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アリババ（Alibaba.com）×百度（Baidu.com）×アイレップ 3社が集結！ 

中国中国中国中国ビジネスをビジネスをビジネスをビジネスを成功成功成功成功にににに導導導導くくくく WebWebWebWeb ソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナー    

 ～各業界トップが中国ビジネス＆EC を成功に導くためのノウハウを解説～ 

 

 

株式会社アイレップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：紺野俊介、証券コード：

2132、以下アイレップ）は、9月 20 日（木）に「中国ビジネスを成功に導く Web ソリューション

セミナー」を東京にて開催いたします。スピーカーは、アリババ株式会社 代表取締役社長の香山

誠氏と、百度公司 日本駐在主席代表の陳海騰氏、バイドゥ株式会社 国際事業室 マネージャーの

高橋大介氏の 3名をゲストスピーカーに迎える他、株式会社アイレップ 代表取締役社長 CEO の紺

野俊介が務めます。 

 

【セミナー開催背景】 

 

いまや中国向けビジネスは、数多くの日本企業が進出を果たし、準備や投資といったフェーズ

から、具体的に成果を求められるフェーズへと移行してきています。国内ビジネスと違い、中国

ビジネスでは活用すべき Web 媒体、マーケティング手法も異なってくるため、いかに中国のビジ

ネス習慣やユーザー行動を理解し、その上で適切なプロモーション手段を用いて市場へとアピー

ルしていくかが、ビジネス成功の鍵となっています。 

 

そこで本セミナーでは、中国 Web 業界を牽引する 2 大企業、アリババ株式会社とバイドゥ株式

会社の日本法人代表をお招きし、中国マーケットの最新事情や現地 ECの成功の秘訣について解説

するほか、弊社代表が中国デジタルマーケティングで必ず押さえておきたいポイントについて、

最新情報を交えながら語ります。 

 

中国ビジネス、ECを成功させるためのマーケットの理解とテクニックを学びたいと考えている、

中国関連ビジネス経営者、企業 Web 責任者、中国マーケティングご担当様必見のセミナーです。 

 

お申込みはこちら 

https://www.irep.co.jp/service/contact/seminar20120821/ 

 

    

 



 

 

    

日程日程日程日程・・・・会場会場会場会場    

 

日 時 ： 2012 年 9 月 20 日(木) 14:00-16:00 （13:30 受付開始） 

会 場 ： 新宿ファーストウエスト 

         (東京都新宿区西新宿 1-23-7) 

会場地図はこちら http://www.first-west.jp/sitemap/index.html 

   定 員 ： 100 名 （応募数多数の場合は抽選とさせていただきます） 

 

セミナーセミナーセミナーセミナー申込要領申込要領申込要領申込要領 

参加費 ： 無料 

お申込 ： 専用フォームよりお申し込みください 

締 切 ：2012 年 9月 12 日（水） 17：00 

※ネット広告代理店、SEO サービス会社、Web 制作会社等、同業他社の方の参加はお断り致します。 

 

お申込みはこちら 

https://www.irep.co.jp/service/contact/seminar20120821/ 

    

講演概要講演概要講演概要講演概要    

 

■バイドゥ講演 

講演内容： 『中国検索市場とバイドゥについて』  

講演者  ：  百度 Baidu, Inc. 駐日首席代表／バイドゥ株式会社 代表取締役副社長 

 陳 海騰（ちん かいとう） 

 

講演内容： 『検索マーケティングで成果に繋げるテクニック』  

講演者  ：  バイドゥ株式会社 国際事業室 マネージャー 高橋 大介 

 

■アイレップ講演 

講演内容： 『中国デジタルマーケティングの実情と活用法』 

講演者  ：  株式会社アイレップ 代表取締役社長 CEO 紺野 俊介 

 

■アリババ講演 

講演内容： 『中国 EC 市場で成功するためのキーファクター』 

講演者  ：  アリババ株式会社 代表取締役社長 香山 誠 

 

（※講演内容は変更する可能性もございますのでご了承ください。） 

 

    

講演者講演者講演者講演者・パネリスト・パネリスト・パネリスト・パネリストプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

 

◆百度 Baidu, Inc. 駐日首席代表 バイドゥ株式会社 代表取締役副社長 陳 海騰 

中国福建省厦門(アモイ)理工大学外国語学部 日本語学科卒業後、中国国際旅行社日本部を経て、

沖縄国際大学商学部経済学科に留学。その後、神戸大学大学院経済学研究科終了。1997 年 NTT 西

日本法人営業本部に入社。以降、株式会社インデックス中国駐在首席代表や DAC(博報堂と ADK の

出資会社) 北京現地法人 COO など中国モバイル・広告事業の現地立ち上げなどを経て、2006 年

12 月百度中国公司 駐日首席代表に。2009 年 12 月には Yokoso! Japan 大使（観光庁）に就任。 

2010 年カンブリア宮殿出演など。チャレンジ・ハングリー精神を座右の銘に、日中 Web マーケテ

ィング、日中企業の経営を指南。 

中国中国中国中国ビジネスをビジネスをビジネスをビジネスを成功成功成功成功にににに導導導導くくくく WebWebWebWeb ソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナー概要概要概要概要 



 

 

◆バイドゥ株式会社 国際事業室 マネージャー 高橋 大介    
ネットベンチャーを経て、2004 年株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社。2005 年に 株

