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＜免責事項＞ 

本資料で提供している情報は、利用される方のご判断・責任においてご利用下さい。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の
提供を心掛けておりますが、万一、本資料で提供した内容に関連して、利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、
ジェトロでは一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。 

＜はじめに＞ 

 日本企業が経営の最重要課題に掲げる新興国市場の
開拓。しかし、市場の変化は激しく、混沌としている。ま
た、各国企業が続々参入し、競争の激しい市場でもある。
市場を攻略するには、消費者の嗜好やトレンドを迅速か
つ的確に把握することはもちろんのこと、消費者に商品を
届けるための流通経路やそこに介在する流通業者、商習
慣の特徴など流通構造を理解することが必要不可欠とい
える。 

 本レポートでは、BRICs 、ASEAN主要国にオーストラリ
アを加えた新興国10ヵ国を対象に、各国市場の流通構造
にスポットを当て、その実態を紹介した。本レポートが新
興国市場への参入を目指す企業関係者の参考に資すれ
ば幸甚である。 

 

                       2012年11月 

                       ジェトロ海外調査部 
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総論編：変貌する新興国流通構造（１）  中間層・富裕層 

 ＜新興国で増加する中間層、富裕層＞  
 

・新興国では共通して、国内消費が好調で、消費
が経済の牽引役となっている。継続的な経済成
長により、購買力を持った中間層、富裕層が増
加していることが背景にある。 

 

・年間世帯可処分所得が1万5,000ドル超以上を
上位中間層・富裕層として、BRICｓ、ASEAN諸
国、オーストラリアの計10ヵ国おける、これらの
人口の推移をみると、2010年には5億1,200万
人のところ、5年後の2015年には2倍の10億
4,600万人と倍増することが予測されている。 
  

BRICs・ASEAN等新興国の上位中間層・富裕層人口の推移
および一人当たりGDP

一人当たりGDP
(ドル）

国名 2010年 2015年 2011年
ブラジル 97 127 12,789
ロシア 57 94 12,993
インド 69 192 1,389
中国 216 501 5,414
インドネシア 14 41 3,509
マレーシア 12 17 9,700
フィリピン 10 20 2,223
タイ 14 25 5,394
ベトナム 2 8 1,374
オーストラリア 21 23 65,477
合計 512 1,046
（注）世帯可処分所得が1万5,000ドル以上（上位中間層・富裕層）の世帯に

属する人口をユーロモニター社による世帯可処分所得別構成比から推計した。

（出所）ユーロモニター社、IMFよりジェトロ作成

上位中間層・富裕層人口
（100万人）
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総論編：変貌する新興国流通構造（２） 流通の近代化 

 ＜進行する流通の近代化＞  
 

・現在、新興国市場の流通の現場で起きている最
大の変化は流通の近代化である。すなわち、家族
経営の伝統的な小売店舗、いわゆるパパママ
ショップがデパート、ハイパーマーケットなどの近
代的小売店舗に置き換わりつつある。 

 
・中国、マレーシアなどの流通市場ではスーパー
マーケットやハイパーマーケットなどの近代的小売
店舗が既に主流を占めている。一方でインドなど
は、依然、伝統的店舗が流通市場の大半を占め
る。 

 

・近代的店舗の売上高は、市場全体の拡大のペー
スを上回って伸びている。食品雑貨系の近代的店
舗における売上高の2006年から2011年までの5

年間の平均伸び率は、ベトナム、インドで30％を超

え、インドネシア、中国、マレーシアでも二桁台の
伸び率を示し、全体の伸び率を大きく上回ってい
る。 

近代的市場（スーパー、デパート等） 

伝統的市場 
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総論編：変貌する新興国流通構造（３）  留意点他 

 ＜近代的小売店出店に必要となる高額なリスティングフィー＞  

・近代的小売店に出店するには、リスティングフィー、棚貸し料
など呼ばれる高額な経費を要求される点には留意が必要であ
る。ただし、小売企業にごとに条件が異なり、また、同じ小売企
業でもメーカーとの個別の交渉により決まるため、正確な実態
を把握することは難しい。 

 

・特に中小企業の場合は、多額の経費を捻出することができ
ず、近代的小売店での販売をあきらめざるを得ないケースもみ
られる。なお、アジアに進出している日系小売業などの中にはこ
うしたリスティングフィーや棚代を徴収しないところもあり、個別
に確認が必要。 

