
香港貿易発展局のオンライン・マーケットプレイス
hktdc.com Sourcing

HKTDC展示会へ来場経験のある数々の国際バイヤーの登録総数

HKTDC展示会の出展者やプロダクトマガジンへの広告出稿企業含む

質の高い優良サプライヤーの総数

Communicator Awards
✓ Business Website, Award of Distinction
✓ Website User Experience, Award of Distinction
✓ Website Redesign, Award of Distinction

WebAwards
✓ Outstanding Website

Internet Advertising Competition
✓ Best Directory or Search Engine Website

MobileWebAwards
✓ Best Directory or Search Engine Website

Galaxy Awards
✓ Business to Business Website, Honors Award

Davey Awards
✓ Business Website, Silver Award

アワードと評価 登録バイヤーの分布



▪ 香港貿易発展局（準政府機関）が運営する

安心のプラットフォーム、リーズナブルな利用料

▪ B to B に特化
国際展示会などで定期的に買付を行っている

クオリティーの高いバイヤーが数多く利用

▪ 世界的な調達トレンドや需要に応じた

テーマ別のプロモーションやキャンペーン

▪ ニュースレター「NewsBites」や19言語のソーシャ
ルメディアアカウントを駆使し、世界中から
新規バイヤーをhktdc.com Sourcingに誘導

NewsBites
→https://newsbites.hktdc.com/

hktdc.com Sourcing の特長と強み



登録している世界の大口バイヤー（一部抜粋）



2020年4月から7月まで

アクセス数: 420万件

問合せ・引合数: 72.7万件

テーマ別のプロモーションやキャンペーンを通じて
世界のバイヤーに購買意欲を喚起



バイヤーに対し
検索/閲覧履歴を元
にAIが最適な製品
を自動的に表示

強化された
カスタマー

エクスペリエンス

自社だけの
オリジナルページ

進化した
使い勝手

システムの刷新
hktdc.com Sourcing 2.0



✓ サプライヤーの信用性と供給能力
をゴールド、シルバー、ブロンズ
の3段階で評価

✓ 平均対応時間 – 問合せへの対応
状況を表示

✓ HKTDC展示会への出展履歴

サプライヤーの評価システム



✓ 常時編集可能

✓ 最新技術を用いた迅速な製品分類

✓ 3分で製品情報のアップロードが
可能な簡便なDIYフロー

製品は、画像認識技術と組み合わせ、アップロー
ドされた写真や選択されたカテゴリに基づいて、
自動的に適切なタグ付けの提案が表示されます

迅速・簡便な情報掲載手順



✓ 写真はアップロード後に画像編集ツー
ルにより直接編集（リサイズ、トリミ
ング、回転、色調整等）が可能

✓ 写真に加え、動画も掲載可能

✓ 編集用画面のイメージがそのまま
実際の掲載画面に反映される

編集用画面

実際の掲載ページ

新しくなったサプライヤー用の編集用画面



サプライヤー：
✓ パフォーマンスを常時モニターし解析

バイヤー：
✓ 興味のある製品をお気に入りに登録
✓ 検索条件の保存と新製品の通知

検索履歴

新製品の通知

バイヤーのアクセス記録を解析する
リアルタイム・ダッシュボード



✓ インスタントメッセージ用の新
しいレイアウトになり、迅速な
顧客対応が可能

ビデオ通話

音声通話

✓ 統合されたビデオ通話および音
声通話機能も使用可能

✓ 問合せおよびチャットの履歴は
商談の記録として保存可能

利便性の向上したメッセージセンター



✓ サプライヤー・バイヤーともに、
疑わしい案件を簡単にHKTDC
に報告することが可能。

✓ HKTDCは疑わしい案件について
迅速に確認。

✓ 疑わしい度合いを自動予測し、
潜在的なスパム行為を予防し、
問合せ全体の質の向上を実現。

進化したスパム防止対策



✓ 20種類以上のマガジンとその他
数多くの媒体により、200の
国・地域に及ぶ500万人以上の
グローバルなバイヤーにリーチ

✓ 印刷版のフェアカタログは
オンラインでも閲覧可

デジタル・コンテンツ・ソリューション
複数のメディアに掲載され、世界中500万人のバイヤーに届く



バイヤーの注意を引く目立つ場所で製品を展示。 hktdc.com Sourcingプラットフォームにて
製品を直接仕入れてもらうよう専門スタッフが販促サポート

アイランド・ショーケース
製品ディスプレイ

キュービック・ショーケース
製品ディスプレイ

リアルな展示会との相乗効果
hktdc.com Sourcing ゾーン



私たちは屋外ウォータースポーツ用品をhktdc.com Sourcingで販売しています。
現在中国大陸には協業相手が比較的少ないので、私たちは中国の内モンゴルや山東
省そして海南島のウォータースポーツ関係の事業者から注文を受けることができま
した。

Extreme Union Ltd（香港）
Outdoor product Supplier

私たちはhktdc.com Sourcing経由で商品をプロモートしており、年間を通じて問合
せ全体の20％はhktdc.com Sourcing経由となっています。そのうち半数以上は新興
国のバイヤーからで、その他は欧米や香港の大手バイヤーからとなります。優良なバ
イヤーと取引ができることによってわが社のブランドイメージの向上に役立つだけで
なく、世界の異なるマーケットについての勉強にもなります。

Trend Power Ltd（香港）
Electronics Supplier

https://supplier-centre.hktdc.com/en/suppliertestimonials.html

ユーザー（サプライヤー）の声



スタンダード・パッケージ
プロモーション・パッケージ
(新規ユーザー向け)

プロモーション・パッケージ
(既存ユーザー向け)

特別限定パッケージ

サービス内容

✓ All features/ functions 
available in “Company 
Information Page”

✓ 10 x Boosters (tactical 
offer only)

✓ 10x CCT (tactical offer 
only)

✓ D&B& TUV

✓ All features/ functions 
available in “Company 
Information Page”

✓ 4x Boosters (tactical offer 
only)

✓ All features/ functions 
available in “Company 
Information Page”

✓ All features & functions 
available in “Company 
Information Page”

✓ One-off D&B check
✓ TUV cert check
✓ CCT x 5 (tactical offer)

メディアストレージ
容量*

3GB 3GB 3GB 0.2GB

料金
出展者: US$2,840

非出展者: US$3,550
US$2,310

(6か月)
US$1,540

(3か月)
US$580

(団体: US$440/社)

1回限定更新料金
（既存ユーザー向け）

出展者: US$2,240
非出展者: US$2,470

CCT*が含まれない以外は
スタンダード・パッケージの内容と同じ

団体：10社以上

*出展者への無料パッケージ（写真10枚）は0.1GBのメディアストレージに変更されます。10月に2.0に自動アップグレードされ、残りの有効期間のみ無料で利用いただけます。
企業情報ページの編集・機能が利用可ですが、第3者機関による認証やCCTサービスは含まれません。

*CCT：コンテンツ編集サービス（より検索されやすいよう
製品名称や説明文をHKTDCが編集するサービス）

*1GBあたりUS$240で容量増加が可能

パッケージ一覧


