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hktdc.com Sourcing の特長と強み

◆ 準政府機関である香港貿易発展局が運営する
安心のプラットフォーム、リーズナブルな利用料

◆ 世界50か国に広がるネットワークによるデータベースの
蓄積と万全のサポート体制

◆ メインのユーザーは香港貿易発展局主催の国際展示会で
定期的に買付を行っている優良バイヤー

◆ バイヤーの閲覧履歴から需要を分析しSEO向上に役立つ
ダッシュボード

◆ Googleの最新AIの導入により、商品のアップロードが
直観的で便利に

◆ サプライヤーとバイヤー双方が安心して取引することを
可能にする独自の評価システム

◆ 世界的な調達トレンドや需要に応じた
テーマ別プロモーションやキャンペーン
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hktdc.com Sourcing
世界中の優良バイヤーとサプライヤーをつなぐ

登録バイヤー（HKTDC展示会へ来場経験のあるバイヤー含む）

優良サプライヤー（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）

※バイヤーの国・地域別内訳



問合せの多い国・地域

アセアン諸国、日本、韓国、台湾を含む

問合せ元の地域分布問合せ元トップ５

カナダ

米国 インド香港

英国

※2020年12月～2021年1月の期間のデータ

米州

20.8%

欧州

20.4%

その他アジア

18.7%

香港

9.1%

中国本土

8.7%

その他

22.4%



1. 家庭用品、照明製品、工具類 多

2. 雑貨、玩具、スポーツ用品

3. ファッション、衣料品、アクセサリー類

4. エレクトロニクス製品

5. ジュエリー、時計

6. 印刷、包装、文具、事務所用品

7. 健康、美容、ベビーケア用品

8. 食品、飲料

9. 産業用機械、部品・部材、原材料

10.自動車、輸送用機器

11.プロフェッショナル・サービス 少

掲載商品カテゴリー（商品数）

トップページ

カテゴリー検索ページ



バイヤーからの問合せトップ５

商品カテゴリートップ５ 商品トップ５

1. 家庭用品、DIY用品、工具類 • 家庭用AV機器

2. エレクトロ二クス
• 携帯電話、タブレット、デジタル

アクセサリー

3. 雑貨、玩具、スポーツ用品 • コンピューター＆周辺機器

4. ファッション、衣料品、アクセサリー類 • ドア、窓、付随用品

5. 宝飾品、腕時計 • 屋内用照明



もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
最新AIと信用格付け

最新AI
+

機械学習技術

50年の
展示会運営

オンライン
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関連性の高いマッチング、製品、サプライヤー・バイヤーの
推薦が可能に。

最新AIと機械学習技術 バイヤーからの信用を担保するサプライヤーの格付け

✓ 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



✓ 関連性の高い検索結果をトップに表示

✓ 新製品を即時に推薦し、露出を高める

✓ 新たにカスタマイズされたサプライヤー・
ストア・ページ

ホームページ

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
ユーザーに優しいインターフェイス



✓ オンラインサブスクリプションのための
24x7オンボーディングプロセス

✓ より迅速な製品分類に最新技術を採用

✓ 3分で製品・情報アップロードができるよ
うDIYフローを簡素化

製品は、画像認識技術によって、アップ
ロードされた写真と選択されたカテゴ
リーに基づいて分類されます

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
迅速な出品プロセス



• HKTDCが定義したタグ

• Googleの共通タグ

• Google web 検索タグ

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
簡単なDIYプロセス

製品イメージと選択したカテゴリー
でのタグを提案



✓ 写真はアップロード後、編集ツール
から直接編集可能

✓ 写真とビデオによりコンテンツを
より豊かに

✓ DIY ～
“見たとおりそのままのイメージに”

DIY – 編集画面

製品ページ – 実際の公開画面

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
簡単なDIYプロセス



サプライヤー：
✓ 24X7 パフォーマンスを監視

バイヤー：
✓ 興味のある製品をお気に入りに追加
✓ 保存した検索条件と新製品のアラート

検索履歴

新製品のアラート

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
リアルタイム・ダッシュボードでバイヤーの需要をチェック



