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「世界の工場」としてだけでなく、ここ数年は「世界最大の市場」としても成長著しい中国。

セールス・インチャイナ 顧問

各国企業が中国市場を狙っているなか、多くの日本企業も中国へ進出している。

中国EC市場で成功する方法

しかし中国に進出した日本企業は必ずしも成功しているというわけではない。
本稿では、これから中国進出を考える企業にとって比較的ハードルの低い中国 EC 市場の攻略方法について、
そのポイントを解説する 。
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なぜ日本企業の中国進出は
失敗するのか？
上海を拠点に中国のEC（エレクト

らげにステレオタイプに捉えている

日本と中国では文化も社会の成り立

また日本企業の多くは中国市場に

③中国市場における日本企業のポジ

ち、習慣も異なる。当然経済や市場

おける自社のポジションを高く見積

の発展の仕方も日本とは異なるわけ

もる傾向がある。
「自社のブランドは

④現地パートナーがいない

で、過去の日本での成功体験を当て

中国でも有名」と信じて中国に来て

⑤現地経営陣の実力不足

はめても、うまくいくわけではない。

みたところ、誰も知らないのに愕然

中国に派遣された駐在員に多いの

とする駐在員も多い。確かに中国で

は、中国ビジネスについて人の話を

は日本製品全般への信頼の高さはあ

聞いたり、本を読んで「中国はこうだ」

る。ただしブランドとして確立して

ションへの誤解

ロニック・コマース）市場への進出を
検討する日本企業へのコンサルティン

ここからは、上記 5 つのポイントに

グ、出店支援を行っている私たちは、

ついて、原因と処方箋を見ていくこ

公私にわたって日本企業の駐在員と

とにする。

「上海人はこうだ」と中国を十把ひと

いるのは進出歴の長い企業などに限

知り合う機会も多い。そしてこれまで

からげにして捉えるケースだ。しか

られている。またブランド名は知ら

に進出のアプローチが適切でないた

し中国について書かれた本の内容は

れていても欧米や韓国のブランドと

実に多種多様だ。つまり「いろいろ

比べて特に競争力があるというわけ

る日本企業、さらには業績不振で撤

な人がいろいろなことを言える」のが

でもない。駐在員の多くは最初の数

退する日本企業を数多く見てきた。

中国ビジネスの現実なのである。そ

年でこうしたシビアな現実を目の当

めに、なかなか結果が出せないでい

「典型」のない中国市場

彼らはなぜ失敗したのか。中国進

中国市場へ進出を失敗した日本企

れぞれの本で書かれたことは、ある

たりにしてプライドがずたずたにされ

出がうまくいかないケースを分析す

業の最も多いパターンが、
「日本での

限られたエリアのある業界に関して

る。
「中国市場において自分たちは

ると、以下のような共通要因が浮か

自社の過去の成功体験をそのまま中

は事実であり、有益な情報であって

無名、弱小のプレーヤーだ」という

び上がってくる。

国市場に当てはめる」というものだ。

も、それ以外のエリアや業界には適

認識のもとに進出計画を立て、現地

用できない。中国には「典型」という

でのプロモーションや販売を進めて

ら、今後こんな商品が売れるはずだ」

ものがないのだ。ケースバイケース

いかなくては成功はつかめない。

といった言葉も現地法人の日本人ビ

で、地域や年齢層、業界によって状

ジネスパーソンからよく聞く。しかし

況はまったく異なる。

「今の中国は日本の○○年にあたるか
①日本での事業の成功体験を中国に
当てはめようとする
②中国の市場や中国人を十把ひとか
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結局は中国の現実を自分の目で見
て判断していくことが、進出成功へ
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のカギとなる。しかし状況を正確に

