※ ご契約は3ヶ月～となります。 
※ 1社様につき、管理者5-6名設置。編集、通訳、ページ管理、内容管理、ユーザ管理、ユーザ通話。 

※１ ※２ 人気４大サイトを含みます、他は弊社で選択できます200サイトの中から、中国マーケティングに従って、最適なサイトを選択いたします。 

No. web-site分区 メディア数 回数/月 単価（万円） 管理費（万円） 転載回数 合計（万円） 宣伝方法 １ヶ月料金（万円） ３ヶ月（万円） 

1 BBSサイト 4 10 5 20 70 ニュース 

2 ニュースサイト 2 10 5 20 70 PR宣伝 

実際転載媒体数２００サイト 140 

No. web-site分区 メディア数 回数/月 単価（万円） 管理費（万円） 転載回数 合計（万円） 宣伝方法 １ヶ月料金（万円） ３ヶ月（万円） 

1 BBSサイト 3 8 3.5 20 48 ニュース 

2 ニュースサイト 1 8 3.5 20 48 PR宣伝 

実際転載媒体数２００サイト 96 

No. web-site分区 メディア数 回数/月 単価（万円） 管理費（万円） 転載回数 合計（万円） 宣伝方法 １ヶ月料金（万円） ３ヶ月（万円） 

1 BBSサイト 2 6 2 15 27 ニュース 

2 ニュースサイト 1 6 2 15 27 PR宣伝 

実際転載媒体数２００サイト 54 

No. web-site分区 メディア数 回数/月 単価（万円） 管理費（万円） 転載回数 合計（万円） 宣伝方法 １ヶ月料金（万円） ３ヶ月（万円） 

1 BBSサイト 1 2 5 15 2000回以上 25 ニュース 

2 ニュースサイト 0 PR宣伝 

実際転載媒体数２００サイト 25 

2000回以上 50 150 

3 

4 

１ヶ月セット料金表 

15 45 

１ヶ月セット料金表 

2000回以上 

2000回以上 90 270 

１ヶ月セット料金表 

1 

2 

１ヶ月セット料金表 

135 405
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【 オプションサービス 】 

◆◆◆ ご希望によって、下記オプションサービスを追加できます。 ◆◆◆ 

2000万ユーザ以上 1.5円／人 ユーザー1名につき 第3方提供は数字 ユーザ量増加 8 

単価の50％ 1 緊急、急を要する場合 その他 7 

市場データ分析 200 １ 分析レポート発行 6 

広告枠を押さえることができます。 広告メディア費 5 

別途お見積もりいたします。 広告制作費 4 

ユーザー参加型ページで多くのファンを集客します。 160 １ 4 徽博窓口 サイト内ページ作成 3 

同ジャンルをまとめて紹介致します。 
ユーザーに検索されやすくなります。 65 1 1 専門窓口 ジャンル指定料金 2 

御社様の重要なニュースを告知できます。 65 1 1 新聞窓口 新聞 1 

詳細 単価（万円） 媒体数 回数 掲載ページ 分類 

※他にも様々なサービスをご用意しております。ご希望などご相談ください。別途お見積もりいたします。
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NEWS 1 

