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Marketing data of E-Commerce in China
まずはデータで理解する
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• EC市場の成長率
• ネット/EC市場の人口の伸び
• 主なECユーザー層
• 主な消費地域
• 購買に至る要素
• 人気ジャンル

※クリックしてリンク先に飛べます



順位 国 2020年 2021年 成長率

1 中国 2.30 2.78 21.0%

2 アメリカ 0.79 0.84 6.1%

3 イギリス 0.18 0.17 -6.3%

4 日本 0.14 0.14 2.0%

5 韓国 0.11 0.12 9.0%

世界全体 4.28 4.89 14.3%

2020年の国別EC小売額ランキング (単位: 兆ドル)
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コロナ禍で成長する中国EC
新型コロナウイルスにより、日本人と同様中国人の消費スタイルも変化しました。

実店舗での消費からECを利用した購買方法に代わっていき、2020年には中国ECの小売額は230兆円を超えました。
日本EC市場は14兆円のため、16.4倍の市場規模です。

世界最大の中国EC市場は、2021年に前年比21%の成長が予想されています。
日本国内でもECの伸びが期待されていますが、2%の成長率と微増です。中国の伸び率はその10倍であり、成長市場です。



EC利用者が8億人突破
COVID-19の影響もあってか、たった1年で中国人ネット
利用者が8000万人増えて9.8億人のネット人口となりま
した。

そのうち約80%がECを利用しています。
左図から分かるように、中国EC利用者は日本総人口の7
倍ほど、EUの総人口さえ上回る規模です。

コロナ禍でネット利用者もEC利用の文化も浸透し、ます
ます越境ECの分野に追い風が吹いています。
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主な越境ECユーザー層は？
2019のデータによると、中国の越境ECユーザーは1級・2級都市（中国では人口、生活レベル、商業資源などの指標で都市が評価される）に

住んでいます。月収8.5万円以上の経済力がある、中間所得層の若いユーザーが海外品の購買に関心があります。

電子機器と共に育ったデジタルネイティブの世代かつ、都市部の経済力がある若年層が越境ECのメインユーザー。
その世代にマッチする商品選びやマーケティングが重要です。



消費が活発な地域
前ページの「1級都市」は左図の4都市です。

中国人越境ECユーザーは、経済発展を遂げている沿岸部
に8割ほど分布しています。広東。北京、上海、浙江な
ど1級都市のユーザーほど消費力があります。

越境ECはオンラインなので中国全土に販売できるとはい
え、ほとんどのユーザーが沿岸部の比較的豊かな環境に
存在します。※なお、中国人の9割ほどはこの沿岸部に
分布します。
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購買に至るまでの要素
中間所得層の越境ECユーザーは、品質や安全性を重視す
る傾向にあります。中国人は広告を信頼せず、口コミを
信用する文化です。

若年層は特に、KOLインフルエンサーのレビューを参考
に購買に至ります。偽商品も多いため、正規品であるこ
とも重要視されています。

中国人は口コミで動きます。そのためまずは口コミ拡散
を行い、認知度を上げます。必要な施策の後、正規品と
してECモールで出店・販売していくのがベターです。
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可能性あるジャンルとは？
右図は経済産業省が令和2年7月に発表したEC市場調査の
報告書からの引用です。中国の消費者が越境ECで購入し
ている商品は、化粧品・美容関連商品が最も人気です。

その他サプリメントなどの健康食品や生活家電、日用品、
ファッションなど日常生活に関連するジャンルは人気で
す。すでに日本EC物販を行っているのであれば、中国
ニーズと重なるジャンルを取り扱っていることでしょう。

化粧品、美容品、トイレタリー、健康食品と外見に関係
するジャンルに人気あり。コロナ禍の2020年の天猫国際
では美容関連商品は、前年比の販売金額伸び率が約52倍
に上昇しました。
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https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003-1.pdf


Marketing knowledge of E-Commerce in China
マーケティング前提知識
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• 中国版プロダクトライフサイクル
• イノベーター層にどうアプローチするか
• 中国EC進出した日本企業が一番悩むこと