知らないことを知っていて、できな

日系のコンサル会社など、現地の状

把握するということは実際にはなか

いことをやってくれる存在だ。時に

況に通じている社外のパートナーを

なか難しい。人間は目の前の現実を

は営業、法務、あるいはライセンス

まずは見つけるべきだろう。

自分の都合の良いように断片的に切

かもしれない。そして、よいパート

なお、中国に現地経営陣として日

り取って、自分たちのシナリオ（たと

ナーの条件とは、お互いが補完関係

本から赴任してくる人は 30 代後半、

えば日本での成功体験に合わせたシ

にあり、将来のビジョンを共有でき

課長クラスが多い。これまで人事や

ナリオ）に無意識的に当てはめようと

ること。弊社にはマネージメントを

事業の意志決定など経営にかかわる

しがちだからだ。中国に「典型」は

長年一緒にやってきた中国人のパー

業務に携わった経験が少なく、率直

ないことを念頭に、時に少し痛い思

トナーがいるが、彼はわれわれの長

に言って経営陣としてのスキルと経

図1

を身に付けつつ、自社のブランドや商

中国 EC 市場取引額の推移（2011 年以降は予測）

品を中国の消費者に広めていく。EC

（億元）

市場での販売自体を自社製品の広告

20000

活動やマーケティングにも利用しつ
つ、認知度が高まってきたところで人

15000

気の高いエリアにリアルな店舗を展開
していくというシナリオが、中国市場

10000

に初参入する企業にとっては順当な
進出の仕方ではないかと思われる。

5000

いもしながら、中国の現実に触れて

年の友人でもある。こうしたよいパ

験がやや不足している人が多い印象

いくことが、中国を、そして中国市

ートナーを見つける方法は、日本で

がある。また、事業における意志決

場を理解する早道だ。

も海外でも変わらない。つまり多く

定や人事の決裁権は本社側が持って

の人と会い、これはと思われる人物

いて、現地駐在員に本格的な経営手

とビジネスを通じて信頼関係を築き

腕を求めていない場合もある。しか

ながらパートナーシップを築いていく

し、これでは中国の取引企業やスタ

しかない。

ッフからは現地経営陣が信用されな

中国のEC 市場は 2006 年ころから

中国進出にあたっては現地経営陣

い。なにより本社の稟議にかけて物

急激な成長を見せている（図 1）
。な

エリアや業界によって事情がまっ

に中国人パートナーが入っているの

事を決定していては、中国のビジネ

かでもECモールで 80％以上のシェア

と懸念を示す人もいる。かつては入

抑えられるとはいえ、ECモール内に

たく異なる中国市場に進出していく

が望ましい。しかし、パートナー探

スのスピードについていけない。

を持つ淘宝網（タオバオ）の流通金額

金したものの商品が届けられなかった

は何百万社もの中国企業や外資企業

には、現地の事情を知る信頼できる

しには時間もかかる。適切なパート

本気で中国市場進出を進めるので

は 2009 年 に 2000 億 元、2010 年 に

り、あるいはニセモノが送られたり、

のネットショップが参入しており競争

パートナーの存在が必須である。現

ナーがいない場合は、現地でのビジ

あれば、現地駐在員に事業の意志決

4000 億元と1 年で 2 倍に成長。その

逆に商品を送ったのに入金がないと

は激しい。

地のパートナーとは、日本サイドが

ネスの支援をしてくれる経験豊富な

定や人事権を委譲するのが原則だ。