 

 

 ＜各国特有の事情も＞ 

・新興国各国の流通構造を比較してみると、国土の広さ、税制などに
より、こうした流通経路に特徴が出ている国もある。 

 

・例えば、インドでは州の権限が強く、州を超えて販売すると徴税され
る、州またぎ税が存在する。このため、課税を避けるために、各州に
倉庫を持つ代行業者が重要な役割を担うなどの特徴がみられる。ブラ
ジルも州をまたいで販売すると税率が変わる商品流通サービス税の
算出が難解なため、関係者の頭を悩ましているようだ。 

 

 

＜セグメント絞り込みと代理店発掘がカギ＞ 

・一部の大手企業を除けば、全ての顧客層のニーズに対応した商
品を供給することは不可能で、どのセグメントの顧客をターゲット
に、どの販売チャネルで売っていくのか絞りこみが必要であろう。 

 

・その上で、自社に合った代理店(輸入業者)を発掘し、パートナー

として、良好な関係を構築することが市場開拓のカギを握ること
は、各国で共通している。例えば、「ロシアでは有力な小売業者へ
の販売ルートを持つ輸入業者が限られており、こうした輸入業者
にいかにアプローチするかが重要になる。」との声も聞かれる。 

近代的小売店への出店で必要となる経費（注） 

◎リスティングフィー（口座開設費とも呼ばれる） 

 新規ブランドを近代的小売店で販売する場合に要
求されるもの。ただし、リスティングフィーは同じブラン
ドであれば、１度だけ納入すればよい。 

（タイの例）小売業者により異なるが、アイテムごとに
数十万円～一部には数百万円かかる場合もある。 

◎リベート（キックバック） 

◎棚貸し料 

 １ヵ月ごとなど、一定期間ごとに徴収され、販売
スペースの広さや位置によって、金額が変わる。 

 

◎広告費（販促費） 

（注）あくまで例示であり、ケースバイケースで異なる。 

   中国などでは上記の諸経費を総称して、「棚貸し料」と呼んでいる。 

（出所）各国での卸売業者、小売業者等へのヒアリングをもとにジェトロまとめ 
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負担となる棚貸し料と日本商品への期待①～中国～ 

国内 

搬入港 

国内運送 

 ・1級代理商倉庫まで  

国内ラベル印刷 

海外 

搬出港 

国内運送 

 ・商業施設総括倉庫まで 物流 
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輸入品は、中国国内流通の段階で原産国や生産者、成分、輸入･販売業者が中国語で表示されたラベルを貼り付けられた後に出荷される。 

中国における一般的な流通構造 

・中国国内の流通 

 国産品が1級代理商（省級）、
2級代理商（市級）、3級代理商
を通じて、輸入品が輸入業者、
輸入通関代理業者から1級、2

級代理商を通じて小売業者へ
渡る構造。 

メーカーから2～3段階の卸業
者を通じて小売業者に渡る構
造、メーカーと大手小売との直
取引が増加している傾向は日
本に類似。 

 

・日本ほど大きな業種毎の卸売
業者が存在する訳ではないた
め、小売業者の取引先は多岐
に渡る。 

  

・小売業態 

百貨店、総合スーパー（ＧＭＳ）、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店などがあり、地場系に加え、香港系、台湾系、日系、韓
国系、欧米系など世界の大手小売業者が市場獲得を目指して激しい競争を繰り広げている。 

・ＴＶショッピングやインターネット販売など通販型市場が拡大しているのも特徴。 
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負担となる棚貸し料と日本商品への期待②～中国～ 