※クリックしてリンク先に飛べます
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プロダクトライフサイクルで考える
中国ECモールでもっとも参入障壁が低いプラットフォームはタオバオです。たとえ商品力があり、海外輸出もしており、日

本でも人気な商品であっても、中国市場ではその商品は「導入期」からのスタートになります。

つまり知名度ゼロの新商品というポジションです。そうした日本商品をいきなりタオバオに出店しても売れるわけがありま
せん。それは何故かというと、認知されていないからです。導入期は特にイノベーター層へ認知させる必要があります。
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10万人のイノベーター層
中国の1級都市(北京、上海、深セン、広州)に住んでいる中流階級は4億人ほどいます。「イノベーター」と言われる、情報感度が

高くて新しいものを積極的に導入するのに関心がある層は理論上2.5%存在します。つまり1000万人ほど存在します。

さらにその層の1%が日本商品に敏感なコア層とすると、10万人のイノベーターが存在することになります。こういう人た
ちは、Wechatという中国版のLINEでグループを持っており、グループ内の友達に対して、日本から代理で商品を仕入れて売

買するビジネスをよく行っています。
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EC経験者が悩む問題
左のグラフは越境ECをすでに開始している企業13社に
取ったアンケート結果です。

越境ECを開始して間もない回答企業が大半を占めますが、
現実は厳しいものです(主力商品の単価は500円未満が30%、1,000-
5,000円が30%、5,000-10,000円が15%、10,000-50,000円が15%という内訳)。

これは、口コミ拡散などしっかり準備をせずにいきなり
支援業者に丸投げし、EC出店したためでしょう。それで
は費用対効果が合わず、痛い目に合うだけです。



マーケティングが最難関
次の円グラフは、実際に中国越境ECに取り組んでいる企
業へのアンケート調査です。

進出のあとに抱く悩みの半数はマーケティングが課題、
と回答しています。細分化して考えると、商品開発、販
売価格設定、プロモーション、商品ニーズの把握などに
問題があるようです。

多くの場合、市場調査をせず成り行きでEC出店していた
り、市場調査をしても自社で（初めて）中国マーケティ
ングを行ってしまっていたりすることが原因です。
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This is our solution
パルの解決策
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• 準備段階
• 出店段階
• 成長段階
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市場調査

戦略立案

WEB制作

口コミ拡散

出店申請

出店代行

在庫・配送

CS対応

広告運用

01 02 03 04 05 06 07 08 09

全体の流れ

※クリックしてリンク先に飛べます
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01.市場調査
中国EC出店で成功するための本質的な課題をあぶりだし
ます。

ターゲット層の特徴、分布、情報収集の手段や、受け入
れられやすい価格帯、ECモール内での売上高や販売量な
ど、マーケティングの4Pを中心に多角的に調査します。

調査手段としては、デスクリサーチ、Webアンケート、
電話デプスインタビューなどを通して行います。

調査の規模、質、種類などはカスタマイズ可能です。

準備段階



02.戦略立案
貴社の中国マーケティングのブレーンとして、弊社コン
サルタントが全体の方向性を提案いたします。

例えば中国版オリジナルSWOT分析やペルソナ設定を行
い、メイン商品とその価格、流通経路、プロモーション
方法などを具体的に決めていきます。
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準備段階
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03.WEB制作
中国人ネットユーザーは「疑い」から入ります。

ですから慎重に情報収集されます。聞いたことのないブ
ランドであればなおさらです。

疑いから信頼に転換するために、商品の正規販売元とし
てのWebサイトが必ず必要です。

この段階までに市場データも戦略立案も終わっているの
で、現地ユーザーにどう請求したら最も心を動かせるか
分かっています。そうしたリソースをWeb制作につぎ込
みます。次のステップ「口コミ拡散」へ繋ぐ重要な架け
橋となります。

準備段階



04.口コミ拡散
中国人に人気のSNSや動画プラットフォームを利用し、
KOLインフルエンサーを起用して口コミ拡散します。

他に中国ニュースメディアTOP10に出稿し、信用性を確
保します。個人間で交流するコミュニティであるWeb
掲示板(ユーザー数合計8億人以上)に、実際の商品使用
感レビュー記事を投稿します。

