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７－３－１．実店舗系事例紹介 

 

 

出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db0-bcbbd680a295b58e41dcb29e45e2e0f1.j

html?is_b=1= 

 

上図は、オーストラリアの有名シューズブランド UGG（アグ）のショップ（UGGは、1978

年､オーストラリアのサーファーが､オーストラリアのビーチで職人たちが縫っ

ていたシープスキンブーツをアメリカに持ち込んだのが最初と言われている。） 

2009 年、中国のファッション界を席巻したのがこの UGG のブーツで、女優、

ミュージシャン等が愛用している姿がテレビで映し出されると、女性誌でも取

りあげられるようになり、特に大都市で瞬く間に評判が広まり、一躍冬のブー

ツの定番となった。もともと UGG は中国大陸にオフィシャルショップは存在し

なかったが、熱心なファンや個人のショップ等が並行輸入の形で大陸に持ち込

んでいたため、オシャレ好きの間では早くから評判になっていたが、その後テ

レビでも見かけるようになり人気が一気に加熱した 2008 年の中頃から淘宝をは

じめとする EC サイトで並行輸入の本物と模倣品が乱立するようになった。その

後、ファン念願のオフィシャルサイトが 2008 年 12 月に北京で開店し、それに

呼応する形で EC サイトでも人気がますます高まるようになり、北京の実店舗で

仕入れた UGG を販売するショップも多数みられるようになった。 

 

 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db0-bcbbd680a295b58e41dcb29e45e2e0f1.jhtml?is_b=1
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db0-bcbbd680a295b58e41dcb29e45e2e0f1.jhtml?is_b=1
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オフィシャルショップ開店セレモニー          店内の様子 

 

出典：http://fashion.ef360.com/Articles/2008-12-26/114988.html 

出典：http://lady.163.com/08/1216/22/4TANH7MG002624HG.html 

 

 

表 14 実店舗系商品の人気、販売構造図 

 

 

 

 この UGG の場合、最終的にオフィシャルショップを開店するほどの成功を収めているが、

最初のきっかけは、熱心なファンや並行輸入業者がオーストラリアやその他の国から商品

を仕入れ、都市部の個人経営のシューズショップ等に商品を置くようになったことからで

http://fashion.ef360.com/Articles/2008-12-26/114988.html
http://lady.163.com/08/1216/22/4TANH7MG002624HG.html
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ある。そこから次第に人気に火がつき、タレント効果等の後押しもあり、ついには EC サイ

トにも本物、模倣品が併存するような形で冬のブーツの定番商品へと成長していった。つ

まり UGG の場合は、EC サイトで定番商品として人気が爆発する前に既に、都市部の個人

経営シューズショップという実店舗でのユーザー体験を提供するインフラが存在していた

ということであり、そこで獲得した知名度と定番感が貢献したことで、三原則“安価”“実

用”“尐量”のうち、“安価”や“尐量”といった要素はそれほど気にしなくてもよくなっ

た状態で、インターネット上で物販を行うことができたということが、大成功につながっ

たと考えられる。また、オフィシャルサイトが 2008 年末に開店したことで、この“定番感”

が一層加速することになり、EC サイト上での本物、模倣品双方の販売業績を押し上げたと

いえる。 

 

 UGG の事例から言えることは、“口コミ”と聞くと現在では BBS や BLOG、SNS とい

ったいわゆる CGM を想像してしまうが、熱心なファンや業者による個人経営シューズへの

持ち込みという草の根的な純粋な意味での口コミが、時にインターネットを使った施策以

上に大きな効果を発揮するということであり、実店舗やリアルなタッチポイントの設計が、

ユーザーの実体験という刷り込みを醸成する意味からもまたトータルで必要となる労力や

予算の面から考えても実は非常に効率の良い方法であるということがいえるだろう。その

他にも、インターネットだけに頼らないタッチポイントを作り出す手法は様々な例がある

が、共通していることはターゲットがインターネットショッピングになじまない 40 代以上

の層を狙った仕掛けであるという点である。以下いくつかの事例を紹介する。 

 

① 病院で粉ミルクを配って巡回するおばちゃん 

 

 産婦人科の医院で出産が終わった母子が入院する病棟を、中年の女性が病院の許可を

得た上で巡回している。彼女達は出産が終えたばかりの母親を見つけると、鞄からおも

むろにアメリカメーカー製の粉ミルクのサンプルを取り出し熱心に商品の説明を始め、

一通りの説明が終わると、一週間分（帝王切開の場合、最大で 1 週間くらい入院するこ

とが多い）のミルクと、電話やネット注文用の連絡先が入った名刺を置いていく。母親

は赤ちゃんが最初に飲み慣れたミルクのブランドを変更するのは嫌がることが多いの

で、一週間分のサンプルが切れた後も引き続きそのブランドの商品を購入し続ける。 

 

② 小区（団地群のイメージ）に設置されている掲示版で体験会開催の告知 

 

 中国の小区には大抵掲示版が設置されており、そのスペースに新聞やポスター等が貼

られている。このスペースにあるドイツメーカーが、高級車いすと杖の商品の体験会の

告知ポスターを貼りだした（スペースが空いていたので小区側はポスター設置の費用は
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請求せず）ところ反響が凄まじく、体験会には 400 人以上の参加者が集まり、実際に車