勢いは止まっておらず、2012 年には 1

いったトラブルが中国のECではしば

EC 市場で成功するための原則は

そのための適切な人材を現地に派遣

兆元を超えるのではないかと予測さ

しば起こった。だが、タオバオでは

基本的に前出の中国市場進出の成功

するべきである。

れている。そこで、タオバオのECモ

「アリペイ」という第三者決済システム

条件と同じだ。
「ネットショップは日

ールにまずネットショップを構えるこ

を導入して状況は一変した。
「アリペ

本でもすでに立ち上げて成功してい

とを多くの日本企業に提案している。

イ」への買い手からの入金確認を受

るので、やり方はわかる」と日本で

けてから、売り手は商品を発送する。

の成功体験を中国の EC 市場に当て

出店におけるコストを抑えられ、かつ

そして、買い手が商品確認をした後

はめるようなやり方はもちろん厳禁

出店スピードが速いことだ。大都市

に、アリペイから売り手側口座に商品

である。日本とは異なる中国 EC 市

現地の事情を知る
パートナーが必要

Jun Asano
1968 年兵庫県生まれ。大手映画

急成長するEC市場から
中国進出を考える

配給会社向けのプロモーション、
および営業担当として日本の広
告代理店に勤務後、2001 年に中

2008

2009

2010

2011

というわけだ。

EC 市場参入のメリットは、第一に

2012

2013

2014 （年）

ウイグル自治区などさまざまなエリア
からも注文が入ってきている。
「中国のEC 市場は信用できるのか」

中国ECサイトで
成功するには
ただし中国 EC 市場で成功を収め
ることは、決してたやすいことでは
ない。出店コストはリアルな店舗より

ここまで解説してきたことは、中

にリアルな店舗を展開するとなると莫

代金が振り込まれる。このような中国

場の状況を把握し、適応していかな

国市場進出に失敗しないための基本

大な投資額が必要となり、また出店

独自のシステムを生み出し、とかく不

くてはならない。

原則だ。これらを踏まえた上で、中

までにも時間がかかる。またカバーで

安のあった中国のEC 市場で安心して

中国の EC 市場の現状を分析した

なるべく、2008 年に日系企業の

国市場進出を検討している日本企業

きるエリアも非常に限られるが、EC

売買ができるようになったのである。

上で私たちが結論づけた成功に向け

タオバオ出店代行サービスを行う
セールス・インチャイナを創業。

に、私たちは EC 市場から中国に進

市場では広大な中国ほぼ全土の消費

このようにタオバオに代表される中

中国 ECの第一人者、 タオバオ

出することを勧めている。いきなり

者をカバーする。実際、セールス・イ

国EC 市場は非常に魅力的な市場とな

②中国の消費に合わせた商品ライン

リアルな店舗展開から始めるのでは

ンチャイナが支援している日本企業の

っている。まずは投資額が抑えられる

ナップ、③中国 EC 市場独自のやり

なく、まずはネット販売から始めよう

ネットショップには内モンゴルや新疆

EC 市場で中国でのビジネスのやり方

方に合わせた販促活動、の 3 つだ。

国上海へ渡り、日本人向けの語
学学校を起業。日本人・日本企
業の中国撤退を目の当たりにし、
中国における日本企業の助けと

マスター として執筆や講演など
の多数の実績がある
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利用するようになれば、高価格商品