さらに、3億ユーザー以上の中国版Yahoo！知恵袋や、
ファイル共有サービスなどに投稿、ブログのアップ
ロードなどを全面的に行います。

こうしてイノベーター層にアプローチします。
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準備段階
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05.店舗出店の申請代行
タオバオのECプラットフォームへ諸手続きを行います。

・申請情報の収集、準備
・店舗情報の登録（中国語）
・店舗のデザイン制作（PC、モバイル）
・開店確認

などを代行します。

出店段階



06.出店代行
商品の追加や修正、在庫量などを随時更新し店舗運営を
行います。

・受注管理
・売上管理
・請求管理
・入金管理
・分析
・各種EC実務作業
・無料枠の広告運用

上記が具体的な作業項目例です。
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出店段階
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07.在庫管理/発送
タオバオ内での受注に対して随時配送していきます。パ
ルは中国国内でトップクラスの物流会社（シノトラン
ス）と提携しています。

・事務所内での在庫管理
・配送手配（上限500件/月）

なおパルでは直送モデル、保税区モデルどちらでも物流
スキームを確立できます。

出店段階



08.カスタマー対応
中国人の問い合わせはチャットが中心です。ですから
チャット形式でリアルタイムに顧客の質問対応をいたし
ます。

日本人マネージャー＋中国人スタッフのチームを貴社用
に編成します。

・初期のカスタマーサポート開設準備
・商品情報のインプット
・営業時間内でのチャット対応

など代行します。
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出店段階
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09.広告運用
商品ごとに広告の提案は異なります。

例えば日本商品を扱うにあたり、中国で知名度のある日
本人インフルエンサー（松浦文哉さん等）を起用すると
親和性・効果性ともに大きな力を発揮します。

パルが対応するSNSの代表例は下記です。

・Weibo
・bilibili動画
・TikTok
・Wechat

成長段階



E-commerce support achievements

パルのEC支援実績
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• お菓子の事例
• 化粧品の事例
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01.お菓子
中国進出初期段階のポイント：
・可愛らしいキャラクターで子供を惹きつける
・無添加で大人を納得させる

施策と効果：
● アニメ風の広告動画を天猫や動画サイトに掲載
[効果]いたずらっぽいユーモアな動画が250万再生を超える

● 日本のアニメキャラとコラボ
[効果]中国でも人気な日本アニメキャラとコラボで売上3倍

● シリーズごとにマスコットを作成し、TikTokインフルエンサーに体験さ
せる
[効果]それぞれのキャラクターの設定に沿った動画が増えた

● Weibo公式ページにフォロワーを集めて、いろんな食べ方を紹介
[効果]Weiboコミュニティ内でバズった食べ方を中心に、フォワーが増加

◇総合効果：施策後6ヶ月目で売上が15倍になる
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02.化粧品
中国進出初期段階のポイント：
・ 日本で流行っているモノを中国人が取り入れる
・ 少量のお試しセットを中国用に出す

施策と効果：
● 日本のInstagramのKOLに商品を紹介してもらう
［効果]流行に敏感な日本語可能な中国KOLに認知拡大

● 中国のネットとSNSでブランド紹介記事を拡散
[効果]日本で流行っている感を記事で拡散し、検索結果にも出るように

● 30-60万人フォロワーの中国KOL×30人に拡散
[効果] フォワーが少ないKOCはブランドを認知し、日本語が分からなく
ても、検索で得た情報を基に自主拡散されるように

● Weibo公式ページにフォロワーを集めて、週に3回記事を出した
[効果]施策後三ヶ月目で売上が2.3倍に

◇総合効果：3年弱で月商6,000万円に



Examples of influencer use
インフルエンサー活用例
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• 企業様導入事例
• 起用インフルエンサー例（日本人）

※クリックしてリンク先に飛べます
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企業様アカウント例

01 02 03 04

【抖音】记录美好生活 (iesdouyin.com)【抖音】记录美好生活 (iesdouyin.com) 【抖音】记录美好生活 (iesdouyin.com)

BESLA

【抖音】记录美好生活 (iesdouyin.com)