✓ 即時メッセージレイアウトへ
刷新し、調達のプロセスを高速化

✓ ユーザー利用履歴を残すために
ログインが必要

✓ メッセージセンター内に統合
されたビデオ・電話機能

質の高いパートナーを保障し商談とスパム防止機能を促進するため、

問い合わせとチャット記録は保存されます。

ビデオコール

ボイスコール

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
メッセージ・センターのアップグレード



✓ 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は疑わしい案件を
頻繁に監視

✓ ユーザーの疑わしさを自動的に
判断し、スパムが拡散されるの
を防ぎ、問い合わせの質を向上

もっと使いやすく ～ユーザー体験の拡充
スパム対策



地域ブランドを冠したプロモーション例①

イタリア 台湾



地域ブランドを冠したプロモーション例②

韓国 中国・福建省



JETRO x HKTDC コラボレーション @hktdc.com
ヘルスケア、日用品・インテリア、美容関連など150社以上が出展中



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
※2021年9月30日まで

サービス内容

✓ 会社情報掲載・基本機能
✓ ブースターチケット10枚
✓ コンテンツ編集サービス*

（最大10製品）

✓ D&Bチェック
✓ TUV証明書チェック

✓ 会社情報掲載・基本機能
✓ ブースターチケット4枚

✓ 会社情報掲載・基本機能 ✓ 会社情報掲載・基本機能
✓ D&Bチェック（1回限り）
✓ TUV証明書チェック
✓ コンテンツ編集サービス*

（最大5製品）

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

(1年間)

US$2,310
(6か月)

US$1,540
(3か月)

US$580 (1年間)
*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

*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
*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。

シンプルで柔軟な料金設定



さらに露出を高めるために *有料オプション

1. ブースター

• 掲載の時期や場所を選び戦略的に露出を高める
• 料金: US$80

※1回のブースターで3日間有効



2. バナー広告

• 広告表示により露出を高める

• 掲載可能箇所 (掲載可能数):

• Sourcing Homepage (3)

• Product / Service Search Result Page (2)

• Company Search Result Page (2)

• Category Browsing Page (2)

• Product / Service Details Page (1)

• Enquiry Thank You Page (1)

• 料金: 728x90 (デスクトップ): US$6 CPM*

• 料金: 300x250, 320x50 (モバイル): US$8 CPM

• 料金: US$1,540～
*CPM・・・広告を1000回表示するごとに発生する広告費

さらに露出を高めるために *有料オプション



• 御社ブランドや製品を世界中のバイヤーへ発信

• 送信先: 80,000～100,000人のバイヤー
（DM1通当たり）
※毎月DM4通を配信

• 料金:

❖US$620 （1製品・１社当たり）
※DM1通につき2枠
（1社につき1枠まで）

❖US$2,780 
（1特集セクション・1団体当たり）
※広告掲載費US$770が別途必要）
※DM1通につき1枠

eDMサンプル:  

http://info.hktdc.com/dm/CP2123659/index.html

個別企業向け 団体向け

さらに露出を高めるために *有料オプション

3. eDM

http://info.hktdc.com/dm/CP2123659/index.html


• SNSなどの最新技術やサービスに明るい
新規のバイヤーにリーチ

• フォロワー合計数:

約50,000 (WeChat)

約51,000 (Facebook)

• 料金: US$2,780

WeChatサンプル:

https://mp.weixin.qq.com/s/U_R8uN-Uo_mAE7ckwI6kvA

さらに露出を高めるために *有料オプション

4. ソーシャルメディア WeChat/Facebook

https://mp.weixin.qq.com/s/U_R8uN-Uo_mAE7ckwI6kvA


さらに露出を高めるために *有料オプション

5. 追加のデータストレージ

メディアストレージの増設

・御社製品のラインアップやPR動画を
より多くのバイヤーに見てもらうために

・料金：US$240 /1GB

・1GBの容量でできること・・・
例1）1MBの画像1000枚
例2）50MBの動画20本
例3）1MBの画像500枚と50MBの動画10本



香港貿易発展局 東京事務所

電話 ：03-5210-5850
メール：tokyo.office@hktdc.org
住所 ：東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル6階

お問い合わせ


