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 このタイプの口コミ伝播の場合、マスメディア→ウェブ→CGM へと情報伝播の仕組みを

把握することができるため、マスメディアやウェブメディアをおさえることによってある

程度の範囲で情報伝播をコントロールすることができる。実際、中国市場に存在する CGM

での評判発信や書き込みを代行するサービスやウェブ PR サービスを提供している会社は

こうした仕組みを利用して評判を広めていることが多い。 

 

 ある企業の記事の情報伝播の仕組みを図示化すると以下のようになる。記事掲載日はや

や古いものとなっているが、基本的な構造は現在も変わっていない。 

 

表 9 企業のマスメディアから CGMへの情報流れの仕組み 

 

  

 

記事のタイトル「以高清的眼光 重新発現心中的美」 

出典：数碼（雑誌）、2007/7/1 発行  
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 2007 年 7 月 1 日に雑誌に掲載された内容は、数日後にはウェブメディアや、BBS、BLOG

等に転載され情報が拡散、その後も様々なマスメディア、ウェブメディア、CGM に転載さ

れてゆき、評判が次第に拡大していることが分かる。 

 

 このパターンの口コミ伝播の場合、企業は自社が発信した情報の発信先とその内容を把

握しているため、その後拡散した情報の広がりの程度や、広がった内容、評判、評価等を

追跡することができ、自社や自社製品に対する評価、評価をある程度理解することができ

る。 

 

 そのため、近年中国市場で物販を行う企業やメーカーが、この仕組みをうまく利用して

情報発信を行い、口コミでの評判を拡大させているという事例が増加している。しかし、

考慮しておく必要がある点として、こうした転載の仕組みを利用した口コミの拡大という

方法は、情報の出元が企業であることを消費者やネットユーザーも知っているため、あま

り露骨に行うと、宣伝と変わるところがないと受け取られるということがある。この特徴

を理解した上で CGM を通じた口コミ拡大の施策を行うならば、非常に大きな成果を上げる

ことも可能である。 

 

６－２．純粋な口コミによる評判の拡大 

 

 中国特有のメディアと CGM を利用した口コミの拡大は、いわばウェブ上のみで完結する

口コミと表現することができるが、中国ではもう一ついわゆる“口コミ”と言われる情報、

評判の拡大の仕組みがある。例えばあるユーザーが、実際に店舗を訪れて特定の商品を購
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入したとすると、購入者はその商品のことをとても気に入った場合、自分の友人や知人に

その商品を推薦することがある、その推薦を効いた友人や知人は更にその商品に関する情

報をメディアやウェブから取得する一方、実際に店舗を訪れたり、自分の友人や知人に相

談することによって、時にその商品の購入に到ることもがある。この場合、最初に商品を

購入した消費者は、他の消費者に商品の推薦を行うことで、購入動機を生み出す役割を担

っており、このような人物を一般的には“インフルエンサー※1”と呼び、口コミ拡大施策

の中では最も重要な人材となる。 

 

 純粋な口コミによる評判の拡大は、メディアと CGM を通じた口コミの拡大に比べ、評判

の拡大の速度が遅く、拡大の範囲もそれほど大きくない。しかし、情報発信元となる“イ

ンフルエンサー”が実際に商品に触れて購入しているという実体験があり、それを推薦、

紹介する相手もインフルエンサーの友人や知り合いのため、情報の信頼性が高いと感じら

れやすい分、紹介や推薦を受けた消費者が更にその商品を購入する可能性が格段に高くな

る。また、純粋な口コミによって拡大した評判は、メディアと CGM を通じて拡大した評判

よりも、一過性で終わることが尐なく、長期にわたってロイヤリティーを維持するのに向

いているというメリットがある。 

※1 影響力を及ぼす人や事物。世間に大きな影響力をもつ人など。 

 

表 10 純粋な口コミによる評判拡大モデル図 

 

 

 ネットユーザーが 3 億 8000 万まで増加した中国では、上述した二つの口コミの拡大が混
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在するようになりつつある。自社の商品がどちらの方法に適したものであるかを判断する

