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第１章 中国市場開拓における課題と留意点 

 

 ジェトロはアジア・キャラバン事業に参加いただいた日系企業のうち、30 社に対してヒ

アリング調査を实施した。本章ではヒアリングによって得られた結果を集約・類型化し、

中国市場開拓における課題と留意点をとりまとめた。 

 中国市場開拓における課題と留意点は、販売戦略策定時と市場参入後に分けられる。前

者としては（１）市場セグメント、（２）販売商品、（３）価格設定、（４）販売チャネル、

（５）プロモーション、後者としては（１）代金回収、（２）知的財産権、（３）商習慣、

（４）法規制、（５）人材育成・人脈形成が挙げられる。 

以下、参考となり得る日系企業の具体的なコメントも交えながら、それぞれの課題と留

意点への対応を検討する。 

 

（表）中国市場開拓における課題と留意点 

  項目 課題・留意点 

販
売
戦
略
策
定
時 

市場セグメント 

国土面積が広く、所得格差も大きな中国で市場開拓を推進するに

は、販売ターゲットとする地域、所得階層、年代別のきめ細かな市

場セグメントが重要。 

販売商品 

メード・イン・ジャパンに対する中国人の評価は高いが、日本製だ

から売れるというわけではなく、中国人の生活習慣や嗜好にマッチ

した商品の投入が必要。 

価格設定 
中国では価格に対する要求が厳しく、価格設定は大きな課題。日本

から輸出する場合、価格は日本での販売価格の 1.5～3 倍にもなる。  

販売チャネル 
販路構築のためには、パートナーとしての代理店の活用が重要であ

り、その選定がカギを握る。  

プロモーション 
PR 資料を事前準備するとともに、試験販売やデモンストレーショ

ンなど商品価値を理解させるための仕組みづくりが不可欠。 

市
場
参
入
後 

代金回収 
現金もしくは前払い決済を徹底することで、未回収リスクを回避す

ることが基本。 

知的財産権 
模倣品対策のためには、商標など自社の知的財産権を取得しておく

ことが重要だが、申請費用との兼ね合いが課題。  

商習慣 商談や契約面で日本と異なる商習慣を理解することが不可欠。 

法規制 
中国の法規制は頻繁に改正が行われるため、パートナーからの情報

収集や社内の体制整備も必要。 

人材育成・  

人脈形成 

言葉の問題もあり、適切な中国人材の採用・育成が不可欠。併せて

人的ネットワークの構築も中国ビジネスにおいては重要。 

（出所）アジア・キャラバン事業参加企業に対するヒアリングを基に作成 
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１．販売戦略策定時の課題と留意点 

 

（１）市場セグメント 

中国は国土面積が日本の約 25 倍、人口は約 11 倍という大国であり、地域ごとに所得格

差が大きく、消費水準も異なる。市場開拓においては、そうした特性の違いに配慮した地

域、所得階層、年代別のきめ細かな市場セグメントが重要となる。 

そのためには中国市場についてしっかりとリサーチすることが必要であり、どの地域の

どの顧実層に、どの値段で売るかといった綿密なマーケティングが求められる。 

所得階層別では、まずは富裕層をターゲットとし、その後、中低所得者層向けの販売を

展開する意向を持つ企業が多く見られた。その理由としては「販売価格が日本より高くな

るため、販売ターゲットとして中間層以上の所得層を狙わざるを得ない」「いきなり中低

所得者層から販売していくと、買い叩かれる恐れがある」といった意見があった。また「日

本製は富裕層や政府関係者、中国製は上位中間層」という形でのすみ分けを目指すところ

もあった。 

 地域別では、沿海部の大都市を狙うところが多く、「内陸部はインフラが沿海部に比べて

未発達で、商品の輸送が困難とみられるため、上海や北京といった大都市からの展開を考

えている」といった声があった。ただし、今後の成長が期待できる内陸部に対する関心も

高く「将来的には、上海以外の周辺都市や内陸新興地域へのビジネス展開も考えている」

とのコメントも尐なくない。企業によっては競争の厳しい大都市を避けて、地方都市を狙

う戦略を持つところもあった。ただし、内陸部の市場は沿海部に比較すれば発展途上であ

り、自社製品が受け入れられるどうかについて慎重な見極めも必要になる。 

重要なことは、中国を一律にとらえるのではなく、地域や都市ごとの市場特性を踏まえ、

自社製品の展開に相応しい発展段階の地域や都市で売り込むことであろう。 

 