めに最も重要なことは、独自の発展

の9 時から夜 10 時まではチャット対

EC 市場といっても、市場規模から

も売れるようになっていくだろう。家

を見せる市場に合わせた販売活動を

応のスタッフが常駐し、人気店にお

ECモールの雰囲気、販売のあり方が

電製品や宝飾品、釣り用具や登山用

展開していくことだ。日本のEC 市場

いてはほぼ 24 時間対応している。商

日本とはかなり違うことがご理解い

品など高級品の市場が今後、数年の

との大きな違いは利用者が店のスタ

品の売り上げに大きな影響力を持つ

ただけただろうか。実はそれと同じ

ーネット・プロジェクトに参画。帰

間に発展していく可能性が高い。し

ッフとチャットで直接コミュニケーシ

チャット担当のスタッフにはコミッシ

ように、リアルな中国の市場も日本

国後ドリーム・アーカイブ社（旧イ

たがって、高価格帯の商品も今のう

ョンしながら買い物ができる「チャッ

ョンがつき、価格の決裁権を持って

の市場とは大きく異なる。

の先駈けとなったソシオウェアの

ちに EC 市場に参入し、ブランドを

トシステム」である。値引き交渉とい

いる。中国 EC 市場に参入するならま

中国市場で成功を収めるには、日

取締役兼創業者を経て、単身で

確立していくべきだと思われる。

う中国人の商習慣に合わせ、タオバ

ずは優秀なチャット対応のスタッフを

本と比べずに中国のビジネスの状況

オが導入し一般的になったものだ。

確保しなくてはならないのだ。

や、やり方を理解していくことが必

Hiroshi Kataoka
1973 年愛媛県生まれ。専修大学
経営学部卒業。1995 年 ISID（電
通国際情報サービス）にてインタ

マラボ）の創業者兼代表、SNS

中国へ渡る。その後、在上海日
本人向けフリーペーパーを発行
する天益成広告公司を創業。中

実際チャットの内容の7 割は価格交

EC サイトのチャット以外でも、ミ

須だ。まずは日本での常識を捨てる

渉で、
「もう少し負けてほしい」
「3 つ

ニブログ、SNSなどは日本以上にプ

こと。固定観念にとらわれず、柔軟

買うので 1 つおまけしてほしい」
「2 つ

ロモーションに利用されている。中

に考えることが大切である。

買うから送料を無料にしてほしい」な

国で大変人気のあるミニブログ「微博

一方で自分たちの企業が中国で何

中国で日本ブランドの人気が高い

どなど、中国のリアルな店舗で日々

（ウェイボー）
」や人気の口コミサイト

を達成したいのかという強い信念も

といった報道がされるためか、日本

繰り広げられている交渉がネットショ

などをフルに使って「日本で話題だ

必要だ。コアの部分を保ちつつ、臨

性であるように、EC 市場のコアな購

での人気商品を中国市場でも主力商

ップでも行われている。日本におい

という化粧水を使ってみたら、お肌

機応変、柔軟に対応する。
「スマー

入者は都市で働く若い独身 OL たち

品ラインナップとする日本企業が多

ては EC 市場の店側のメリットは、お

がツルツルになった」といった中国語

トな厚かましさ」とでもいうべきもの

だ。EC 市場の売り上げが最も伸びる

い。しかし所得の違いから、買いや

客の相手をする店員が不要な点だ

の書き込みを展開していく必要があ

を身につけることが大切だ。こうし

のは平日の午後 2 〜 3 時。オフィス

すい価格帯の商品も異なってくる。

が、中国のEC 市場においてはこれは

る。さらに、資金に余裕があるなら

た態勢がとれれば、中国市場には日

国ジャピオン董 事（取 締 役）兼

日本とは異なる中国消費者
の嗜好

CEO（総経理）
。EC ナビチャイナ
董事。

激烈な価格競争が展開され
る中国ＥＣモール内
タオバオの ECモールに参入してい

の仕事が一段落した時間帯に集中す

中国で人気のある日本ブランドでも、

当てはまらない。チャットに対応する

「百度（バイドゥ）」など中国の有力検

本にない刺激があり、チャレンジし

る企業は何百万社、扱われているア

るのは、彼女たちが会社で密かにネ

日本での売れ筋商品とは別の商品が

店員がいなければ、お客は即座に別

索エンジンにネット広告を出し、ネッ

がいのあるビジネスの面白さがある

イテムは何十億点にもなる。外国企

ットショッピングを行っているため

好まれることも珍しくない。

のネットショップに移ってしまう。こ

トショップに飛べるような仕組みをつ

ことを最後に強調しておきたい。1

業も多数参入しており、ECモール内

だ。一方、リアルな店舗がかき入れ

もちろん中国向け日本商品の品質

のためほとんどのネットショップは朝

くることも大切だ。

の競争は激烈だ。特に価格競争は日

時の春節前後は、OL たちが帰省し

に対する中国国内での信頼度は高い

本の EC 市場よりはるかにシビアであ

てネットが使えない状態にあるので

ものがある。この点を積極的にアピ

る。そのため利用者に受け入れられ

ほとんどのネットショップが通常の10

ールしていくことは、売り上げを伸ば

やすい価格の商品を用意する努力が

分の1 程度の売り上げにまで落ちる。

す上では重要だ。それと同時に中国

こうした若い利用者が中心のため

人は何を好むか、中国人はどういっ

流通の見直しなど日本以上にシビア

現在の売れ筋商品の価格帯はそれほ

た商品を購入するのか綿密な調査を

に計算して行わなくてはならないだ

ど高くはない。上限が 300 元程度で

行い、中国人に合った商品ラインナ

ろう。「日本の小売価格と合わせた

最も売れるのは 100 元以下、1000 円

ップを揃えていくことが求められる。

い」と考える企業もあるが、中国市

前後の価格帯の商品が中心だ。商品

場に進出するにはこうした考えは改

としては化粧品や衣料品、生活雑貨

めなくてはならない。

が人気だ。

求められる。仕入れ価格の見直し、

ちなみに現在の中国 EC 市場の利

とはいえメインの利用者層がやが

用者は 20 代の若者が中心である。し

て30 代に入り、さらに利用者層自体

かもタオバオの利用者の約 65％が女

の広がりで中高年層もECモールを
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中国市場で成功を収めるには、
コアの部分を保ちつつ、臨機応変、
柔軟に対応する。

チャットのコミュニケーションが
重要な中国のEC市場

「スマートな厚かましさ」とでもいうべきものを
身につけることが大切だ。

中国のEC 市場で成功を収めるた
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