のはケースバイケースであるが、両者に共通するのは、口コミというのは自然発生するも

のではなく、最初に必ず情報の発信元があるということであり、更に言えばそれは広告や

PR を利用したメディアからの情報発信よりも、実店舗での“インフルエンサー”の“体験”

の方が説得力があるということである。情報の発信元（体験を含めて）をどのように設定

するかが、口コミ拡大の成功の鍵を握っているということであり、口コミによる情報の拡

大に成功すれば、拡大された評判が消費者やネットユーザーの間での“定番感”の形成に

繋がり、結果ネットショップでの商品の販売促進につながるということになる。 

 

６－３．中国主要 CGM サイト紹介 

 

６－３－１．QQ 

 

 推定ユーザー数 7000 万人と言われている中国最大のインスタントメッセンジャークライ

アント。基本的な仕組みはマイクロソフトの MSNメッセンジャーと同じだが、アバター（ア

バター（avatar）とは、2D/3Dのビジュアルチャットやワールドワイドウェブ上の、比較的

大規模なインターネットコミュニティで用いられる、「自分の分身となるキャラクター」、

または、そのサービスの名称）が利用できるほか、絵文字が充実するなど、若者好みのデ

ザインで短期間の間に、中国の定番ツールとなった。 

 

   

           登録画面               会話画面    登録者画面 

サイトアドレス：http://im.qq.com/ 

 

６－３－２．MSNメッセンジャー 

 

 マクロソフトが提供するインスタントメッセンジャークライアント。中国では QQ に押

されているものの、ホワイトカラーの間では QQ よりもむしろ MSN メッセンジャーの方の

利用率が高いと言われている。ユニークな機能はあまりないが、インスタントメッセンジ

ャーの標準形として、多くの模倣ソフトを生んでいる。 

 

http://im.qq.com/
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登録者画面           会話画面 

 

サイトアドレス：http://im.live.cn/messenger/ 

 

６－３－３．開心ネット 

  

 今、中国で最もある SNS（ソーシャルネットワークサービス）。仕組みとしては、アメリ

カの Facebook や MySpace、日本の Mixi や Gree の良いところを全て取り入れたようなサ

ービスとなっている。サービス開始当初はホワイトカラーを中心に人気が爆発したが、そ

の後ミニゲームや新しい昨日を次々と追加するにつれてユーザー層を拡大、現在では登録

ユーザー数 5400 万、アクティブユーザー1200 万、一日の平均 PV（ページビュー）が 10

億を超えるという中国有数の怪物サイトとなっている。 

 

   

登録画面。日本の mixi とは異なり、招待制ではなく、誰でも登録 

すればすぐに利用することが可能。 

http://im.live.cn/messenger/
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メイン画面。日記や写真をアップできるほか、ゲーム等に 

参加することができる。 

 

 

ゲーム画面。自分の農園で動物を育て、それを売却するこ 

とによってゲーム内の硬貨を得ることができる。 

サイトアドレス：http://www.kaixin001.com/ 

 

６－３－４．人人ネット 

 

 開心ネットが 80年代生まれのホワイトカラーを中心に人気を博していると言われるのに

対して、90 年代生まれの学生に高い人気を誇る SNS がこの“人人ネット”である。開始当

初は“校内ネット”という名称であったが、2006 年に他社に買収され、2009 年に名称が“校

内ネット”から“人人ネット”へと変更された。公表されているデータによると、登録ユ

http://www.kaixin001.com/
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ーザー数は 4000 万ユーザー。 

  

登録画面                メイン画面 

 

 

       ゲーム画面 

 

 基本的なページ構成や提供サービスは開心ネットと変わらず、スタンダードな SNS とい

える。 

サイトアドレス： http://www.renren.com/ 

 

６－３－５．捜狐 BLOG 

 

 中国最大ポータルサイトの一つである捜狐が運営するブログサイト、中国最大のブログ

コミュニティーとなっており、有名人ブログ、企業とのコラボレーションキャンペーン、

ブログ上でのイベント等も頻繁に行われており、現在中国で最も活発なブログコミュニテ

ィーといえる。 

 

http://www.renren.com/
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トップ画面              有名人ブログ 