（２）販売商品 

メード・イン・ジャパンに対する中国人の評価は一般的には高い傾向がみられるが、日

本製だから売れるというわけではない。企業からは「日本製だから売れるということでは

なく、商品と販売チャネルが一致しないと売れないと考えている」との指摘もあった。す

なわち、中国市場開拓においては中国人の生活習慣や嗜好にマッチした商品の投入が課題

となる。 

 そのためには、まず中国人の生活習慣など、統計数字に表れない本当の中国の姿を把握

することが必要になる。その上で、中国人が生活の中で求めるものが何なのかをリサーチ

し、そこに自社製品を提案していくことが肝要である。例えば「中国でインターネット調

査や家庭の实態を知るための家庭訪問を 100 件以上行ってきた。その結果を踏まえて、中

国向けに仕様を変更した商品の現地生産を始めた」といった取り組みを行っているところ

もある。 

また、その際には、中国人とのコミュニケーションが大切であり、相手の提案を理解し、

それに合わせて改良をしていく姿勢を示すことが不可欠となってくる。ただし、自社での

調査には限界もあることから「代理店にサンプルを送り、販売店を回ってもらい、どのよ

うなサイズ、色が良いかを調査させ、反応が良かったものを中心に中国で販売する」こと
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を検討している企業もあった。 

中国の消費者の嗜好を念頭におきつつ、「メード・イン・ジャパン」をアピールすること

も差別化の観点から重要となる。ヒアリングした企業からは「中国市場に投入する商品ラ

インは、日本らしさがあり、値段が高めの商品を選定した。高価格商品の投入により、自

社のイメージを上げることもできた」「富士山が描かれているなど、一目見て日本の商品

と分かるものを中国人がよく買っていくといった傾向をつかんでおり、どういう商品が中

国で受けるのかマーケティングできていたことが中国で販売する上で強みになった」「無

理に現地の嗜好に合わせて大幅に変更するのではなく、日本のデザインで、日本の息吹が

入った商品を売っていきたい。その中で、パッケージについては現地に合わせて変えるな

ど、変更すべき部分は柔軟に対応していく必要がある」といったコメントもあった。 

 

（３）価格設定 

中国人は価格に対する要求が厳しく、価格設定は中国市場参入において直面する大きな

課題となっている。日本から輸出する場合、関税や輸送コストなども含めると、価格は高

いものでは日本での販売価格の 1.5～３倍以上にもなるという声は多くの企業から聞かれ

た。特に取引開始の時点では尐量からの取引となるため、商品単価は高くなる傾向があり、

一部の富裕層にしか販売できない高価な商品にならざるを得ないケースも尐なくない。 

他方、拡販のため定価より安い価格でインターネット販売したため、低価格が定着して

しまい、価格を戻すことができなくなってしまったという失敗事例もあった。また、「中

国では消費者がインターネットで日本の販売サイトをチェックしており、同一商品につい

て日中で価格差があるとすぐに気付かれて、信頼を失う」という指摘もあった。 

対応策としては、「高くても売れる商品を展開すること」を挙げる企業があったが、「中

国はデザインや品質などの付加価値を理解してくれない。知名度のないブランドでの中国

展開は本当に難しい」との意見もあった。 

製品価格を引き下げるためには、中国での現地生産も検討課題となる。「最終的には、

商品普及のためには中国での生産が不可欠だと考えており、これを可能にするための事業

展開が今後の当社の方向性」「中国での当社製品の価格には割高感がある。メード・イン・

ジャパンにこだわり日本で製造し輸出を続けていくか、価格面を考慮して現地生産を行う

べきか検討が必要」との意見もあった。また、企業の中には輸出では価格が市場ニーズに

見合わないため、中国製商品で対応することに方針転換した企業もあった。 

 ただし、中国ではメード・イン・ジャパンを求める消費者もおり、「日本語の表記は逆

に売りになるため、現地生産していく際も日本語の表記を尐し残す」といった方策を検討

しているところもあった。 

 

（４）販売チャネル 

販売チャネルについては、自社で最初から構築しようとすると、時間やコストがかかる

ことから、パートナーとして代理店を活用するところが多く、代理店に代金回収リスクを

負担させたり、中国における交渉窓口にしているところも尐なくない。したがって代理店

の選定は中国市場開拓におけるカギを握るともいえる。 

代理店の選定に当たっては「相手企業をよく調べ、自らの目で見て確認し、熱意をみて
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判断している」「社長の目で選ぶところが大きい。代表同士が面談し、互いに信頼できる