【ポータル】

名称 ホームページ 

一日平均IPユーザー数 

（一週間）PV 

1 新浪网 www.sina.com 462,000 

2 搜狐 www.sohu.com 13,470,000 

3 网易 www.163.com 17,730,000 

4 千龙 网 www.qianlong.com 390,000 

5 TOM www.tom.com 1,524,000 

6 腾 讯 www.qq.com 46,980,000 

7 淘宝网 www.taobao.com 27,360,000 

8 21CN www.21cn.com 732,000 

9 MSN www.msn.com.cn 582,000 

10 雅虎 www.yahoo.com.cn 384,000 

11 猫扑网 www.mop.com 2,526,000 

12 凤 凰网 www.ifeng.com 6,120,000 

13 天涯社区 www.tianya.com 22,800 

【クルマ】 

名称 ホームページ 

一日平均IPユーザー数 

（一週間）PV 

1 太平洋汽车 网 www.pcauto.com.cn 834,000 

2 爱 卡汽车 网 www.xcar.com.cn 708,000 

3 
汽车 之家 

www.autohome.com.cn 1,260,000 

4 万车 网 www.webcars.com.cn 75,000 

5 华 夏汽车 网 www.sinocars.com 現時点不明 

6 易车 网 www.bitauto.com 594,000 

7 车 168 www.che168.com 258,000 

8 中国汽车 网 www.chinacars.com 576,000 

9 车 天下 www.chetx.com 123,000 

10 汽车 中国 carschina.com 118,200 

11 卓众汽车 网 www.uncars.com 780 

12 汽车 商务 网 www.bcar.com.cn 660 

13 汽车 点评 网 www.xgo.com.cn 82,200 

14 中国汽车 动 态 网 www.chinaauto.net 1,560 

15 汽车 爱 好者 www.carfan.cn 1,380 

16 中国汽车 消费 网 www.315che.com 117,600 

17 越野E族 www.fblife.com 204,000 

18 汽车 探索 www.feelcars.com 948,000 

19 新锐 车 网 www.chelink.com 12,600 

20 奥杰汽车 网 www.aojauto.com 6,000 

21 成龙 汽车 网 www.jcauto.com.cn 67,800 

22 车 世界 cheshijie.bitauto.com 594,000 

23 慧聪 汽车 网 www.auto.hc360.com 858,000 

24 XGO汽车 点评 网 www.xgo.com.cn 82,200 

25 中国汽车 品牌网 www.at160.com 240,000 

NEWS ２ 
【ファッション】 

名称 ホームページ 

一日平均IPユーザー数 

（一週間）ＰＶ 

1 时 尚中国网 www.43china.com 1,200 

2 国际 服饰 网 www.fs31.com 3,000 

3 998时 尚网 www.ss998.com 180 

4 瑞丽 女性网 www.rayli.com.cn 372,000 

5 中国结 婚网 www.chinajiehun.com 7,200 

6 美丽 婚嫁网 www.marry52.com 30,600 

7 中国时 尚品牌网 www.chinasspp.com 99,000 

8 中国女性网 www.ladye.cn 1,680 

9 太平洋女性网 www.pclady.com.cn 642,000 

10 风 尚伊人网 www.fglady.cn 2,400 

11 斐贝 女性 www.febay.com.cn 3,000 

12 维 度女性 www.vdolady.com 24,000 

13 风 尚中国 www.fengsung.com 17,400 

14 美妆 网 www.c-vogue.com 360 

15 中国童装时 尚网 www.tz.ef360.com 22,800 

16 ･衣网 www.ef360.com 22,800 

17 中国内衣时 尚网 www.ne.ef360.com 22,800 

18 中国时 尚在线 www.chinasszx.com 1,320 

19 中国纺 织 商务 网 www.chinatextile.net 840 

20 中国服装商务 网 www.sinoef.com 3,600 

21 中华 服装网 www.51fashion.com.cn 13,200 

22 中国服装网 www.efu.com.cn 61,800 

23 中国第一纺 织 网 www.webtextiles.com 1,020 

24 尚趣网 www.vsuch.com 91,800 

25 onlylady www.onlylady.com 468,000 

26 闺 蜜网 www.kimiss.com 139,200 

27 美肤 网 www.beauty-skin.cn 300 

28 时 尚女性网 www.nu356.cn 具体数据不详 

29 爱 丽 女性网 http://27.cn/ 516,000 

30 中国丝 绸 网 www.silkcn.cn 2,400 

31 国际 时 装网 www.world-dress.com 具体数据不详 

【電子デ ジタル】 

名称 ホームページ 

一日平均IPユーザー数 

（一週間） 

1 中关 村在线 www.zol.com.cn 2,382,000 

2 太平洋电 脑 网 www.pconline.com.cn 2,622,000 