いすが 20 台（6000 元/台）、杖が 45 本（500 元/本）が売れた。 

 

  

   小区内のポスター設置スペース         体験会実施の模様 

出典：http://www.segcl.com.cn/zh/NewsView.asp?ID=150 

 

③ ハイエンドスーパー、デパートで物産展、展示即売会 

 

 外国人や富裕層が集まるハイエンドスーパーやデパートでスペースを借りて、物産展

や展示即売会を開催する。特に富裕層で 40 代以上の消費者の場合、依然として“実際

にモノをみてからでないと安心できない”という考え方が根強いため、こうした物産展

や展示即売会は非常に有効である。自社商品の販売ターゲットがネットショッピングを

敬遠する 40 代以上の場合、淘宝で効果が上がるまで大変な努力をするよりも、むしろ

こうしたタッチポイントを多く設置して、本当の意味での“口コミ”を拡大するほうが

得策であるといえる。 

 

④ 年配層のダンスサークルの早朝練習時に無料で牛乳を配布 

 

 牛乳は鮮度が重要なため、インターネットで販売するのに向いていない商品である。

中国のとある乳製品メーカーは、年配の女性の多くが何からのダンスサークルに所属し

ており、早朝から集まって練習していることを知っていたため、彼女達をターゲットに

街中のダンスを練習している中年女性のサークルを巡回して、自社の牛乳を無料で配布

し、同時に配達申し込み用紙も配った。結果、申し込み用紙配布枚数が 10000 枚の中で、

実際に配達を申し込んだ枚数は、800 枚だったという。 

 

 

http://www.segcl.com.cn/zh/NewsView.asp?ID=150
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７－３－２．日本企業にとって参考になる点 

 

 先にも述べた通り、インターネットや淘宝は万能ではない。インターネットを通じてモ

ノを売ろうとするならば、尐なくとも“定番感”を持っているものでないと難しいという

のがあるし、もし自社の商品の販売ターゲットが比較的年齢が高い層であった場合、現在

の中国ではインターネットを使うこと自体があまり良い手法であるとは言えない場合が多

い。とすれば、そこに大量の予算を投じるより、一見地味であったとしても、上述の事例

のように地道に“ユーザー体験”を提供するタッチポイントを増やしていくことが、結果

としては販売量の向上に繋がる可能性は高いといえる。そうした作業が一定の成功を収め

た後であれば、仮にターゲットが比較的年齢の高い層であったとしても、既に獲得してい

る“定番”イメージの力で、年配消費者層が自分の子供や孫に頼んで淘宝で購入してもら

うということを期待することも可能になる。 

 

ポイントまとめると以下のようになる。 

① ネットで売るには“実体験という刷り込み”が必要 

② 地道でリアルな口コミは、来るべきネットでの成功を加速させる推進剤になる 

③ 40 代以上の層を狙うなら、ネットよりもむしろリアルなタッチポイント設計を 

④ うまくすればリアルにかかるコストはネットのコストよりも安くなる 

 

 

７－４．予算を投じてネット施策を行っている商品 

 

中国市場は広大であり、また以前のように北京、上海、広州等の大都市のみをカバーし

ていればよかった時代とは異なり、現在では第二級、第三級都市が主な競争重点市場とな

りつつある。そのような場合、リアルなイベントを全国規模で展開するには、大企業とい

えでも負担が大きく、キャンペーン、プロモーションのミッションコントロールも非常に

デリケートな作業を伴うため、現実問題として遂行が難しい面も多い。そのため、近年の

インターネットの普及にともなって、大企業であっても主にインターネットを利用して、

インターネットのみで完結するようなキャンペーンやプロモーションが増加している。そ

の場合、全国何十都市でイベントを開催するために必要な予算をウェブキャンペーン、プ

ロモーションに投じていることも多く、規模や仕組みの精巧さは、淘宝上の個人経営ショ

ップや、小規模な企業が行う販促活動を遙かに上回る。 

 

 例をあげれば淘宝上にショップを開店したユニクロや、テレビ CM の代わりに動画サイ

トに非常に練られた動画作品をアップした上海 GM（自動車）やブルースリーによるコミカ

ルな卓球動画をアップした NOKIA、新しい若者ユーザーを取り込むためにゲームのような
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動画をアップした Lenovo の ThinkPad 等がある。ユニクロが淘宝上のショップという販売

に直接つながる施策であるほかは、全体的にインターネットを使うことによって、若者消

費者をターゲットとしてブランドや製品に対する話題、興味、反響を喚起することを目的

としているものが多く、そこから直接販売に誘導することを意図している訳ではないとい

う点でこれまで説明した他のパターンとは異なる。 

 

 とはいえ、こうした動画やインターネット施策によって話題となり、多くの消費者がそ

の製品やブランドに興味を持つようになれば、結果として購買に繋がることになるため、

最終的に“商品が売れる”ことを目的としているという意味ではゴールは同じといえる。 

 