ZOZOTOWN丹平製薬高島屋

https://www.iesdouyin.com/share/user/299480789814375?u_code=k15kfk90&sec_uid=MS4wLjABAAAA0B571vxmM9KoM6jxMPky1pemX7wnvOaVDz82-ln4JBU&did=MS4wLjABAAAAqFs3dkHeYPrLsi-Ou9YaOkjYvKUTUGLd6MffV0DIWPM&iid=MS4wLjABAAAAtzK82VZFWKD-EkSLAUEK55tnBpzSAmED4k6LN8JFTJOG6-8AD9k1c56TRbPqCZoy&with_sec_did=1&app=aweme&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&utm_source=copy
https://www.iesdouyin.com/share/user/100522522173?u_code=k15kfk90&sec_uid=MS4wLjABAAAAl7yioMAo_ZktI-LxgvL0uWUqFAD4c1lT04YitDUNXUg&did=MS4wLjABAAAAqFs3dkHeYPrLsi-Ou9YaOkjYvKUTUGLd6MffV0DIWPM&iid=MS4wLjABAAAAtzK82VZFWKD-EkSLAUEK55tnBpzSAmED4k6LN8JFTJOG6-8AD9k1c56TRbPqCZoy&with_sec_did=1&app=aweme&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&utm_source=copy
https://www.iesdouyin.com/share/user/2915534519676216?u_code=k15kfk90&sec_uid=MS4wLjABAAAApXUMwfdDgIqJ4GE88G8goHxNxuNd8gmZvwdTAHYCG_7DZL8sZzFjcgYItEKebY2p&did=MS4wLjABAAAAqFs3dkHeYPrLsi-Ou9YaOkjYvKUTUGLd6MffV0DIWPM&iid=MS4wLjABAAAAtzK82VZFWKD-EkSLAUEK55tnBpzSAmED4k6LN8JFTJOG6-8AD9k1c56TRbPqCZoy&with_sec_did=1&app=aweme&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&utm_source=copy
https://www.iesdouyin.com/share/user/1503780183478280?did=MS4wLjABAAAAqFs3dkHeYPrLsi-Ou9YaOkjYvKUTUGLd6MffV0DIWPM&iid=MS4wLjABAAAAtzK82VZFWKD-EkSLAUEK55tnBpzSAmED4k6LN8JFTJOG6-8AD9k1c56TRbPqCZoy&with_sec_did=1&u_code=k15kfk90&sec_uid=MS4wLjABAAAAhM17czTfG571QF2Xyn7SCrKDEz7uFPTAReCftK6-XDzYVGtHov4qJyuUfSk8Gi_h&app=aweme&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&utm_source=copy
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インフルエンサー例

01 02 03 04

桥本甜歌 • 小红书 / RED (xiaohongshu.com) 木下佑香official的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili 乃木坂46官方的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili 小嶋陽菜HarunaKojima的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili

てんちむ 木下ゆうか 乃木坂46 小嶋陽菜

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5ec94a6300000000010069b2?xhsshare=CopyLink&appuid=5e22b76e000000000100a3fc&apptime=1623902180
https://space.bilibili.com/592449193/?share_source=copy_link&share_medium=iphone&bbid=ZA4EDAA9B8055D1D4129BA4234E979AD4641&ts=1623902353
https://space.bilibili.com/603028270/?share_source=copy_link&share_medium=iphone&bbid=ZA4EDAA9B8055D1D4129BA4234E979AD4641&ts=1623902399
https://space.bilibili.com/433622731/?share_source=copy_link&share_medium=iphone&bbid=ZA4EDAA9B8055D1D4129BA4234E979AD4641&ts=1623902431


Pallu’s strengths and implementation flow
パルの強みや導入の流れ
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• 3つの強み
• 導入フロー
• サービス比較

※クリックしてリンク先に飛べます



1-1. パルとは
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全員がEC経験者
担当者全て越境ECの運営に関わる経験者です。例えばパルのデザイナー全員、
3年超のECデザインの実務経験があります。