 

 三大大手の残りの二つ、新浪、網易も同様のブログサービスを提供し、多くのユーザー

を集めている。 

サイトアドレス： http://blog.sohu.com/ 

 

６－３－６．土豆ネット 

 

 近年、中国で BLOG 以上に人気を呼んでいる CGM サイトがこの動画サービスであり、

土豆ネットはその中でも最もメジャーで人気のサイトといえる。サービス内容は Youtube

と同様に、ユーザーがアップした動画を検索、閲覧することができるものである。当初は

利益モデルを創出することができず経営危機等もさけばれたことがあったが、最近ではテ

レビ番組とのタイアップや、企業とのコラボレーション等を行うことによって、安定した

人気と収益をあげることができるようになりつつある。 

 

  

         トップ画面             動画再生画面 

 

 人気が高まっている動画サイトであるが、アメリカの Youtube や、日本のニコニコ動画

同様に、著作権侵害の動画の存在が大きな問題となっており、中国でも訴訟問題等が頻繁

に発生している。 

http://blog.sohu.com/
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サイトアドレス： http://www.tudou.com/ 

 

 

７．実際にどのような商品が淘宝やネットショップで売れているのか？ 

 

７－１．有名商品（ブランド品）の摸倣品 

 

 かつて中国で現在ほどインターネットが普及していなかった時代、お洒落に比較的敏感

な若者は、北京の秀水街、上海の華亭路、襄陽市場、七浦路市場等で服を購入していた。

その際、多くの若者が、女性誌や情報誌で紹介される国外ブランドをファッションの参考

にしていた。しかし、こうしたブランド製の服は値段が非常に高く、殆どの若者には手が

出ないものであったため、一般的には女性誌や情報誌でブランドファッションをチェック

し、目当ての商品やファッションスタイルを確認してから、上述の秀水街、七浦路等で、

リーズナブルかつデザインが似通ったものを購入するということが普通であった。こうし

たファッションスポットは、中国の公安からたびたび摘発の対象となって、幾度も取り壊

しの命令を受けてきたものの、多くの消費者の支持を集めたために現在でも尚根強い人気

を誇っている。 

 

 

    

上海襄陽市場              北京秀水街 

出典：http://www.ydbook.com/av/bkview.asp?bkid=85865&cid=218447 

出典：http://news.workercn.cn/contentfile/2010/01/18/101624669967054.html 

 

淘宝で人気のある有名商品（ブランド品）の摸倣品は、ある意味でこうした流れの延長

上にあるもので、実店舗がネットショップに変わっただけのものといえる。実店舗時代に

は、雑誌を確認した後実際に店舗を行って似たようデザインの服を捜すという作業が必要

だったためにこうしたファッションを取り入れるためにはある程度の意欲が求められたが、

インターネットの普及によって、海外ブランドのウェブサイトで最新コレクションを確認

http://www.tudou.com/
http://www.ydbook.com/av/bkview.asp?bkid=85865&cid=218447
http://news.workercn.cn/contentfile/2010/01/18/101624669967054.html
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したその足で、淘宝で似通ったデザインの服を大量に検索するということが可能となり、

インターネットを利用すれば誰でも気軽にブランド品と似通ったデザインの服を淘宝やネ

ットショップ上で捜すことができるようになったため、ネット上の摸倣品市場は近年急激

に拡大している。 

 

摸倣品と一口に言うが、淘宝やネットショップ上で売られている模倣品には二つの種類

がある。一つはまさに摸倣品である有名ブランドのコピー商品であり、もう一つはデザイ

ンが非常に似通ってはいるがあくまでオリジナルブランドをうたっている○○風デザイン

といわれる商品である。実店舗時代は露骨なブランドのコピー品（LV、シャネル、Gucci、

ロレックス、オメガ等が代表例）が多かったが、EC サイトが登場するようになって、最近

では後者の○○風デザインの商品の人気が高まっている。双方知財権を侵害していること

に変わりはないのであるが、商品を購入する側の意識からすると、コピー用品を買ってい

るという罪悪感がやや尐ないことが人気の高い理由のひとつである。 

 