上海における国産品と輸入品の流通コスト 

【国産品】

＜流通経路＞ 比率（％） 価格 比率（％） 価格 比率（％） 価格 比率（％） 価格

工場出荷価格 - 100 - 100 - 100 - 100

国内運送費及び倉庫費 8 108 10 110 10 110 10 110

代理商マージン 15 124 20 132 10 121 40 154

棚貸し料・リベート 5 130 40 185 30 157 30 200

小売マージン 8 141 20 222 15 181 30 260

【輸入品】

＜流通経路＞ 比率（％） 価格 比率（％） 価格 比率（％） 価格 比率（％） 価格

ＣＩＦ価格（上海港） - 100 - 100 - 100 - 100

関税 15 115 6.5 107 7.5 108 12 112

増値税 17 135 17 125 17 126 17 131

国内運送費及び倉庫費 10 148 10 137 10 138 10 144

代理商マージン 40 207 40 192 50 208 40 202

棚貸し料・リベート 40 290 50 288 50 311 40 283

小売マージン 20 348 30 374 30 405 40 396

菓子（ビスケット） 化粧品（化粧水） 文具（ノート） 食器（磁器製洋食器）

菓子（ビスケット） 化粧品（化粧水） 文具（ノート） 食器（磁器製洋食器）

・特定品目（ビスケット、化粧水、ノート、磁器製洋食器）に
ついて、国産品と輸入品の上海における流通コストを調査
したところ、輸入品の方が総じて高い結果になった（右記） 
 
・国産品の小売価格が工場出荷額の1.4～2.6倍だったの
に対して、輸入品は運賃・保険料込み（ＣＩＦ）価格の3.5～4
倍。関税、増値税の存在に加え、代理商マージン、棚貸し
料・リベート、小売マージンの各コストが国産品に比べて
高く設定されているため。 
 
・「棚貸し料」と「リベート」が商品の小売価格に占める割合
が国産品で10～15％、輸入品では20～25％に上り、メー
カー・代理商の大きな負担となっている。 

＜輸入品が高くなる流通コスト構造＞ 

＜棚貸し料がメーカー・代理商の負担に＞ 

・中国における小売形態は委託販売形式が主流、小売店は代理商（卸売業者）が納入する商品に対して、一定の「棚貸し料」（棚代）を得るのが一般的。 
・中国では「棚貸し料」には、「口座開設料」、「入店料」、「陳列料」、「ＳＫＵ（在庫管理）費用」、「販促費」、「市場開拓費」などが含まれる。「棚貸し料」は、商品の販
売実績に関わらず小売店が受け取れるため、小売店にとっては保険的な意味合いが強い。 
・知名度が高く安定した販売量を持つブランドは棚貸し料を求められない場合もある（特定のグローバルブランドやナショナルブランドに限られる。） 
・特にウォルマートやカルフールなどの大手ハイパーマーケットの「棚貸し料」は高く、中小のメーカーにとっては大きな参入障壁。 
・大手ハイパーマーケットA社と取引する際の口座開設料は一般的に10～50万元（1元＝約13円）、1アイテム・1店舗当たりの「バーコード登録料」（棚貸し料の一
種）が300～500元。 
 （大手メーカーにしか取引ができない条件） 
・「棚貸し料」は通常は代理商が負担するが、メーカー直取引の場合はメーカー負担。 
・「棚貸し料」と別に発生するのが「リベート」。「リベート」もまた「販促費」、「市場開拓費」などの名称で呼ばれ、代理商が負担するケースとメーカーが負担するケー
スに分かれる。委託販売方式に当たらないものは、肉や野菜などの生鮮品が買取方式の対象。 
・支払方法は、メーカーと代理商の間では原則として代金先払いだが、大口取引では売掛金の場合もある。代理商と小売の間は売掛金で、決済は1～2カ月に1度
が一般的。取引ボリュームや回数が少ない場合は3カ月に1度の場合もある。メーカーと小売の直取引の場合も売掛金で、決済は1カ月に1度。3カ月に1度の場合
もある。 
 

（出所）現地小売・卸売業者へのヒアリング調査よりジェトロ作成 
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負担となる棚貸し料と日本商品への期待③～中国～ 

武漢武商集団 
・湖北省内にショッピングモール、百貨店、スーパーを展開、全国の小売業
で初めて上場した企業。2010年の年間売上高は172億元。 
・人気のある日本の食品：飲料、調味料、お酒など。 
・日本商品の輸入ルート：上海、広州、深圳の代理商 
・商習慣： 
 マージンを日用品と化粧品で30％、食品で35～50％と設定。棚貸し料は
商品の種類や人気度によって異なるとしている。 
・今後取扱いたい日本の商品：「若者向けの日用品や化粧品、雑貨。若者
の生活習慣が日本と同じようになってきており、靴下など機能性とデザイン
性の高い日本の商品は人気」。（武漢武商集団スーパー部門：武漢武商量
販連鎖有限公司の胡牢宇副総経理） 