 更に、大企業によるウェブキャンペーン、プロモーションの最近の特徴としては、消費

者参加型の事例が増えていることがあげられる。企業ではまず、キャンペーンサイトを立

ち上げ、その中でコンテストを開催する。消費者はそのコンテストに参加し、自分の作品

や顔写真等をアップする。この作品に更に多くの参加者が投票することによって、ランキ

ングを作られ、最終的にランキングの上位者に賞品が贈られるというのが一般的である。

消費者参加型キャンペーン・プロモーションは、インターネット上で実施されることによ

り、中国全土をカバーすることが可能となるほか、若者消費者の囲い込みを実現すること

ができ、更にキャンペーンの効果をクリック率や参加者数等からはかることができるよう

になるため、リアルなイベントに比べて予算規模が小さいことと相まって多くの企業が実

施するようになった。以前であれば、大企業のキャンペーン・プロモーションはマス展開

がメインとしてあり、ウェブなどはそのサポートという位置付けであったが、最近ではウ

ェブキャンペーン・プロモーションがメイン、もしくはウェブのみで完結するという事例

が大多数を占めるようになっている。 

 

 上述したように、今後インターネットが、高年齢層にも次第に普及していくことを考え

れば、インターネットを中心としたキャンペーンやプロモーションのデザインは、中国市

場におけるマーケティング展開を語るうで非常に重要なものなっていくことは間違いない

ところである。 

 

７－４－１．大企業系事例紹介 

① 淘宝ネットから自社 EC サイト、実店舗への誘導-ユニクロ（日本） 

 EC サイトにおいて、最も売れている商品は、衣類、化粧品と言われており、ユニク

ロの淘宝との提携は、発表された当時も大きな話題となった。ユニクロでは当然自社で

もウェブサイトを開設しており、オンラインでの商品販売も行っている。ユニクロの

EC サイトと、実店舗の関係性を図示化すると以下のようになる。 
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表 15 ユニクロの淘宝ショップ、自社サイトの実店舗との関係 

 

出典：http://shop57303596.taobao.com/ 

出典：http://www.uniqlo.cn/ 

出典：http://q.chinasspp.com/n27453.html 

 

 インターネットユーザーは、淘宝上のユニクロショップ、もしくは自社サイトにアク

セスすることによって商品を購入したり、ブランドや商品への興味が喚起され、最終的

には実店舗へと誘導される仕組みになっている。ユニクロの場合、淘宝上のショップと、

自社サイトでは販売されているアイテムにそれほど大きな違いがあるわけではないが、

淘宝ショップを開設することによって、インターネットユーザーのユニクロへのタッチ

ポイントを大幅に拡大するという効果を生むほか、淘宝上で非正規ルートでユニクロの

商品を販売している個人名義等のショップを駆逐、牽制するという効果も期待できる。 

 

② 淘宝ネットから自社サイト、実店舗への誘導-Lancôme（フランス） 

 

 フランスの化粧品ブランドである Lancôme は、現在のところ淘宝上にオフィシャル

ショップは開店していないが、個人や卸会社がショップを開店して様々な製品を販売し

http://shop57303596.taobao.com/
http://www.uniqlo.cn/
http://q.chinasspp.com/n27453.html
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ている。Lancôme は、ハイエンド化粧品ブランドであるため、商品の価格はそれほど

安くない。そのため、インターネットユーザーは淘宝上で Lancôme の高額商品を購入

することに多尐の不安を感じていることも確かであり、一般的に淘宝上ではそれほど価

格が高くない商品を小ロットで購入することが多い。その際、高額商品を購入したい場

合には、淘宝ではなく、Lancôme が自社で開設しているオフィシャルサイト上の EC

サイトで購入するか、実際に店舗を訪れることがほとんどである。この場合、淘宝と自

社サイト及び実店舗の関係は、先ほどのユニクロのタッチポイントの拡大という機能以

外にも、価格帯、消費金額及び安心感・信頼性の違いによる販売チャネルの多元化とい

う側面も持っている。その仕組みを図示化すると以下のようになる。 

 

表 16 Lancôme の淘宝ショップ、自社サイトの実店舗との関係 

 

 

出典：

http://list.mall.taobao.com/search_product.htm?user_action=initiative&at_topsearch=1&sor

t=st&type=p&style=g&q=lancome 

出典：

http://www.lancome.com.cn/_zh/_cn/catalog/product_rare.aspx?prdcode=090093&categoryco

http://list.mall.taobao.com/search_product.htm?user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&style=g&q=lancome
http://list.mall.taobao.com/search_product.htm?user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&style=g&q=lancome
http://www.lancome.com.cn/_zh/_cn/catalog/product_rare.aspx?prdcode=090093&categorycode=AXESkincare%5eF1_Yeux&vname=PRD_Name&&
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de=AXESkincare^F1_Yeux&vname=PRD_Name&& 

出典：http://finance.qq.com/a/20051104/000020.htm 

 

 Lancôme の場合ハイエンド化粧品のため、消費者のネットショッピングに対する心理的

な敷居が高いため、淘宝で低額→オフィシャルオンラインショップで中額→実店舗で高額

というふうに、オンライン上での心理的障害を下げることよりも、チャネルの棲み分けを

行うことによって、最終的に商品を購入してもらうことを目指している。この二つの事例

は大企業による戦略とはいえ、ユニクロのタッチポイント拡大手法、Lancôme の価格によ

る棲み分け手法とも、日本企業が中国の EC サイトで物販を行う上で、ともに採用すること

ができる手法であり、規模の大小はあれ、大きな効果が期待される方法であるといえるだ

ろう。 

 