企業かを確認して取引が始まった」「代理店の選定基準は、有力な販売ネットワークがあ

り、商品価値を分かってくれるところ」「代理店の選定で重視しているのは、当社のスタ

ンスを理解してくれるかどうか」といった意見が聞かれたが、まず重要なことは相互の信

頼関係を構築できる相手かどうかを慎重に見極めることであろう。 

 ただし、代理店任せでは、小売店のフォローが行き届かない懸念があるため、「自ら实

際に見に行くことが重要」「自社で売り方を確立していく必要性を感じている」との指摘

もあった。加えて、選定後のフォローや計画的に新規代理店を増やしていくことも販路拡

大のためには重要になる。 

 

（５）プロモーション 

中国市場開拓においては、試験販売やデモンストレーションなど商品価値を理解させる

ための仕組みづくりが不可欠となる。ヒアリングした企業からは「商談会ではパンフレッ

トの中国語版など PR 素材を充实させ、サンプルも数種類そろえて出展したところ、バイ

ヤーの反応も良かった」「販売員の説明があるのとないのとでは売れ行きが全く異なる。

説明付きで販売すると日本よりも売れる」「中国の消費者も購入に際しては細かな点まで

チェックし、品質に納得しないと買ってくれない。品質確認の観点からも、ショールーム

で製品の实物を手にとってもらうことが重要」との指摘もあった。 

また、プロモーションにおいては PR 資料や各種販促ツールなどの事前準備も重要とな

る。企業の間からは「中国に限らず海外展開に当たっては、相手国に向けたパンフレット、

ビデオなどの資料の事前準備、価格戦略などしっかり準備をした上で实際の商談に望むこ

とが重要」「展示会では開催日に先立って現地に入り、代理店と一緒にバイヤーはもちろ

んのことプレスも事前に回り、展示会にきてもらうように働き掛ける、展示会に向けた現

地語でのプレスリリースを準備する、などの努力もしている」といった声も聞かれた。 

これらに加えて、代理店経由で販売する場合には、代理店への十分な説明（商品に関す

る専門的な知識や販売ターゲットなど）もプロモーションを展開する上では必要になって

くる。 

 

２．市場参入後の課題と留意点 

 

（１）代金回収 

中国市場参入後の大きな課題の１つが代金回収である。これについては、現金もしくは

前払い決済を徹底することで、未回収リスクを回避することがまずは基本となる。实際、

各企業にヒアリングしたところでは「決済は、前払いか信用状（L／C）での契約を徹底し

ている」「代金が前払いされた後に出荷することを徹底している。ビジネスが大きくなっ

たら、初めに手付金をもらってから商品を生産し、船積みする前に残金の支払いを確認す

る」といった対応をとっているところが多かった。 

ただし、現金もしくは前払い決済を条件とするには、商品の魅力を十分に説明して、相

手に先払いしても欲しいと思わせる必要がある。企業の中には「相手に対して自社の商品

を前払いでも購入したいと思わせるには、消費者へのアピールも重要だ。当社は広告に多
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額の費用をかけられないが、商品のユニークさを強調し、面白い会社だと認識してもらう

ことで、日本や海外のメディアへの露出を増やすことができた。その結果、高級なイメー

ジが定着して、値段が高くても購入してもらえるようになった」といった取り組みを行っ

ているところもあった。 

他方、当面は前払いの取引を基本としつつも、そうすると大きな商売が取れないため、

取引額が大きくなった時の対応を検討課題として考えている企業もあった。 

 

（２）知的財産権 

中国においては模倣品の氾濫など知的財産権の保護が市場開拓における大きなリスクと

なる。その対策のためには、商標・意匠・特許など自社の知的財産権を取得しておくこと

が重要であり、今般ヒアリングした企業では、商標については登録を済ませているか、も

しくは申請手続き中のところが多かった。 

他方、申請に当たっては費用がかかるため、その兼ね合いが課題となる。また、知的財

産権を取得したとしても、現实には模倣品対策は容易でない。特に、意匠権などデザイン

模倣については対策が難しいのが現状だ。 

具体的な模倣品対策の事例として、ヒアリングしたある企業は「メディアへの企業イメ

ージや商品の打ち出し」が重要と指摘。その背景として「富裕層は模倣品ではなく、オリ

ジナルの高くても品質が良いものを購入してくれる。ブランディングができていれば、模

倣品を恐れる必要はない」との見解を示した。 

また、悪質な知的財産権の侵害に対しては断固たる措置を取ることも必要だ。ある日系

企業は模倣業者と裁判で徹底的に戦い、最終的には商品の販売を停止することと商標を同

社に渡すことで和解したが、同社は「裁判は費用も時間もかかるが、模倣品が出てきたら

しっかり正当性を主張して、模倣業者に断固とした態度を見せたほうがいいと考えている」

と強調している。 

 この他、技術については特許を取得しているところが多かったが、ある企業は「当社の

技術は簡単には模倣できないし、現状では輸出しか行っていないため、技術漏えいの心配

もない」と指摘。その上で「特許を申請することは技術を開示することにもなるので、あ

えて申請はしない予定」とコメントした。 

 