中百股份集団の経営する輸入品中心の高級スーパー 

＜内陸部の流通事情と日本商品のトレンド＞ 

中百股份集団 
・湖北省から重慶市にかけて百貨店、大型スーパー、コンビニ、家
電量販店など約800の小売店を展開、日本の食品・雑貨など輸入
品を中心に扱う高級スーパーを6店舗運営。 
・高級スーパーにおいて扱っている日本の商品は、食品、調味
料、お酒、洗剤などの日用品。 
・日本商品の輸入ルート： 
 90％以上が上海、北京、深圳の大きな代理商を通じたもの 
・商習慣： 
 棚貸し料に加えて広告宣伝費、販売促進費などを徴収、棚貸し
料は商品の種類や人気度によって異なる。 
・日本の商品の取り扱い： 
「現在は輸入品の高級スーパーだけで扱っているが、一般のスー
パーでも売れると考えている。ただ、代理商を通じた場合は古い
商品が遅れて入ってくるので、今後は直接輸入することも考えた
い。新しいものを早く取り入れることが出来れば売り上げも伸び
る」（中百股份集団の中核を成す中百倉儲超市有限公司の陳洪
総経理助理） 

・急速な発展を遂げる中国内陸部での流通事情 
湖北省の省都である武漢は、2010年の社会消費品小売総合ランキングにおいて
全国都市別で北京、上海、広州、深圳、天津、重慶に次ぐ第7位に入る内陸部屈
指の消費市場。中百股份集団と武漢武商集団は、武漢を拠点に、湖北省に広く
展開する地場の大手小売企業。湖北省に販路を広げるためには、2社への納入
ルートをいかに開拓できるかが重要。 
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市場参入のカギを握る代理店との関係構築①～インド～ 

・人口12億人の新興市場。一人当たりのGDPも、2008年
には耐久消費財が売れ始めるというレベルの1,000ドルを
既に超え、2011年には約1,500ドルに達した。 

 

・一方、市場は広大で分散している。インドの国土面積は
329万平方キロメートル（日本の約9倍）と広く、南北、東西
にそれぞれ約3,000キロメートルもの長さがある。その広
い国土に首都のデリー、商業都市のムンバイをはじめ、
主要な都市が分散して立地している。 

 

・流通チャネルの近代化はまだ初期段階であり、伝統的
小売店が依然として、主流を占めている。伝統的な小売
店の代表は「キラナ」と呼ばれる、家族経営の小規模店舗
である。いわゆるパパママショップだ。食料品や日用品、
雑貨を販売しており、全国に1,500万店あるといわれる。 

＜市場参入にはいくつかのハードル＞ 

 

 

 

 

消費財の一般的な流通経路（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

メーカー／ 

輸入業者 
代理店 

C&FA 

（倉庫・在庫管理代行業者） 

卸売業者 小売店 消費者 

・キラナなど伝統的小売店舗と取引のある卸売業者、さらにこれに商品
を供給する代理店、代理店に供給する輸入業者やメーカーが流通経路
を形成している 

 

・インドの場合、卸売業者は零細が多く、代理店と小売店をつなぐ中間
業者に過ぎない。卸売業者は所管のエリア内の小売店を毎日または週
に1回程度訪問し、注文を受け付け、同時に注文された商品を配達する

役割を担う。代理店がこうした卸売業者を管理しており、重要な役割を
担う 

 

 

＜卸売業者の機能が弱く、代理店が重要な役割を担う＞ 

＜倉庫・在庫管理代行業者のC&FA＞ 

・C&FAは倉庫・在庫管理代行業者で、全国に倉庫を持
ち、メーカーまたは輸入業者との契約により、商品を保管
し、注文に応じて商品の仕分け、発送を行う。 

 

・道路などの物流インフラも未整備で、配送に時間・コスト
もかかるインドでは、商品を保管する拠点を点在させて、
市場との距離を縮めないと、ニーズに対応した商品供給
ができない。こうした配送拠点を自社で維持するのは大き
なコストがかかるため、C&FAに外注することが一般的と
なっている。 
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市場参入のカギを握る代理店との関係構築②～インド～ 

・C&FAが利用されるもう１つの理由として、州またぎ税の存在が
指摘できる。インドは各州政府の権限が強く、税制も州で分断さ
れている税制のうち、中央売上税は州またぎ税とも言われ、州を
越えて販売行為を行うと課税される。州付加価値税と同率だが、
州内の販売であれば、購入時と販売時の付加価値税とで相殺で
きるが、州を越えた取引ではそれができず、その分が追加的コス
トになる。 