中国プロモーション実績
パルは中国マーケティングで10年以上の経験があり、これまでにエーザイ社や

長野県様のPRを行って参りました。結集したノウハウで売れるEC店舗に導きます。

確実な物流・決済のご提案
元中国銀行の最優秀行員で佐川急便の中国支社立ち上げ等に関わった担当者が
最適なスキームを提案します。



1

2

3

ヒアリング
Hearing

売上シミュ
レーション
Simulation

お見積書発行
Issuance of quotation

まずは無料でWebミーティングします。回数を重ねても無料で対応します。

簡易的に市場調査し、越境ECを開始した場合の売上（2年分）をシミュレーションします。

1.3倍、1.5倍、1.7倍の海外価格の設定で黒字になるポイントを探します。

お見積書をお出しし、内容をご説明する会議を設けます。

始めるまでの流れ
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4 ご請求書発行
Issuance of invoice

準備段階へ突入
Preparatory stage

お見積書に同意いただけたら、まずは初期にかかる最小限の費用を請求します。

市場調査を開始し、ターゲット層、ペルソナ、販売チャネル、プロモーション方法などを決

めていきます。ランディングページを作り、情報拡散して売れる環境を作っていきます。5



予算

リスク

導入スピード

効果

独自ECサイト運用 WeChat越境EC

〇
外注

300万~

×
新規サイトへの

信頼度低

〇
3か月~

△
ブランディングは
可能だがスケール

しない

△
年間

500万~3,000万

△
出店するだけで

は売れない

〇
3か月～

◎
数億人が利用する
メインの購買場所

◎
初期費用、月額費用

無料

〇
必要予算が最小とい
う意味でリスクは低

〇
3か月~

△
母数が少なめで
PRは絶対に必要

中国EC進出の比較
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中国現地ECモール出店

※あくまで目安です
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まずは一度、ご相談ください
TEL1. 050-3569-3225 (営業担当直通電話)

Mail:

営業担当 hayashi@pallu.jp

総合担当 hp@pallu.jp

URL: https://pallu.jp/ec

mailto:hayashi@pallu.jp
https://pallu.jp/ec


Other achievements

その他の実績
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エーザイ株式会社様
地域: 香港
内容: SNSプロモーション、

デザイン、翻訳、プログラム、
海外サーバー

実績例
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東急リバブル様
地域: 中国・台湾
内容: プレゼン資料 アドバイザー

翻訳、不動産専門用語翻訳

株式会社電通様
地域: 中国
内容: 翻訳、WEB広告、ネーミング、

コピー



大宰府市
文化財情報様
地域: 中国・台湾
内容: 翻訳、

VR APP作成のコンサルティング

実績例
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長野県様

地域: 中国・台湾
内容: プレゼン資料 アドバイザー

翻訳、不動産専門用語翻訳

株式会社
マイナビグローバル様
地域: 中国・台湾
内容: 文章ライティング

その他の実績 (敬称略)
株式会社阪急阪神ホテルズ、北九州観光推薦機構、斉田製作所、和田製作所 (Bozles)、
行知学園、ツアーオンライン、株式会社トマック、リクセル、ALAメディカ など多数



オフィシャルパートナー
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会社名 パル株式会社 (Pallu Inc.)

URL https://pallu.jp/

代表者 代表取締役 深野 幹雄

設立年月日 2009年6月10日

資本金 10,000,000円

出資会社 株式会社オーシャンカレントシッピング

所在地 日本: 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17-14 3F

連絡先 TEL1. 050-6862-8989 ／ TEL2. 050-6867-0741

代表メール we b @ p al l u . j p

主な事業内容 ・中国語WEBサイトの企画・制作

・中国・香港のレンタルサーバー販売代理

・中国国内におけるWEBプロモーション

・中国語翻訳

・DTP、ナレーション、中国語校正

中国:福建省厦門市思明区嘉⽲路398号 財富港湾1703
中国:広東省中⼭市体育路 俊選庭1-1107

台湾:台北市中正區忠孝⻄路⼀段33號7樓（日商航時有限公司在台辦事處）

40

会社概要

https://pallu.jp/


〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17-14 3F 

TEL1. 050-6862-8989 ／ TEL2. 050-6867-0741

https://pallu. jp/
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