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－中国向け越境 EC 展開時の留意点－
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外への往来が困難な状況が続くなか、越
境 EC で海外製品を購入する中国人ユーザーが急増しています。本レポートでは、拡大する
中国の EC 市場に関心のある日本企業を対象に、
越境 EC 展開時の留意点をレポートします。
１．越境 EC とは
越境 EC とは、インターネット通販を通じて
行う国際的な電子商取引(EC)です。
中国越境 EC
の市場規模は、2020 年で 12.7 兆元（約 240 兆
円）と推計され、その市場規模は年々増加して
います。このうち、日本からの購入額は約 1 兆
9 千億円で、安全性の高いマタニティ・ベビー
用品が人気のほか、食品、美容商品、医療機器、
健康食品などが根強い支持を受けています。

出典：iiMedia Research

２．中国向け越境 EC 展開時の留意点

:

（１）市場ニーズの確認・検討

Jyetoro

越境 EC を始めるにあたっては、商品
の市場ニーズと規制有無を正確に把握する
ことが最も重要なポイントとなります。ま
た、販売価格や販売チャネルなど、事前に

出典：ジェトロ「中国 EC 市場と活用方法」

確認すべき項目は多数あります。

（２）越境 EC の参入方法・サイト運営会社の確認・検討

:

Jyetoro
参入方法は、①自社で EC サイトを構築し海外に展開、②海外 EC サイトに出店、③全て
代行業者に委託、の大きく３通りあります。選択に際しては、EC サイトの知名度、コスト
（出店・代行費用）
、価格競争などが検討課題となります。仮にコストを低減しようとすれ
ば、必然的に数々の工程を自社で行うことになりますが、法律、税金、通関などの専門知
ECサイト

識も求められることになりますので、経営資
源と投資コストのバランスにも留意しなけ
ればなりません。また、EC サイトの選択に
ついても、EC サイトのブランディング、強

アリババ運営、越境ECサイト最大手
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日本製品の需要が高い
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T-mallに次ぐ売上シェア

（J.D.com）

家電製品に強みを持ち、男性に人気

淘宝網

アリババ運営、中国最大CtoCプラットフォーム
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商品数は8億商品と充実

小紅書

中国版インスタグラム

（Red）

18から35才の女性ユーザーから支持

みや弱み、ターゲット層など細部にも注目し、
慎重に検証することが求められます。

特徴

天猫国際

（３）戦略策定
越境 EC への参入方針が固まった段階で、次のステップに移行します。具体的な戦略設定
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やリスク対策等の検討です。戦略の設定にあたっては、現地消費者の嗜好、ニーズ、価格
帯などのマーケット調査を行い、事業計画を策定することになります。このほか、クレー
ム対応、模倣品対策などトラブルが発生した時の対応についても、事前に整理する必要が
あります。
留意点

詳細

戦略設定

消費者の好み、価格設定、プラットフォームの選択など。プロモーション戦略も重要。

成分分析

中国へ製品を輸出する場合、あらかじめ現地基準の成分検査を行う必要あり。

模倣品対策

人気製品にはほぼ模倣品が存在。予め商標・意匠登録が必須。登録料自体は数万円程度。

並行輸入対策

一般的に並行輸入の防止は困難。正規販売品にライセンスNoを入れておく等の対策。

クレーム対応

副反応等健康に関するクレームが想定。商品によっては、PL保険を掛ける等の備えが必要。

３．商品の流れ・販促
商品の流れ・販売促進について、代行業者に委託するケースを見ながら検証してみます。
販売支援

商品発送
メーカー
代金決済

商品紹介
ｿｰｼｬﾙ

委託業者
報酬決済

ﾊﾞｲﾔｰ

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ発注

消費者
商品紹介

税関申告・納税

EC ｻｲﾄ

中国税関

中国国内へ配送

メーカーは日本国内の指定の倉庫に商品を配送するだけで済むため、通関等複雑な手続
きは求められません。委託業者は EC サイトで商品情報を拡散するほか、商品の購買に影響
力のあるソーシャルバイヤーを通じ販売促進を行います。注意すべき点として、販売促進
活動はその頻度に比例し費用が重なるケースもあります。このため、販売価格の決定にあ
たって、費用をどこまで価格に転嫁するか、価格競争力を維持できるか、といった視点を
加味する必要があります。
４．おわりに
越境 EC 取引では、約半数以上が中国関連と言われるほど強い存在感を示しています。沿
岸部の経済先進地域から内陸や中西部地域へ消費が拡大する中、越境 EC による海外製品の
購入者がさらに増加すると思われます。中国特有の商習慣や規制など新規参入は決して容
易ではありませんが、もし成功した場合は、大きなビジネスチャンスにつながります。
当行は中国 EC 事業への展開に関心を持つお客様に対し、専門事業者の紹介だけでなく、
共に販促計画策定やリスク分析など伴走型のサービスを提供しています。現地情報に関す
るお問い合わせがございましたら、お気軽にご連絡ください。
（上海駐在員事務所 駐在員 王
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嬌）

東アジア駐在員コラム
－中華圏における金需要について－
中国本土や香港では、不動産や株式など様々な商品
に投資が行われていますが、中でも金は特別な意味を
持つ投資対象です。歴史的に見ると、王朝の移り変わ
りに突如紙幣や債券への信用が低下する経験をして
きたため、不変の価値を持つ資産として金が好まれる
ようになったようです。日常生活においても、出産や
結婚などの祝い事に金を贈る習慣があり、またステー
タスを示すためにアクセサリーとして身に着ける人
も多くいます。
最近では、香港でも世界的なインフレ傾向への対
策として金を求める動きが強まっている印象があり