 

・ただし、州を越えても所有権の移転が伴われなければ課税され
ないため、課税を避けるために、各州に倉庫を持つC&FAが活
用されている。 

＜C&FAを利用することで州またぎ税を回避＞ ＜小売価格は輸入価格の3倍以上に＞ 

 

 

 

 

・ムンバイに拠点を置く食品輸入業者A社によると、流通マージンに
ついては、一般的に輸入業者が15～18％、代理店が8～10％、小売
店が30％前後のマージンを取っている。取引関係では小売店の交渉
力が強いことがうかがえる。 

 

・こうしたマージンに、輸入関税等諸税、国内物流費などを加えると、
小売店での販売価格は輸入価格（CIF）の3倍以上になるようだ。例
えば、輸入価格（CIF）25ルピーの洋菓子は小売店では85ルピーで
販売されている。 

・インド市場の攻略には、いかに適切な代理店を発掘し、自社の代弁
者として、販売促進に取り組んでもらうように関係構築をしていくかが
重要なポイントになる。 

 

・代理店の発掘には、業界団体、ダイレクトリ、新聞・業界誌、見本市、
小売店への照会などを活用し、自社の経営方針や製品に合った代理
店を地道に探していく必要がある。 

 

・もちろん、代理店任せにせずに、一緒に営業活動をするなどの取り組
みも不可欠である。 

 

＜優良な代理店の発掘、関係構築を＞ インドにおける流通コストの構造（輸入加工食品の例）
（ＣＩＦ価格を100とした場合）

経費項目 賦課対象 税率

輸入価格（CIF) A 100.0

基本関税 A 30% B 130.0
追加関税 B 5% C 136.5
教育目的税 C-100 3% D 137.6
特別追加関税 D 4% E 143.1
通関費用 E 18% F 168.9
輸入業者マージン F 18% G 199.3
中央売上税 G 2% H 203.3
代理店マージン H 10% I 223.6
地方売上税 I 12.5% J 251.6
小売業者マージン J 35% K 340.0

小売価格 340.0

（出所）輸入業者からのヒアリング

累積価格



Copyright © 2012  JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 
10 

近代市場と伝統市場で異なる流通構造①～インドネシア～ 

 ＜伝統市場＞ 
 

 - 市場の中で零細小売業者が寄り集まった小規模店舗 

  （パサール）や、路店のパパママショップ（ワルン）などで構成。 
 

 - 全国で約250万店舗、国民100人に1店舗の割合で存在。 
 

 - 二輪車や公共交通機関、徒歩により、その日に必要なものを 

  毎日購入する消費者の利用が一般的。 
 

 - ただし、都市部においても近代店舗より便利な立地にあり、所 

  得水準の比較的高い消費者の利用も多い。 
 

 - 取扱い商品は廉価品が多いが、高機能スマートフォンが路店 

  で販売されているケースもあり。 

 ＜近代市場＞  
 

 - ショッピングモール、スーパーマーケットといった大型店舗 

  に加え、チェーン展開のミニマーケット、コンビニエンスストア 

  などで構成。 
 

 - デパート（315店舗）、ハイパーマーケット（141店舗）、スー 

  パーマーケット（1,146店舗）、ミニマーケット（1万1,569店舗）、 

  コンビニエンスストア（358店舗）  

  （ニールセン・インドネシア調べ、2010年時点） 
 

 - 自動車を持ち、週末に食品などをまとめ買いして大型の冷蔵 

  庫で保管出来る消費者が一般的だが、安売り店では低所得 

  者層の利用も多い。 

＜市場の特徴＞ 

12.7% 5.7% 

15.3% 

17.2% 

4.8% 

44.3% 

店舗別市場シェア（売上高ベース、2010年） 

デパート 

ハイパーマーケット 

スーパーマーケット 

ミニマーケット 

コンビニエンスストア 

伝統店舗 

出所： Media Data (2010) 

393,047  

468,734  

551,344  
585,723  

702,278  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2006 2007 2008 2009 2010

小売市場規模の推移（単位：10億ルピア） 

出所： 中央統計局データよりジェトロ作成 
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近代市場と伝統市場で異なる流通構造②～インドネシア～ 