    

淘宝で売られている LVの摸倣品      淘宝で売られている LV風商品 

 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ff6737b04003b81df4f2301640347a18.jhtml

?cm_cat=0 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-bae6ba949c682508b7824295582a21a5.

jhtml?ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= 

 

中国の ECサイトでよく売れている服は上述のように大抵は有名ブランドの摸倣もしくは

デザインやスタイルを模倣して作ったものである。ネットショッピングを利用するユーザ

ーは現在のところそれほど高い消費力を持っているわけではないため、格安でデザインが

よく、ある程度の品質が保証されていれば満足する傾向が高い。 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ff6737b04003b81df4f2301640347a18.jhtml?cm_cat=0
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ff6737b04003b81df4f2301640347a18.jhtml?cm_cat=0
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-bae6ba949c682508b7824295582a21a5.jhtml?ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-bae6ba949c682508b7824295582a21a5.jhtml?ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
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また、以前は欧米、日本のファッションやスタイルが人気であったが、最近では韓国の

ファッション、スタイル、デザインも人気となっており、淘宝でも「韓版」という、韓国

専門のファッションを扱うショップが増加している。 

 

７－１－１．摸倣系事例紹介 

 

 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-564631e942375a177b92fabc9778e4b9.jh

tml?cm_cat=0 

 

上図は淘宝で販売されている服の写真である。左は販売ページで、右側は実物の写真で

あるが、服のデザインはシャネルのものをそのまま採用している。この服は、世界的に有

名な中国人女優張子怡（チャン・ツィー）がパーティーイベントで着用したものであり、

当時、テレビや女性誌等でも紹介されたものである。ブランドの摸倣品、デザインやスタ

イルを真似たものに関わらず、淘宝で人気のいわゆる“摸倣系”商品の販売構造と人気の

要因は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-564631e942375a177b92fabc9778e4b9.jhtml?cm_cat=0
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-564631e942375a177b92fabc9778e4b9.jhtml?cm_cat=0
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表 11 摸倣系商品の人気、販売構造図 

  

 

中でも最も売れているのは、個性的でユニークな商品ではなく、スタンダードなデザイ

ンのものである。ネットショッピングでは購入する側は実物をみることができないため、

上述した“定番感”を持つ商品に人気が集中することになる。以下、淘宝で人気の商品を

紹介していく。 
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例：韓国有名ブランドデザイン風ワンピース 

 

 

 ブランド名は明らかにしていないが、解説によると韓国スター御用達ブランド風デザイ

ンワンピース（市場価格 2,000 元）という紹介がなされている。ここで販売されている商

品の価格は 66元と、実に本物と思われる商品の 1/30の値段。最近 30日間で 409枚が売れ

ており、累計では 12,000着が売れている韓国ファッションは安価で手軽にファッショナブ

ルにみえるスタイルが多いため、特にネットユーザーの間で人気が高い。 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=3ca06ab94ed5c5e244495d9a4d

47587e&taomi= 

 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=3ca06ab94ed5c5e244495d9a4d47587e&taomi
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=3ca06ab94ed5c5e244495d9a4d47587e&taomi
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例：英国風デザインダブルコート 

 

今章では服飾を取り上げて解説をしたが、淘宝や中国の ECサイトで販売されている人気

の商品で“摸倣系”に分類されるものは、服飾以外にも電化製品や文房具、生活用品等多

岐にわたり、ほぼ全てのカテゴリーで存在を確認することができるが、“食品、化粧品”

はこの範囲ではない。食品や化粧品は、実際に口に入れたり、肌に触れるたりするもので

あるため、本物を摸倣した価格が安い製品が入り込む余地が殆どないのがその理由といえ

る。その意味で中国のネットショッピングで最初に人気となったのが化粧品であることは

理由の無いことではない。 

 