式会社電通 インタラクティブ・コミュニケーション局 出向。2008 年にバイドゥ株式会社 国際

事業室へと移り、現在は日系企業の中国進出支援などに従事。 

【受賞歴】カンヌ国際広告祭 2007 Cyber Lions 部門 Corporate Information SHORTLIST 

 

◆株式会社アイレップ 代表取締役社長 CEO 紺野 俊介 

大学卒業後、EDS Japan（現日本ヒューレット・パッカード）を経て、2003 年に株式会社アイレ

ップに入社。黎明期より SEM に従事し、リスティング広告運用の体系化、SEM における SEO 手法

を確立するとともに、トップコンサルタントとして数多くの大手クライアントの SEM を成功に導

く。現在はアイレップの代表取締役社長 CEO、株式会社レリバンシー・プラスの代表取締役社長

として、アイレップグループ全体のデジタルマーケティング事業を率いるとともに、書籍・コラ

ム執筆や、セミナー講演を積極的に務めている。主な著書に「検索連動型広告を成功に導く SEM

戦略」（インプレスジャパン刊）、「SMO(ソーシャルメディア最適化)実践テクニック」（ソフトバン

ククリエイティブ刊）、「スマートフォン・チャンス！」（インプレスジャパン刊）等。    

 

◆アリババ株式会社 代表取締役社長 香山 誠 

1986年ソフトバンクに入社。 長年にわたる国内BtoBビジネス、さらには、国内や海外企業とのイ

ンターネットビジネスにおけるジョイントベンチャーの立ち上げの経験をもとに、2008年5月にア

リババ株式会社代表取締役社長に就任。 伸びゆく中国市場や新興諸国市場でのインターネットを

活用した販路開拓支援を通じて、地域経済および日本経済の活性化への貢献を目指している。  

 
 
登壇登壇登壇登壇企業企業企業企業 

 

■百度中国公司 バイドゥ株式会社について 

百度（Baidu.com）は、中国でシェア 70％以上の検索エンジンです。2000 年に設立 し、2001 年

にサービスを開始以降、ニュース検索や画像検索、地図検索など充実した機能を提供し続けてお

ります。2005 年アメリカ NASDAQ に上場し、2008 年には日本向けサービスも提供開始いたしまし

た。日本語サイトでは現在、Baiduの検索、Web技術を活用した無料で使える日本語入力システム

BaiduIME、Andoroid 版日本語入力システム Shimeji を提供すると共に、中国進出企業向けのサポ

ートを提供しております。 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】    ：バイドゥ株式会社 

【所在地】  ：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー34 階 

【URL】    ：http://www.baidu.jp/ 

【代表者】  ：Alan Zhang （張 東晨） 

【設立年月】：2006 年 1月 

【資本金】  ：4 億 6,000 万円 （2012 年 3月末現在） 

【事業内容】：インターネット検索製品、サービスの開発・提供、インターネット広告の販売 

 

■アリババ株式会社について 

アリババドットコムとソフトバンク株式会社の出資により、2008年 5月設立。日本企業の世界市

場での取引先開拓を支援する「アリババワールドパスポート」（http://www.alibaba.com）、中国

最大の ECモール天猫 Tmall（http://www.tmall.com）への出店と拡販をワンストップでサポート

する「チャイナパスポート」のふたつのサービスを提供しています。アリババ株式会社は、イン

ターネットを活用した日本企業の世界進出を支援することで、現代の「海援隊」として地域経済

そして日本経済の活性化に貢献してまいります。 

 

 

 

 

 



 

 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】    ：アリババ株式会社 

【所在地】  ：東京都中央区日本橋浜町 2-12-4 エスエス製薬本社ビル 4F 

【URL】    ：http://corp.alibaba.co.jp/ 

【代表者】  ：香山誠 

【設立年月】：2008 年 5月 

【資本金】  ：12億 2,184 万円 （2012 年 3月末現在） 

【事業内容】：クロスボーダーBtoB／BtoCサイトの運営 

 

■株式会社アイレップ について 

アイレップはSEM（検索エンジンマーケティング）を主軸とし、リスティング広告、SEO（検索

エンジン最適化）、SMO（ソーシャルメディア最適化）、Web 解析、LPO（ランディングページ最

適化）まで、SEM 関連の専門サービスをワンストップで提供しております。アイレップはSEMやSMM

（ソーシャルメディアマーケティング）、アフィリエイトマーケティングを中心としながら、広

告主のオンライン上のマーケティングを最適化する「デジタルマーケティングエージェンシー」

として、企業価値を向上させてまいります。 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】   ：株式会社アイレップ 

【所在地】  ：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7F 

【URL】    ：http://www.irep.co.jp/ 

【代表者】  ：紺野俊介 

【設立年月】：1997年11月 

【資本金】  ：5 億4,564万円 （2012年3月末現在） 

【事業内容】： 

◆デジタルマーケティング領域 

SEM サービス 

モバイル SEM サービス 

SMM（ソーシャルメディアマーケティング） 

アフィリエイトマーケティング 

インターネット広告 

◆デジタルメディア領域 

住宅展示場サイトの運営（総合住宅展示場） http://www.jutakutenjijo.com/ 

TV 情報検索サイト（TVais） http://www.tvais.jp/ 

 

 

【記事転載・引用等に関するお問い合わせ先】 

●株式会社アイレップ 

TEL：03-3596-8050  FAX：03-3596-8145 

【報道関係お問合せ先】広報担当 下山   E-MAIL: pr@irep.co.jp 

【弊社サービス内容に関するお問合せ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp 

 

 