輸入業者 メーカー 
メーカー 

（兼卸売業者/輸入業者） 

1次卸売業者 

2次卸売業者 

ハイパーマーケット 

スーパーマーケット 

ミニマーケット 

コンビニエンスストア 

現金問屋 

（グロシール） 

小売店 

（ワルンなど） 

消費者 

＜近代市場＞ ＜伝統市場＞ 

＜インドネシアにおける一般的な商品流通経路＞ 

資料：ジェトロ作成 

＜インドネシアにおける一般的なマージン構造＞ 

メーカー 卸売業者 
現金問屋 

（グロシール） 
小売店 

5～10％ 5％ 20～25％ 

※但し、流通経路によりマージンの構造、率は異なる。 

- 取引の規模にかかわらず、「初めての取引先との商売は慎重に」 
 

- 小額であっても初めての取引での掛け売りは回避が望ましい。 
 

- 地場企業では、プリブミ（地元民）系、華人系を問わず、キャッシュ 

 フローの負担軽減の観点から、支払期限を超過しても可能な限り 

 支払いを先延ばしにするケースが散見される。 
 

- 伝統市場の小売店は、現金問屋（グロシール）で商品を仕入れる。 

 小規模事業はキャッシュ・オン・デリバリー（代金引換え）が商売の 

 基本。 

- 近年、インドネシアでは健康志向の高まりが見られる。 
 

- 油を使った料理が多く、緑茶の人気が急上昇。 
 

- 美白のカテゴリーも有望。キーワードは「ホワイトニング（美 

 白）」、「プレミアム＆アフォーダブル（手頃な価格）」、「アンチエ 

 イジング（抗加齢）」。 
 

- 美白に憧れるインドネシア人は多く、日本人や中国人のような 

 白い肌になりたいという意識は強い。 
 

- 「プレミアム＆アフォーダブル」は、高い品質を保ちつつも手頃な 

 価格の商品に対する購入意欲の強さを示したもの。化粧品に限ら 

 ず多くの分野で共通。 

＜取引上の留意点＞ 

＜有望分野＞ 
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外資は2店舗目以降の出店に注意～ベトナム～ 

＜市場の特徴＞ 

 ＜近代的流通＞  
 

- スーパーマーケット、コンビニエンスストアでの消費の割合は、 

 都市部を中心に年々高まっている。 
 

- 店舗を構え、品揃えが豊富、価格が表示され明朗な取引 
 

- 南部の商業都市ホーチミンでは、近代流通形態が3割に 
 

- 流通経路はメーカーとの直接取引が一般的。棚貸し料をメーカー 

 から徴収するケースも見受けられる 
 

- 価格帯は、同じ商品でも伝統的流通と比べて高めに設定されて 

 いることが多い 

 ＜伝統的流通＞ 
 

- ベトナムの小売市場で高い割合を占める個人商店や公設市場が 

 市街地に点在 
 

- かご、自転車、オートバイなどに商品を積み込んで売り歩いたり、 

 往来のある道沿いの仮設店舗で販売する形態もある 
 

- 価格は表示されておらず、交渉で決まるのが一般的 
 

- 流通経路は卸売業者が食品メーカー、輸入業者から商品を仕入 

 れ、小売業者に販売 
 

- 卸売業者の多くは小規模事業者で、取扱商品の幅は小さい。 

 高品質の輸入品で差別化を図る動きも見られる 
 

 

＜ベトナムの流通コスト構造（ビスケット（菓子）の例）＞ 

＜留意点＞ 

- 流通・小売業では、各種ライセンス（輸入、卸売、小売）の取得 

 条件が多岐にわたり煩雑。品目毎の輸入ライセンスの取得の 

 手間と申請料の負担も。外資では取り扱えない品目も存在 
 

- 外資小売業は2店舗目以降の出店規制あり。出展予定地域の 

 小売店舗数、都市計画との整合等を基準として経済的ニーズ 

 テスト（ENT）が義務付けられている。 

 審査基準等の詳細は不明。 

＜ビジネスチャンス＞ 

メーカー 

輸入業者 

（倉庫） 

卸売業者 小売業者 消費者 

仕入れ時 

価格 

＝100 

小売店 

価格 

＝125～
135 

消費者が 

手にする
価格 

＝150～
155 

・マージン 

・輸送費 

・税金 

・マージン 

・輸送費 

・VAT 

資料：輸入業者へのヒアリングよりジェトロ作成 

- 日本企業であることが強み。SQC（サービス、クオリティ、クレンリ 

 ネス（清潔））を重要視する傾向。日本式の店舗運営には高い評価 
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多様化する流通チャネル  ～タイ～ 