とはいえ、食品や化粧品でも“消費期限間近”の商品を格安で販売するショップやニセ

モノを販売するショップも多数あるため、確実に安全とは言えないが、尐なくとも服飾や

その他の製品のように摸倣が前提となった市場が形成されているカテゴリーよりは参入障

壁が高く、正規の商品を販売するメーカーやショップにとっては安心感があることは確か

である。特に上述した中国消費者、ネットユーザーが日本に抱くイメージ「エコ、安全、

安心、品質」等をアピールしやすいのが食品や化粧品であり、このカテゴリーで日本企業

が参入し、成功できる可能性は比較的高いと考えられる。 
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７－１－２．日本企業にとって参考になる点 

 

日本企業が、中国の淘宝や EC サイトで有名商品の摸倣品や、○○風商品を販売するわけ

にはいかないし、実際にそのようなことは困難でもある。こうした摸倣品を販売している

のは、淘宝でショップと名乗っていても実際は個人であることが多く、中国では企業に比

べて、個人が摸倣品を販売することへの責任の負担は比較的小さい状況である。 

 

では、この事例にはまったく参考になることはないのかというとそうとは限らない。ま

ず、こうした摸倣品を販売しているサイト、個人は中国で流行しているファッションやス

タイル、ブランド、商品に対する目利きが非常に優れており、人気のショップはそうした

売れる商品を次々と仕入れ、大量に販売してゆく、更に販売が好調になればそのショップ

自身がブランド化するため、どのような商品を置いても一定量の販売が見込めるようにな

る。ショップ自身がブランド化するということは、すなわち上述したようにショップ自身

が“定番化”し、“安心感”を備えた存在となるという意味である。 

 

売っているものがどのようなものであれ、世と中の流行を読み、売れる商品を選択する

目利きの良さと、ショップを“定番化”してゆくその手法は日本企業にとっても参考にな

る点が非常に多い。 

 

ポイントまとめると以下のようになる； 

① 有名商品に似たものを安く購入する行為が、昔の実店舗からネットにシフトした 

② ネットショッピングの場合、摸倣と○○風では、“○○風”のほうが人気が高まって

いる 

③ 食品や化粧品は摸倣商法が難しいので、正規品を売る企業には安心感がある 

④ 摸倣系ショップであっても“目利き”や“定番化のための手法”は参考にできる 

 

７－２．実際市場以上に小ロットから買える商品 

 

 繰り返しになるが、中国の消費者、ネットユーザーは基本的にインターネットショッピ

ングを信用していない。そのため、どんなに良い商品であっても、最初から価格の高い商

品や、量がたくさんの商品を買う可能性はゼロに近い。淘宝やその他の EC サイトで人気の

商品をみてみると、尐量から買える商品が人気であることが多い。ネット販売三原則の一

つである“尐量”は、ユーザーの心の敷居を下げ、とにかく最初に商品を買ってもらうこ

とを実現するという意味では非常に重要な要素であり、どのような商品を売るにしても、

最低ロットからの販売を実現することは、中国におけるネットショップの成功の確率を飛

躍的に向上させることになる。 
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７－２－１．小ロット系事例紹介 

 

 

 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=b552bffccce9acfb84707ea80739b64

e&taomi= 

 

上図は、テレビ等でも紹介されて人気となっているコラーゲンアイパック製品を販売し

ているショップ。この商品は通常、パッケージングされてセット販売されているものであ

るが、淘宝のショップでは 3元/個でばら売りされている。特にこうしたスキンケア系商品

は消費期限もあるため、大量に購入すると手元に届いた際に既に消費期限が迫っていると

いうことが多々ある。小ロットから購入することができるように設定することで、そうし

た心配を軽減し、かつ大量に販売することができるようになる。“小ロット系”商品の販

売構造と人気の要因は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=b552bffccce9acfb84707ea80739b64e&taomi
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=b552bffccce9acfb84707ea80739b64e&taomi


 

36 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.   