（３）商習慣 

日本と中国では言葉はもちろん文化や法制度も異なるが、加えて、商談や契約面で日本

と異なる商習慣があり、それを理解することも市場開拓においては不可欠となる。ヒアリ

ングした企業からも「中国は日本と商習慣が異なるためリ契約面がリスク要因となる」「商

習慣の違いが大きいことは課題だ。特に中国では小売店のバイイングパワーが強く、リベ

ートや入店料などが高い」「契約書に記載されているルールに則ってビジネスが行われる

だろうと安心してはいけない」といった声が聞かれた。 

また、商習慣の違いにおける留意事項として「商談の最初の段階で商品に高い関心を持

ち、比較的大規模の取引話になって喜んでいても、中国企業は大風呂敷を広げる傾向があ

るようで、話半分くらいで聞いておかないと、生産調整や輸出準備などの計画が大きく狂

う」といったリスクを指摘するところもあった。 
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（４）法規制 

中国では法規制において未整備な面があり、運用に問題があることに加えて頻繁に改正

が行われる。ある企業からは「中国では法改正が頻繁に行われるため、これまで輸出でき

ていたものが急に止まってしまうといったリスクもある。こうした法改正やトラブルに対

応するためには、日ごろから情報収集をしっかり行っておくことが大切だと考えている」

との指摘もあった。 

このため、パートナーからの情報収集や社内の体制整備も市場開拓においては必要とな

る。ヒアリングした企業からは「商品下げ札の表示などにも細かい決まりがある。信頼で

きる現地企業と組むか、自社でしっかりした体制を作らないと、この内容を把握して、商

品を販売することは容易ではない」「日本以上に厳しい労働契約法などが施行され、企業

に適切な労務管理が求められる。同法などを細かく勉強して、現地で従業員を管理するこ

とは、かなりの労力を強いられる」との声も聞かれた。 

 

（５）人材育成・人脈形成 

中国ビジネスにおいては言葉の問題という障壁もあり、適切な中国人材の採用・育成が

不可欠となる。このため、言葉の壁や商習慣の違いに対応し、円滑な事業展開を図るため、

中国人スタッフを採用した企業もあった。加えて、採用後の従業員の教育や育成も重要と

なる。ある企業は「中国人の仕事に対する日本人との感覚の違いに苦労している。このた

め、中国人社員とは常にコミュニケーションを図るよう心掛けており、朝会ったらあいさ

つをする、ごみがあったら拾うなど適宜注意し、書類の整理の仕方なども細かく指示して

いる」と語る。 

人材育成に併せて、人的ネットワークの構築も中国ビジネスにおいては重要となる。企

業の間からは「中国は人と人の関係が強く、コネクションがないとなかなかビジネスに参

入できない」「中国での販売に当たっては、緊密な人間関係が求められるとの話もある。

人的ネットワークの構築も今後の大きな課題であり、商談会への参加などを通じて、尐し

ずつネットワークを広げていきたい」との声があった。人脈形成においては地道な努力が

必要であり、ある企業は「社長自ら、またはその家族が地に足をつけてやることが大事だ。

中国人は飲食を通じて人間関係を構築する面があり、そういった機会を通じて、相手を判

断しているところもある」と指摘した。 

 

以上、中国市場開拓における課題と留意点について検証してきたが、これらに加えて日

本国内でのビジネスを決して疎かにしないことが重要なこともあらためて指摘しておきた

い。ヒアリングした企業からは「中国で事業を行うにはやはりリスクがあるので、日本で

の事業をすべて投げ捨てて取り組むのではなく、日本の基盤を持った上で取り組まなけれ

ばならない」「中国のバイヤーの関心は日本での实績や評判だ。商談会に参加したバイヤ

ーの中には、日本のインターネット販売価格や評判などの情報を事前調査してきたり、日

本の通販雑誌の当社商品掲載ページを持ってきたりするところもあった」などのコメント

があったが、これらの意見は日本国内で基盤を確立することが中国ビジネスにおけるリス

ク対策や販売プロモーションの観点からも重要なことを示唆しているといえよう。 
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