＜タイの小売市場概況＞ 

 ・タイの小売市場規模は、2010年に約1兆3000億バーツ（1バーツ
＝約2.5円）を超え、今後も拡大していくとされる。 
 

・バンコク高架鉄道（BTS)の開通以来、小売業は大きく伸び始め
た。業態では特にコンビニに伸びがみられる。中でも、セブンイレブ
ンは2012年3月末時点で店舗数が6,479店舗に達している。日本の
1万4,031店、米国の7,370店に次ぎ、世界で第3位。毎年400店以

上のテンポで拡大。「セブンイレブンの増加によって、新たな市場が
生み出されている」（現地日系小売業者）と形容する声も聞かれる
ほど。 
 

・最近の傾向として、小売業者によるマルチチャネルの販売も目
立っている。すなわち、店舗販売だけでなく、インターネットによる販
売、カタログによるダイレクト販売などの拡大である。 

＜タイの小売市場規模推移＞ (単位：1,000バーツ） 

＜2011年は外資専門店の新規進出目立つ＞ 

 ・2011年は外資専門店の新規進出が目立った。日系では、「ユニク
ロ」（ファーストリテイリング）が9月に大型商業施設セントラルワール
ド内に約2,700平方メートル規模で出店。開店初日には数千人が列
を作った。11年12月には3店舗目をオープンした。 

 

・また、スウェーデンの家具量販店チェーンの「イケア」も進出。11年
11月、バンコク東郊外（バンナー地区）に大型店をオープンした。同
社の東南アジア店で最大の4万3,000平方メートル、商品数7,500点
。レストランやスウェーデン食材店なども併設されている。  

＜個性重視の消費者ニーズの応えるロフト（事例紹介）＞ 

・文房具・ギフト専門店のロフトはタイでは既に1996年に進出してい
るが、その後、2008年、2010年に新店舗を開設し、現在3店舗で展
開している。タイでロフトを運営するBIHCトレーディング社のチャン
チャイ社長によると、「近年、タイでは個性的な製品を求める顧客の
ニーズが増えており、ギフトやインテリア雑貨を自分なりにアレンジ
したい、という需要が大きい」という。ギフト特化から現在はライフス
タイルの提案まで幅を広げ、品揃えをしているという。 

 

・同社の販売促進活動で注目されるのは、フェイスブックの活用で
ある。現在、フェイスブックには5万人のロフトファンがついていると
いう。「顧客へのキャンペーンなどの情報はウェブサイトはもちろ
ん、フェイスブックなどで告知を行う。顧客がどのような商品に関心
があるのかなど、ダイレクトに反応を見ることができ、効率的」（チャ
ンチャイ社長）。 
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タイ：事例紹介【化粧品輸入代理店の流通経路】 

輸入化粧品（日本製）の場合 

流通経路 

スーパー、ドラッグストア、バラエティショップ等 

各地域（東北、北部、南部、東
部）に１社 

倉庫（商社） 

消
費
者 

大規模小売店（店舗／配送センター） 

バンコク小規模小売店（露天含） 

地方卸業者（小売兼） 地方小売店 

輸入代理店が全ての
小売、卸に直接納品
する。 

• 大規模小売店へは直接各

店舗に納品する場合と、配

送センターへの納入があ

る。 

 

• ショッピングセンターのテナ

ントや露天等へは現金取

引。（元々並行輸入商品を

扱っていた小売店を一つ一

つ回って開拓した） 

 

• 地方は卸業者以外への販

売はしていない。 

 取引形態 

支払い条件・方法 

売り先 取引形態 支払い条件 支払い方法 備考 

卸 買い取り 
Cash on 

Delivery 
現金 現金取引のみ 

スーパー、 

ハイパー 
買い取り／委託 60〜75日 振込 

独占販売の商品は買い取り、そ
れ以外は委託の場合が多い。 

百貨店 委託 60〜90日 振込 
委託のみ。在庫管理含め全て
メーカー／商社管理。 
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タイ：事例紹介【化粧品輸入代理店の流通コスト】 