表 12 摸倣系商品の人気、販売構造図 

 

 

 

 

 この構造をみると、小ロット系商品の人気の秘密は、ネットショッピングを利用するこ

とによって、どこにいても（欲しいと思う商品が自分が住んでいる街で売っていなかった

としても）限りなく無料に近い値段で、尐量の自分が欲しい商品を買うことができるとい

う点にある。通常、企業は自社商品のサンプリングを行う場合、実店舗等でサンプルを設

置して実施するが、中国の全ての都市で実施することは物理的に不可能であった。ところ

が淘宝でこうした商品が小ロットで出回るようになったことにより、その商品に対する感

想や意見が、淘宝のショップ上で吸い上げることができるようになった。しかもその範囲

がこれまでのように大都市だけではなく、地方都市にまで広がりつつある。小ロットから

の販売は、企業からみるとネットショップを通じての販売であると同時に、商品サンプリ

ングの機能も持つようになっているところが、特徴的である。小ロット系商品は上述した

ように、化粧品、スキンケア、使い捨て用品の割合が高いのも特徴。以下、実際の例を紹

介する。 
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例：韓国製フレッシュフラワージュースフェイスパック 

 

9 種類の花のエキスを利用した韓国製のフェイスパック商品。通常は 9 種類、各種 5 パッ

ク合計 45 枚入りの商品だが、このショップではパックをばらして、一枚一元で販売してい

る。45 枚入りのパッケージを購入するのは尐し勇気がいるが、5 枚くらいならという消費

者の安全心理が奏功しており、30 日で 2,400 枚を販売している。一枚一元というと利益に

ならないようにみえるが、小ロットの激安商品でショップへ誘導することによって、他の

利益率の高い商品も販売するショップ構成になっている。 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHj

W%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8

ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMC

tAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCF

CWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_1369

9173_0_0,12003595:98211717_2_497640768 

 

 

 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
http://item.taobao.com/auction/item_detail--.jhtml?taomi=8aR2LQR6GJA%2FdBOXHjW%2FVM2sPHkaHfP8%2Bns9MemHTGaLfsPkP%2Feu1bAjZpPlAbRgEnR%2FnVms8ebQ%2BqJAP15DG4jGar8qvrgOXtbkqqRtkBUp21E7wE%2BIrtKxPTG42Hv5SPcQMCtAKgYglkroZXPbbPcy5mJYr0YZc518EFR5siy3Rt6KSciucKBCterF9Ao19wF0NgEFjCFCWIzxRERo5G7vEf52gH08ludnh55YHbR1JQ%3D%3D&ref=&ali_trackid=2:mm_13699173_0_0,12003595:98211717_2_497640768
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例：ロッテのホカロン 

 

カイロこそ、小ロットから購入可能、用途やスペックが明確、定番感があるという意味

でネットショッピングでは理想的な商材である。当然多くのショップが使い捨てカイロを

取り扱っているため競争も激しいが、各ショップとも 100 枚買うと 10 枚プレゼント、200

枚買うと一枚の値段を 0.8 元にする等の販促活動を行って消費者を呼び込んでいる。ここで

紹介しているショップ“檸檬緑茶”は、月間売り上げが 1,000 万元を超えるとも噂される

淘宝でも有数の有名ショップであり、このレベルのショップになると“定番感”の力が大

きく働くことになるので、どのような商品を置いても一定の販売数を実現することができ

るようになる。 
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檸檬緑茶のトップページ 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-aff63f1960aa1f442730049450e97071

.jhtml 

http://nmlch.taobao.com/ 

 

 

７－２－２．日本企業にとって参考になる点 

 

以下の、グラフをみての通り、ネットでショッピングをする層は基本的に経済力がない。

日本の感覚からするとそれほど高いと思えない商品であっても、中国の消費者からみると

手が出しにくい価格のものが多く、それが信頼できないネットで販売されているとしたら

ますます購入することを躊躇してしまう。仮に自社の商品がパッケージ販売されていて、

箱から取り出せばばらすことができるものであれば、販売単位を箱ではなく、袋にするこ

とで売り上げをアップさせることは可能である。食品、飲料、化粧品、健康食品、トイレ

タリー用品等が主にその対象となるが、仮に低ロットからの販売が難しい商品であっても、

できるだけ最低消費価格を下げて、多くのユーザーが買うことができる仕組みを作ること

が、販売の拡大に繋がる。淘宝を始めとする EC サイトは一般的に、取引回数が増加するこ

とによってショップの信用度と評判があがり、サイトの中でも他のショップに埋もれるこ

となく上位の優先表示されるようにプログラムされているため、ショップ開設当初は、こ

の取引回数を如何に増加させるかが、ショップ成功の鍵になるといえる。 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-aff63f1960aa1f442730049450e97071.jhtml
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-aff63f1960aa1f442730049450e97071.jhtml
http://nmlch.taobao.com/
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 表 13 中国ネットユーザーの月収分布 