③ インターネットキャンペーンによる話題喚起-NOKIA（フィンランド） 

 携帯電話は中国の若者の欠くことのできない必須ツールとなっており、食費を削って

も通話料は捻出するという現象は中国でも同様に発生している。携帯電話ユーザー7 億

人と言われている中国では、尚巨大な潜在力を秘めているといえるが、一方で携帯電話

端末メーカー間の競争が非常に激しく、世界でも有数の激戦市場であると言われている。

かつて携帯電話端末メーカーは、大量のマス広告投下による宣伝を行ってきたが、結果

としてメーカーの疲弊を生み、予算的圧迫を生む結果となった。そんななか、中国にお

いてインターネットが普及するようになり、しかもその主要なユーザーが、10 代、20

代であるという事実をつかんだ携帯電話端末メーカーは、これまでのマス一辺倒の戦略

を修正し、次第にインターネット施策に力を入れるようになった。現在では、携帯電話

業界は、こうしたインターネット上のキャンペーンやプロモーションに最も積極的な業

界となっており、様々なユニークなキャンペーンやプロモーションが行われている。そ

の中でもシェア第一位、業界最大手の NOKIA は、ローエンドからハイエンドまで様々

な端末をフルラインアップで展開している関係上、機種毎に様々なキャンペーン、プロ

モーションを実施している。その中でも、2008 年から 2009 年にかけてインターネット

上で非常に話題となった、ブルースリーを利用したユニークな事例を紹介したい。 

 

背景：2008年は香港のカンフースター、ブルースリーの没後35周年記念であり、NOKIA

でもそれに合わせて端末 N96 のブルースリー限定バージョンを発売した。この際、同

社では通常のマスを中心とした宣伝を行わず、インターネットを利用したユニークなキ

ャンペーンを展開した。 

 

 まず、インターネット上でまったく告知を行わずに、「ブルースリー未公開秘密特訓」

というタイトルで、ブルースリーがヌンチャクで二人の卓球選手を相手に卓球の勝負を

http://finance.qq.com/a/20051104/000020.htm
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行っている動画をアップロードした。このユニークでコミカルな動画は短期間で爆発的

な人気を呼び、24時間で再生された回数は 100万回を超えた。 

 

   

   

出典：http://you.video.sina.com.cn/b/23770876-1513858027.html 

 

 キャンペーンに実施を担当した広告代理店では最初、中国動画サイト“優酷”

（http://www.youku.com/）に動画をアップロードした。今尚根強いブルースリー人気

と、動画自体のおもしろさもあり、短期間の間に大きな反響があり、「本当に本物のブ

ルースリーなのか？」といった問い合わせが口コミサイトで大量に投稿された。広告代

理店では、このタイミングで、真のバージョンである NOKIAの N96と NOKIAロゴが入っ

た作品を動画で投稿し、この動画が NOKIAによるキャンペーンの一環であることを明ら

かにした。これにより、NOKIA では動画から自社サイトへ大量のネットユーザーを誘導

することに成功した。 

 

効果：実際、この動画に誘導されて NOKIAのウェブサイト上に開設された N96販売サイ

トに訪れたユーザー数は 35,000。ネット上での販売予約は 5 日間で売り切れとなった。

N96 の発売後も人気を持続し、発売後 2ヶ月で N96 は携帯電話端末販売台数ランキング

トップ 10 の常連となった。現在、この動画の再生回数は累計で 1,200 万回を超えてお

り、海外の動画サイト Youtubeにも転載され、その影響は中国を飛び出し、海外にも及

んでいる。 

 

 

 

 

http://you.video.sina.com.cn/b/23770876-1513858027.html
http://www.youku.com/
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表 17 NOKIA の動画サイトを利用した自社ウェブサイトへの誘導 

 

 

 

出典：http://www.shop.nokia.com.cn/index.php 

 

 今回の NOKIAN96 のキャンペーンでは、主にインターネットの動画サービスを利用し

ており、マスメディアを中心とした宣伝活動はほとんど行われなかった。しかし結果と

してはマスメディアでの宣伝以上の効果を上げており、ウェブを利用したキャンペーン

が成功した際に反響の大きさ、効果、コストパフォーマンスを証明している。忘れては

ならないのが今回の事例が、決して予算不足で仕方無くインターネットを利用したとい

う類のものではなく、NOKIA がターゲット消費者を明確にし、しっかりと予算をかけて

反響を得られるだけのクオリティーを持った非常の完成度の高い動画を作成し、それを

適切に世の中に発信したことが成功につながったという点である。 

 

 インターネット上で企業がキャンペーンの一環として発信している動画で成功して

いるものはそうしたクオリティーの高いものがほとんどであり、成功の鍵は予算の多尐

よりもむしろそうした一件些細なことにみえる動画をどこまで本気で作り込むかにか

かっているといえる。 

http://www.shop.nokia.com.cn/index.php
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④ インターネットキャンペーンによる話題喚起-上海 GM（アメリカ） 

 上海 GM がリニューアル発売する Buick-Regal は、かつてビジネスセダンとして中

高年齢層に高い人気を誇る渋いセダンであったが、今回はそのイメージを一新するスポ

ーティーセダンとしてリニューアルされた。 

 

    

        旧型 Regal                               新型 Regal 

  