＜香港の店頭で販売される金（筆者撮影）＞

ます。私も、最近のインフレに関するニュースを見て悩んでいましたが、丁度、香港政府
から経済助成として消費券 5 千香港ドル分が配布されたので、生活費を差し引いた残りで
金を購入してみました。実際に手に取ってみると、純度 999.9 の金はとても美しく、幸福
な気持ちで満たされました。これから大切に保有しつつ、機会があればまた購入を検討し
てみたいと思います。

（足利銀行香港駐在員事務所 現地スタッフ 温秋芳）

ニューストピックス
・

中国恒大、住宅建設事業の 95%再開＝作業員 15.4 万人が復職―広東省（3/29）

・

ドンキ、黄埔に 2 万 5 千フィートの大型店出店へ＝家賃月額 120 万ドル（3/31）

・

日航の大連―成田線、一部運航停止＝コロナ陽性者基準超で中国当局命令（4/1）

・

3 月の外貨準備高、3 カ月連続で減少（4/8）

・

フィギュアのポップマート、21 年は 63%増益（4/11）

・

トヨタの新車販売、3 月は 0.4%増、日産の新車販売、3 月は 32.6%減（4/11）

・

3 月の新車販売 11.7％減、コロナ禍が打撃に（4/12）

・

銀行拠点が減少、5 大銀は昨年 566 カ所削減（4/13）

・

米中の 10 年物国債の金利、13 年ぶりに逆転（4/13）

・

上海の自動車産業、コロナで 300 億元損失か（4/14）

・

1~3 月の輸出は 16％増、コロナも好調維持（4/14）

・

上海のコロナ、半導体後工程の生産に影響（4/18）

・

車生産、5 月に全面停止も＝ 供給制約で（4/18）

・

預金準備率 0.25％引き下げ、4 カ月ぶり（4/18）
（出所：時事速報・NNA）
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めぶき FG アジアネットワークのご紹介
お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援
体制の強化を進めています。
◎業務提携先一覧
提携先

常陽

足利

中国銀行（中国）

●

●

交通銀行（中国）

●

中国信託商業銀行（台湾）

●

カシコン銀行（タイ）

●

バンコック銀行（タイ）

●

バンクネガラインドネシア
（インドネシア）

主な業務内容
中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供
台湾情報の提供および各種金融サービスの提供

●

タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●
インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供

CIMB ニアガ銀行

●

（インドネシア）
ヴィエティンバンク
（ベトナム）
ベトコム銀行（ベトナム）
ベトナム外国投資庁
（ベトナム）
BDO ユニバンク（フィリピン）

●
●

ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●
ベトナム関連セミナーの開催協力

●

ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供

●

メトロポリタン銀行

●

（フィリピン）

フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供

インドステイト銀行（インド）

●

●

インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供

バナメックス（メキシコ）

●

●

メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供

●

●

日本貿易振興機構（JETRO）

●

●

海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

国際協力機構（JICA）

●

●

途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

国際協力銀行（JBIC）

●

日本貿易保険（NEXI）

●

アグアスカリエンテス州政府
ほか（メキシコ）

中小企業基盤整備機構

メキシコに関する現地市場調査
投資情報の提供

海外展開支援融資の提供

●

輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供

●

海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供

東京海上日動火災保険

●

●

海外リスク情報等の提供

損害保険ジャパン

●

●

リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供

三井住友海上火災保険

●

●

各種損害保険の提供

セコム

●

海外での安全システム・防犯危機商品の提供

綜合警備保障

●

海外セキュリティーサービスの提供
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◎めぶきＦＧ海外駐在員事務所
常陽銀行
シンガポール駐在員事務所

63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore Centre
Singapore 048942
TEL:+65-6225-6543
5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh

常陽銀行ハノイ駐在員事務所

Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
TEL:+84-24-3218-1668

常陽銀行上海駐在員事務所

上海市延安西路 2201 号

上海国際貿易中心 1901 室

TEL:+86-21-6209-0258

常陽銀行

712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019

ニューヨーク駐在員事務所

TEL:+1-347-686-8420
Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway,

足利銀行香港駐在員事務所

Harbour City, Kowloon, Hong Kong
TEL:+852-2251-9475
689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, Room

足利銀行バンコク駐在員事務所

No.2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana,
Bangkok, Thailand 10110
TEL:+66-2-261-2852

【アジア全域】
○日本貿易保険、損害保険ジャパン、
東京海上日動火災保険、三井住友海上火災
保険によるリスクマネジメント
○NX グループ（旧日通）による物流サポー
ト
○セコム、綜合警備保障によるセキュリティ
コンサルティング
○沼尻産業、ユーユーワールドによる輸出支
援サービス
○アリババによる海外販路開拓サービス
○国際協力銀行による中堅・中小企業海外事
業安定化支援
○ハラル・ジャパン協会によるハラルに関す

【中国】
○上海駐在員事務所によるサポート
○香港駐在員事務所によるサポート
○中国銀行、交通銀行による金融サービス提供

【台湾】
○中国信託商業銀行による金融サービス提供
【ベトナム】
○ハノイ駐在員事務所によるサポート
○ヴィエティンバンク、ベトコム銀行による
金融サービス提供
○ベトナム外国投資庁による各種情報提供
【フィリピン】
○BDO ユニバンク、メトロポリタン銀行による
金融サービス提供
【タイ】
○バンコク駐在員事務所によるサポート
○カシコン銀行、バンコック銀行による金融
サービス提供
○ジェイ・ウィル・グループによる進出支援

【インド】
○インドステイト銀行による金融サービス提供

【シンガポール】
○シンガポール駐在員事務所による同国および
周辺諸国へのサポート

【インドネシア】
○バンクネガラインドネシア、CIMB ニアガ銀行
による金融サービス提供
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