3 赛 迪网 www.ccidnet.com 228,000 

4 电 脑 之家 www.pchome.net 1,680,000 

5 IT世界 www.it.com.cn 360,000 

6 中小企业 IT网 www.cbismb.com 3,600 

7 驱 动 中国 www.qudong.com 21,000 

8 北斗手机网 www.139shop.com 37,800 

9 小熊在线 www.beareyes.com.cn 270,000 

10 通信产 业 网 www.ccidcom.com 45,000 

11 通信世界网 www.cww.net.cn 19,200 

12 世界网络 www.linkwan.com 40,800 

13 网络 通信中国 www.voipchina.cn 660 

14 飞 象网 www.cctime.com 19,800 

総合 

【一番人気】 

種類 ホームページ 媒体数 

1 宝くじ http://www.aicai.com/ 他20 

2 経済金融 http://www.yicai.com/ 他20 

3 買い物 http://www.vancl.com/ 他20 

4 チーム買い物 http://tuan.ganji.com/ 他20 

5 女性 http://www.izhufu.com/ 他50 

6 友人作る http://www.90squan.com/ 他20 

7 軍事 http://bbs.5281.net/ 他24 

8 スポッツ http://sports.cntv.cn/index.shtml 他36 

9 クルマ http://www.xgo.com.cn/ 他20 

10 映画 http://www.youku.com/ 他50 
11 ゲーム http://www.caihongtang.com/ 他32 

【娯楽】 

分類 ホームページ 媒体数 

1 小説 http://www.txtbook.com.cn/ 他66 

2 写真集 http://bbs.jysu.com/ 他56 
3 新聞 http://www.gmw.cn/ 他30 

4 星座 http://www.nnn666.com/ 他10 

5 漫画アニメ http://www.chinanim.com/ 他10 

6 社区 http://www.55bbs.com/ 他10 

7 交通 http://www.huoche.com/ 他50 
8 笑い話す http://www.jijidi.com/ 他12 

【生活サービス】 

分類 ホームページ 媒体数 

1 金融商品 http://fund.jrj.com.cn/ 他10 

2 携帯 http://www.imobile.com.cn/ 他30 

3 健康 http://www.healthoo.com/Index.htm 他20 

4 親子 http://www.babytree.com/ 他100 

5 ベット http://www.chinapet.net/ 他60 

6 法律 http://www.legalinfo.gov.cn/ 他20 

7 銀行 http://www.52xyk.com.cn/ 他20 

8 テレビ http://www.smgbb.cn/ 他10 
9 仕事を探す http://www.51job.com/ 他68 

※ 200インターネット媒体のファイルを別途ご用意しております。 

※ 200インターネット媒体から、一部抜粋粋したものを紹介しています。 

【 主なサイトのユーザー数】
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アパレル会社のイベント－「ミスワールド」コンテスト。 
「天涯綱」で大きな効果があり、コンテスト総決戦時の 

アクセス数が140万を超え、4,000人以上のユーザーが 
申し込み、検索数も150,000人になった。 

「貴人鳥」スポーツ系アパレル会社がネット「youku.com」で 
「天生運動狂」というネットドラマを作り、ブランド戦略として 
の宣伝を行った。ネットでのアクセス視聴量が12,059,025回 
を記録。「天生運動狂」というネットキーワードが人気になり、 
たくさんの注目を集め、放送２週間で、「百度」でのメディア 
注目度が1,100％に上昇し、顧客も注目度も283％になった。 

ＰＲ宣伝 

徽博窓口 

【 事例紹介】
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スポーツ系アパレル会社が中国版ツイッターー「新浪微博」 
でのＰＲ宣伝を行った例。ファンの注目が高い有名人を通じて 
宣伝を行い、リツイート数が一万を超え、コメントも1,000件以 
上になった。フォロワｰも1,000万人に広げた。 

「KANA」というブランドの時計会社がPR活動を行った例。 
公式「微博」とBBS（論壇）でイベントをリアルタイムの中継. 
多くのユーザーが参加して、多数の芸能人とファン達が 
リツイート。フォロワーが500万人を超えた。 

ブログ 

「微博」とBBS 
（論壇）
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化粧品会社が化粧コンテストをネットPRイベントとして開催。 
4,000人以上の芸能人、デザイナー、アナンサー 
と美容化粧編集者などの注目が集まり、500万人 
のネットユーザーが参加した。 

「新日電動車」が上海万博の電気オートバイのスポンサー 
として、「新日万博BABY」のオンラインPRを行った。 
「万博黒桃Queen」をテーマとして活動を企画。展示会当日 
に公式万博ホームページで発表し、4回にホームページ 
のホットトピックスに掲戴。「天涯.COM」にも同様の施策を行い、 
２週間のアクセス量も百万を突破した。 

ニュース 
ブログ