  背景：車両の大幅なリニューアルにともない、当然ながらターゲットとなる消費者も

これまでの中高年層ではなく、スポーティーな車種に興味を持つ若者層へとシフトし

たため、上海 GM では、従来のマス中心の広告宣伝も行いつつ、若者をターゲットと

した、ウェブキャンペーンを実施することにした。同社では上述の NOKIA 同様に動

画サイトにアップする動画作品を制作し、これを中国の主要な動画サイトで発表した。

この作品では NOKIA のように作品の最後にメーカーや商品が紹介されるシーンは入

っておらず、あくまで新車である新型 Regal を主人公したユニークなストーリーを発

表するにとどまっている。自動車は携帯電話とは異なり、自社のウェブサイトで販売

するというふうにはいかないため、こうしたキャンペーンは消費者の新型車に対する

興味や反響を喚起するという意味で、マス展開や実際に店頭で販売をサポートする機

能という側面が強い。 

 

   この動画もアップロードされると同時に大反響を呼び、再生回数は 50 万回を超えて

おり、結果として若者層の間での新型 Regal に対する知名度のアップや、従来の中高

年層の車である Regal というイメージを一新させる効果を発揮した。 
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出典：http://video.pomoho.com/ent/2335601 

 

 

   自動車は、携帯電話と異なりオンラインで販売できる商品ではないため。具体的に今

回のインターネット上のキャンペーンによって販売につながったことを証明すること

は難しいが、この動画が新型 Regal の発売当初に、若者を中心に反響や興味を喚起す

ることに貢献をしたことは間違いのないところであり、初動で月 8000 台を売り、一躍

中国のアッパーミドルセダンの定番へとのし上がったことに、この動画キャンペーンが

一定の貢献を果たしているのは間違いのないところである。 

 

表 18 新型 Regalの動画キャンペーンとマス展開の関係 

 

 

 

http://video.pomoho.com/ent/2335601
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７－４－２．日本企業にとって参考になる点 

 

 以上、ユニクロ、Lancôme、NOKIA、上海 GM と四つの大企業の事例を紹介してきた。

この四つの企業は、簡単にまとめればユニクロから順にウェブキャンペーン・プロモーシ

ョンの目的が“タッチポイント拡大”、“価格帯別チャネル多元化”、“反響・興味喚起

による販売促進”、“反響、興味喚起によるブランド知名度のアップ”と微妙に異なる。

とはいえ、いずれも企業もその目的を達するために、インターネットを有効に活用してい

る点は共通している。更に最も大きな共通点としては、いずれもウェブキャンペーンに多

額の費用をかけて、コンテンツを十分に作り込んでいるという点である。 

 

 中国でもマス広告が特に若者層を中心に効かなくなっていると言われているほか、広大

な中国市場を広くカバーするために、企業のウェブキャンペーン・プロモーション活用が

ますます多くなっており、現在はインターネットを絡めないキャンペーンやプロモーショ

ンをみつけることのほうが次第に難しくなりつつある。 

 

ポイントをまとめると以下のようになる。 

① 広大な中国市場をカバーできるツールとして、大企業の間でもインターネットを利用

したキャンペーンやプロモーションは必須になりつつある 

② タッチポイントの拡大、チャネルの多元化、反響の喚起、販売促進等インターネット

をきっかけとして様々な効果を得ることが可能 

③ 大企業のウェブキャンペーンは、大きな予算を投じて作り込まれたウェブコンテンツ

を発信することによって成功の確率を高めている。 

④ 現在ではウェブを使用しないキャンペーンを見つけるほうが難しくなっている。 

 

 

７－５．それほど予算をかけずにインターネットをうまく使っている商品 

 

 上述した内容は、潤沢な予算を使って作り込まれたコンテンツをインターネットに投じ

ることによってより大きな確率で成功を収めることが要点であるといえるが、インターネ

ットの良さは、そのような方法以外にも、莫大なコストをかけることなく一定の成果を上

げることができる可能性がある（可能性ということが重要）という点である。 

 

 大きな予算を投じてインターネット上でキャンペーンを行うことは、潤沢な資金を投入

すればすぐにでも実施することができるが、仮にそれほど大きな予算をかけていないとし

ても、アイデアや手法が秀逸であればウェブキャンペーンやプロモーションは成功するこ

とがあるし、また実際にそのような事例も多々みられるようになっている。 
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①日本人と中国人が協力して淘宝で人気ショップに 

 

 淘宝ネットで日本人が経営する人気のベビー用品ショップがある。“宝貝心願”という

名前のこのショップは、主に日本のベビー用品（ミルク、食品、紙おむつ、トイレタリー

用品等）を取り扱っており、日本人が経営する淘宝ネットのショップでは最大規模を誇っ

ており、年間売り上げは 1,000 万元に達すると言われている。 

 

  

ショップトップページ          日本製ミルクが売れ筋 

出典：http://shop36385758.taobao.com/ 

出典：

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-6e15e765e41e980d4b238dff4bcfbc63.ht

m 

 

 中国では 2008 年に中国製粉ミルクの汚染問題が発生して以降、食の安全に対する意識が

飛躍的に高まっており、結果として“安全”というイメージがある日本製ミルクの人気が

爆発的に高まった。淘宝ネットでも日本製ミルクは最も人気のある商品ジャンルの一つで

あり、多くのショップが販売を行っているが、宝貝心願は日本人経営による安心感と品揃

えの豊富さで、消費者から信頼と人気を獲得し、淘宝ネットのベビー用品ショップの“定

番”となることに成功している。 

 