10.0%

18.0%

14.5%

13.7%

13.4%

15.4%

9.3%

2.7%

2.9%

0% 5% 10% 15% 20%

無収入

500元以下

501-1,000元

1,001-1,500元

1,501-2,000元

2,001-3,000元

3,001-5,000元

5,001-8,000元

8,000元以上

 

出典：CNNIC 第 25 回中国インターネット発展状況統計報告 

 

ポイントをまとめると以下のようになる。 

① ネットユーザーの心の敷居を尐しでも下げるための小ロット化は有効 

② 定番商品で小ロットから低価格で購入可能なものからスタートが鍵 

③ 自社商品を低ロットで安価に販売できる工夫が必要 

④ 低ロットで大量に様々なエリアに販売するとサンプリングの効果が見込める 

 

 

７－３．リアル店舗と連動している商品 

 

 中国のインターネットで売れる定番商品となるためには、実はインターネット上の施策

だけで解決できない問題が存在する。上述したように、定番商品とはそれを購入しておけ

ば外れはない、失敗はない、安心であるという印象を消費者、ネットユーザーに与えるこ

とができる商品のことを言う。このような商品は、ネットユーザーが淘宝でその商品を購

入するようになるまでに、一度はリアルな場所でその商品に触れたことがある、その商品

を体験したことがある、そのブランドについて評判を見聞きしたことがあるというものが

非常に多い。 

 

たとえば、前章で紹介した、熱くなっている皿を挟む食器具や使い捨てカイロは、大抵

 

 この辺のゾーンがメイン 
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の消費者が利用した経験を持っている。つまり簡単に言えば、過去や脳裏にその商品に関

する実体験や記憶、明確なイメージが存在しなければ、その商品は定番とはなり得ないの

である。淘宝でもよく売れている有名ブランドのデザインに似たコピー、模倣商品は、 

ある意味で本物のブランドに関する実体験やイメージという刷り込みに便乗している商品

と言えるため、知的財産権の侵害だけでなく、そうしたユーザー体験も侵害しているとい

う意味では問題がより深刻である。ただし、こうした商品というのは往々にして人気が長

続きしない。手を変え品を変え、流行しているものを仕入れ売るだけならばそれでもよい

が、独自の商品を売っていこうと考える以上は、どこかで一度は消費者に実体験をすり込

まなければ、定番商品となることはおろか、そもそもネットでの販売に持っていくこと自

体が困難になる。 

 

最初に説明したインターネット販売の三原則“安価”、“実用”、“尐量”は、実はインタ

ーネットで物販を行うために必要な、言うなればユーザーへの体験の刷り込み－すなわち

定番という安心感を生み出すための敷居を下げる役目を果たしているのであり、三原則の

実現度合いが高いほど、定番感醸成に必要な労力は減尐し、三原則から外れる商品ほど強

力な定番感を必要とし、またそれを醸成する努力も大きくなっていくのである。 

 

世界有数の EC サイトへと成長した淘宝で、有名ショップとなり大きな利潤を生み出すた

めにしなければならない努力とそれに必要なコストは下手をすると実店舗を開設したり、

リアルなタッチポイントを作り出すことにかかる努力やコストを上回ることも珍しくなく

なっている。そのような状況の中では、発想の転換を図り、まずは実店舗やリアルなタッ

チポイントを作り出し、ユーザー体験の醸成に注力した上で、満を持して淘宝やその他の

EC サイトでショップを開設するというのも一つの方法であると考えられる。 

 