 また、宝貝心願は淘宝上のショップ以外にもリアル店舗を開店しており、こちらでの販

売が売り上げ全体の 20％程度を占める等非常に大きな割合となっており、このことからも、

リアル店舗が存在することの“安心感”が、ネットでの販売促進のカンフル剤となってい

ることがわかる。 

 

②日本旅行のお土産として大ブレイク 

 

http://shop36385758.taobao.com/
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-6e15e765e41e980d4b238dff4bcfbc63.htm
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-6e15e765e41e980d4b238dff4bcfbc63.htm
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 日本旅行のお土産で定番と言えば、これまでは電化製品、化粧品等が思い浮かぶが、2009

年実は最もブレイクしたのは上のどちらでもなく、ネックレス型健康器具である。その中

でも最も有名なのは、中国での店舗展開を行う“ファイテン”である。日本の京都に本社

があるファイテンの磁気ネックレス製品は、2007 年ころから中国のオンラインショッピン

グ等を中心に口コミで評判が高まっていた。そのころは個人が並行輸入という形で持ち込

むことが多かったため、常に品切れという人気で、2008 年ついに同社が中国市場に参入し

て本格的に展開を開始して以降、自社オンラインショッピング、デパート、ハイパーマー

ケット等で展開するようになり、人気が爆発した。これ以降様々な同様の製品が販売され

るようになり、EC サイト最大手の淘宝ネット等でも、本物偽物どちらも非常によく売れて

いる。 

 

 一説によれば、ファイテンの中国市場における売り上げの約 60%を EC サイトが占めて

いるとも言われており、口コミを中心としたウェブの大人気が逆にリアル店舗での販売好

調を誘発しているという口コミ先行型の典型的な製品といえる。 

 

    

淘宝でもファテンで検索すると多くの    口コミとウェブでの人気が店舗 

店舗が取り扱っている           にも飛び火した 

 

 2008 年以降、中国でも多くの国産ネックレス型健康器具が発売され、既に市場にたくさ

んの種類の製品が出回っているが、今尚最も人気があるのはファイテン製品であり、ネッ

クレス型健康器具＝ファイテンというイメージが定着しつつあり、これは絆創膏を表す固

有名詞が商品名であるバンドエイドになってしまっている状況と似ており、それほど人気

が高いことを表している。特に EC サイトでのファイテンの人気は非常に高く、どのショッ

プでも販促の手法として“ファイテン製！”をうたうか、“ファイテンより効果あり！”

を強調しているかのどちらかである。ちなみに淘宝でファイテンで検索すると、販売して

いるショップは 6 万店舗を超える。 

 

 口コミがきっかけで、EC サイトで人気が爆発し、それがリアル店舗へと拡大したという

意味では、上述の UGG の事例がこれに近いが、ファイテンの場合はそこで終わらないとこ
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ろに特徴がある。最初に述べた通り、ファイテンは日本へ旅行した中国の消費者がお土産

として大量に購入して中国へと持ち帰り、それを友人や知り合いにプレゼントすることで

更に口コミを拡大しているという現象が生まれており、サイズが小さく、価格も手頃、持

ち運びが便利なため、日本土産として既に確固たる地位を築いているのである。 

 

 ファイテンという商品をネット販売三原則に当てはめると、安価、実用、小ロットのい

ずれもクリアーしており、アンディ・ラウや中国の陸上ハードルのスターアスリート劉翔

等が愛用していることで“定番感”を醸成しつつ、更に日本のイメージである“安全、健

康、エコ”と点もしっかりとおさえていることがわかる。このことからもファテンが中国

のインターネットで販売するにふさわしい商材であることがわかる。 

 

      

ファテンのオフィシャルサイト、自社サイトでもショッピングが可能 

サイトアドレス：http://www.phiten.cn/index.php  

 

 

８．これらのどの事例にも当てはまらない場合はどうすればよいか？ 

 

これまで、様々なパターン、事例を紹介してきたが、中にはこれらのパターンや事例に

当てはまらない商品も多い。インターネットの物販にも向いていない、かといってリアル

なタッチポイントを設置したとしても中国の消費者に受けいれられるかどうか判断するこ

とが難しいもの等も非常に多く、むしろ現状ではそうしたもののほうが多いと考えられる。

なぜから、実際のところ淘宝ネットやその他 EC サイトでも消費者に人気があり、よく売れ

ているのは、衣類、化粧品、食品、生活用品等のごく一部であり、その他の商材は一般的

にインターネットでの物販に向いていないと判断されることが多く、また前章で説明した、

低価格、実用、小ロットにまったく当てはまらない商品であることも尐なくないからであ

る。 

 

ならば、こうした商材は中国のインターネット上で淘宝ネットや EC サイト上にサイトを

開設して販売することに向いていないかというと、それを即断することは難しい。なぜな

http://www.phiten.cn/index.php
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らば、中国のインターネットショッピングの歴史は非常に浅く、本格的な市場として起動

したのはここ数年のことだからである。もし、今後現在の 10 代や 20 代が 30 代、40 代へ

と成長していけば、将来的にはどのような商材であってもインターネットで購入すること

にそれほど不安や抵抗を感じることがない世代の人々がインターネットユーザーの大部分

を占める時代が遠からずやってくるからである。実際、現在の 20 代の若者の中には、新居

の家具や家電、生活用品にいたるまでを全てインターネットショッピングで揃えたという

強者もいる。このような状況をみれば、現在 EC サイトで販売することが難しいと思えるよ

うな商材であっても、将来的には普通に販売することができるようになる可能性はゼロで

はない。 

 

ただ、そうした時代がやってくるのを気長に待つわけにも行かないため、さしあたって

現在できることから実施することを考えた場合、最も現実的な方法は淘宝ネット上で開設

されている人気ショップに商材を提供してテスト・マーケティングを行う方法があげられ

る。 

 淘宝ネットで人気のショップは、人気が出始めた当初はいわゆる「売れ筋」と呼ばれる

商品がそれほど他品目あるわけではないが、人気が出れば出るほどどのような商品を置い

ても一定の販売数が出るようになり、売れ筋のラインアップが広がっていく（上述の檸檬

緑茶が好例。出店当初は主にスキンケア商品のみを扱っていたが、現在はメイク、健康用

品等取扱商品が拡大している）、他のショップとの競争に勝ち抜くためにも、こうした人気

ショップは常に新しい商材を探しているため、そうしたショップと繋がりを持つことがで

きれば、ショップに商材を提供することでテスト・マーケティングやサンプリングが可能

となり、自社製品を尐量提供し、その売れ行きや実際に購入している消費者の実態などを

調査することができる。 

 

   

出典：http://shop36385758.taobao.com/ 

出典：http://www.china--bb.com/shanghai_baby/shanghai_baby_concept.html 

 

http://shop36385758.taobao.com/
http://www.china--bb.com/shanghai_baby/shanghai_baby_concept.html
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 ベビー用品を扱っており、日本人が経営する淘宝のショップでは最大規模を誇る宝貝心

願は、テスト・マーケティングのプラットフォームも提供しており、自社で出店する前に、

テスト販売やサンプリング等を行うことができるようになっている。 

 

 今レポートで主にインターネットを活用したキャンペーンやプロモーションの事例を紹

介しているが、中国において物販を行う場合、必ずしもインターネットだけが唯一の選択

しであるとは限らないという点は前章でも説明したとおりであり、自社製品の特性、ター

ゲットとなる消費者、中国で利用できるルート、関係等によって活用するチャネルは他に

もまだ多数存在するといってよい。具体的には、現地でリアル店舗を開設する可能性はな

いのか？、代理店契約をする可能性はないか？、まずはテスト・マーケティングから始め

ることはできないか？等を冷静に判断する必要がある。重要なことは、中国市場で如何に

売るかということであり、淘宝ネットでショップを開店することがゴールではないという

ことである。この点を誤ってしまうと、ショップは開設したもののアクセスがまったく伸

びずに埋没してしまい、そもそも存在すら中国の消費者に知られないまま失敗してしまう

ことになってしまう可能性が非常に高くなる。 

 

 更にインターネットを活用することが決定した後でも、淘宝ネット以外にもネットの中

で更にどのような手法を採用するか、どのようなサイトに出店するか、自社サイトを立ち

上げるのか、他のサイトと提携するのか、選択肢は多々あり、最初に方向を決めすぎない

ことが重要である。昨年、日本の楽天が中国検索サービス大手百度と提携してショッピン

グモールを立ち上げることを発表したことからも、今後は中国市場でインターネットを使

用した物販を行うためのチャネルの選択肢が増加していくことが予想されるため、淘宝ネ

ットに縛られすぎない判断が必要となってくることになる。 

 

淘宝ネット以外の選択として考えられるルートを簡単にまとめると以下のようになる。 

① 淘宝ネット以外の EC サイト 

② リアル店舗 

③ 人気ショップ上でのテスト・マーケティング 

④ 代理店の活用 

⑤ 物産展、展示会、即売会等のイベントの実施等 
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９．中国のインターネットに存在する問題とリスク 

 

 先日の発生した米国の大手検索エンジンサイトGoogleと中国政府との間に発生した問題

をみるまでもなく、中国のインターネットは原則として全て検閲のフィルターがかかって

いるといってよい。昨年、中国政府が中国で販売される全てパーソナルコンピューターに

グリーンダムという検閲ソフトをインストールすることが義務づけられることが発表され

たことは記憶に新しい。グリーンダムはその後、ソフトウェアのあまりのスペックの低さ

や、政府内でも反対意見が存在したために立ち消えとなったが、最近再びインターネット

実名登録制等を実施しようという動きがあり、長期的にみれば何らかのかたちで中国政府

による中国のインターネットの管理が厳しくなることが予想される。 

 

 中国におけるインターネットの管理や検閲は、日本人が想像する以上に厳しいものがあ

り、ある日突然に法律が施行され、淘宝で自社の商品を販売することが不可能になるとい

うのも考えられないことではない。実際、現在淘宝で販売されている多くの製品が並行輸

入という形で中国市場に入ってきており、正規ルートを通じて仕入れられ、ショップに並

んでいるわけではない。中国で展開する大手小売店で販売されている輸入食品でさえ、非

正規ルートで中国市場に入ってきているものもあることを考えれば、現実問題としてこれ

らが全て取り締まりの対象となる可能性は大きくないものの、それでも今後 EC サイトでこ

うした非正規ルートから入ってくる製品は一切販売してはならないという法律や法規が登

場すれば、淘宝ネットで販売されている殆どの商品はサイトから消えてしまうことになる。 

 

 また、中国のインターネットインフラにも問題は存在する。中国は既にブロードバンド

を実現していると言われているが、大部分の家庭のブロードバンドは 2 メガ程度であり、

オフィスであっても 4 メガ程度が限界のところが殆どである。これが実際の速度になると、

数十キロバイト、時間帯によっては数キロバイトしかスピードが出ないことも多く、そも

そも EC サイトの閲覧を行うこと自体がストレスとなるような場合も依然として存在する。

特にこうしたネットのスピードの低下は、日中、中日間を跨いでサイトを閲覧する場合顕

著となる。たとえば、中国から日本のサイトを閲覧しようとすると、表示までに非常に時

間がかかり、たとえば日本の楽天市場で買い物をしたり、チケットを予約するのも表示さ

れるまでに異常に時間がかかり、ひどいときにはタイムアウトで表示できないこともある。

これは日本から中国のサイトを閲覧する場合も同様であり、日本の企業が中国市場の消費

者にインターネットを通じて商品を販売したいと思った場合、日本で中国語のサイトを立

ち上げて中国の消費者にアクセスさせるという方法は、以上の問題から運営に支障をきた

す可能性が大きい。 

 

 また、中国のインターネットで物販を行う場合に最も大きな問題となるが、コピー商品
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や偽物による被害である。淘宝ネットに出店し、運良く人気商品になることに成功すると、

短期間の間に、コピー商品や偽物が出回るようになる（甚だしい場合には、中国市場で売

られていないものでも既にコピー商品や偽物が売られている）。こうした商品は価格が本物

の半分、ひどいものになると１／１０のものもあり、苦しい努力を重ねて中国での販売を

実現したとしても、こうしたコピー商品や偽物商品に市場を奪われてしまう可能性が非常

に大きいのが中国のインターネット物販最大のリスクである。たとえば世界中の人気のス

マートフォンである Apple の iPhone の販売価格は、通常 6,000 元程度であるが、コピー商

品が淘宝ネット等で 600 元程度で販売されていることも珍しくない（ちゃんと電話するこ

とができる）。 

 

 

１０．最後に 

 

 これまで 9 章にわたって淘宝ネットや中国のインターネット物販について紹介してきた。

中国のインターネット市場は今なお「過渡期」である、ネットユーザー人口が 4 億に迫ら

んとしているものの、ネットの普及率は 30％にも達しておらず、その中でもインターネッ

トショッピングの日常的な利用者は 50％にも達していない。この数字をみるだけでも、中

国における E コマースの潜在力に驚くが、注目すべきは思いつくありとあらゆる商品がネ

ットで購入することができるようになっている日本に比べ、中国のインターネットで販売

され、かつ消費者が日常的に購入しているものが、衣料、化粧品、食品程度であるという

事実である。様々なリスクがなお存在するとしても、長期的にみれば巨大なチャンスが眠

っているのが中国のインターネット物販であり、その方法さえ間違えることなく、しかる

べき施策を実施したならば、日本では考えられないようなスケールでの成功を実現するこ

とができる可能性があるという意味では、こうしたリスクを踏まえて尚果敢に挑戦するだ

けの価値がこの市場には存在すると言ってよい。このレポートを読み、理解した人々が、

中国のインターネット市場で物販に成功し、“定番化”された優れた商品を、中国消費者に

提供していくことができるようになることを祈って最後の言葉としたい。 

 

 

※グラフや表のデータは全て出典に基づく。 

※淘宝ネットの仕組みや内容については、実際に淘宝ネットでショップを運営する中国人

二名、日本人一名に取材を申し込みご協力頂いた。 

※レポート中で触れられている法律、サービス、データ等は全て 2010年 1月現在のもので

あり、今後変更、変化、修正される場合があります。 

※本レポートは、上海千蘭商務信息有限公司に委託し、ジェトロ上海センターが担当した。 

 



 

63 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.   

 

１１．中国インターネット物販チェックリストとフローチャート 

 

 中国におけるインターネット物販について紹介してきたが、全ての内容を確認すること

ができない人のために、付録資料として、“中国インターネット物販チェックリスト”と“フ

ローチャート”を作成したので、参考にしてもらいたい。 

 

１１－１．中国インターネット物販チェックリスト 

 

チェック項目 チェックボックス 

1 販売価格は安いですか？ □ 

2 若者をターゲットとした商品ですか？ □ 

3 実用的な商品ですか？ □ 

4 一目で何に使うか理解できますか？ □ 

5 中国に実店舗を持っていますか？ □ 

6 中国に信頼できるパートナー、代理店はありますか？ □ 

7 小ロットでも販売することができますか？ □ 

8 中国消費者の日本のイメージに合っていますか？ □ 

9 安全・安心をアピールできる商品ですか？ □ 

10 自社しか製造することができない商品ですか？ □ 

11 コピーされにくい商品ですか？ □ 

12 エコをアピールできる商品ですか？ □ 

 

 判定：中国におけるインターネット物販成功の可能性が、 

チェック個数 10 以上：成功する可能性が大きい 

チェック個数 6-9 ：やり方を間違えなければ売れる 

チェック個数 5-7 ：努力すれば売れる可能性はある 

チェック個数 4 以下 ：売るには努力以外の何かが必要 
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１１－２．中国インターネット物販フローチャート 

 

 

以上 
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