流通コスト構造 

輸入した日本製品の場合 
• 小売価格はメーカー推奨価格。「保湿化粧水180ml」の場合。 

• 小売店によっては値引きもしている。 

倉庫 小売 消費者 

100 
（実価格＝ 

125バーツ） 

168 
（実価格＝ 

210バーツ） 

304 
（実価格＝ 

380バーツ） 

• 輸送費 

• マージン 

• 広告費・販促費 

• 棚代 

• VAT 

• マージン 

• VAT 

倉庫 卸/ディーラー 小売 消費者 

100 
（実価格＝ 

125バーツ） 

121.60 
（実価格＝ 

152バーツ） 

• マージン 

• 輸送費 

• VAT 

304 
（実価格＝ 

380バーツ） 

208 
（実価格＝ 

260バーツ） 

• マージン 

• VAT 

• 輸送費 

• マージン 

• VAT 

大規模
小売 

卸経由
（地方） 

（出所）現地輸入代理店へのヒアリングよりジェトロ作成 
商習慣 

返品： 
買い取り・委託を問わず、納入後（陳列後）の破損に関しても、メーカー側が責任をもつ。 

買い取りの場合、売れ残り商品に関しては別のアイテムを入れること等の話し合いで解決する（実質引き取り）。 

返品商品はワゴンセール等でディスカウント販売することが多い。 

販売員： 
プロモーション期間や大規模店舗には専門の販売員を派遣している（メーカー／商社負担）。 
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シンプルな市場構造～マレーシア、オーストラリア～ 

- オーストラリア（以下、豪州）の小売市場は、二大スーパーマーケットに 

 よる寡占状態 

 

- コールズ、ウールワースの二大スーパーマーケットで市場の7割以上 

 のシェアを握り、豪州全土に店舗展開 

 

- これらに商品を卸すことにより、豪州全土への販売が可能に 

 

- 他方、商品を陳列するには高額な棚代や人件費などの費用負担を想定 

 する必要あり 

 

- 豪州の消費者が商品を購入する際の決め手となるのが、価格に加えて 

 賞味期限と成分表示。 

 

- 消費者が賞味期限の長い商品を好む傾向にあることから、「輸入された 

 時点で賞味期限が4ヶ月以下の商品は取り扱わない」という食品輸入業者 

 もいる 

 

   

  

＜市場の特徴＞ 

＜ハラル認証表示＞ 
- 豪州では、動植物や人体の健康、環境に影響を及ぼしかねない害虫や病原 

 体の侵入を防ぐ目的で、厳しい検疫体制が敷かれており、成分表示規制も厳格 

 

- 注意すべきポイント： 
 ①商品によって甘味料や着色料の使用可否が異なる 

  （例：缶コーヒーには甘味料の使用が可能だが、ミルクティーは不可等） 
 ②使用可否が微妙な場合、確認に時間を要する 

 

- 日本からの輸出時に、豪州側の輸入禁止・制限成分が混入していないかの事 

 前確認に加えて、円滑な通関に向けた成分の正確な開示が必要不可欠 

【マレーシア】 【オーストラリア】 

＜市場の特徴＞ 

- 近代店舗（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、デパート）の全体 

 に占める割合は44.3％と比較的高い。 
 

 （参考） タイ 19.8％、フィリピン 18.4％、インドネシア 7.3％ 

 出所： ユーロモニター・インターナショナル 

＜コスト構造の事例＞ 

輸入業者 

Ａ社： 

卸売業者 小売店 

仕入れ時 

価格 

＝100 

卸売価格 

＝120～
130 

小売価格 

＝150 

Ｂ社： 

輸入業者 卸売業者 

仕入れ時 

価格 

＝100 

卸売価格 

＝120 ・小売店への棚代 5％ 

・輸送費 5％ 

・成分表示ラベル貼付等管理費 3％ 

・マージン 3％ 等 

- マレーシアの総人口の6割はイスラム教徒のマレー系消費者 
 

- ハラル認証を取得していない商品でも販売は可能だが、消費者の購買 

 意欲を促すにあたり、ハラル認証マークは重要 
 

- 日本からの食品輸出にあたっては、「ハラル」（イスラム教の戒律に従っ 

 て処理された食品）は注意すべきポイント 
 

- 現地小売店には「ノンアルコール飲料」に商機との見方も 

＜成分表示規制＞ 
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二大都市圏の近代小売市場が狙い目～フィリピン～ 

【フィリピンの小売業界】 
・少数の大規模近代小売業（スーパーマーケットやハイ
パーマーケットなど） 
・多数の零細事業者（サリサリ・ストアなど） 
・2009年時点で、小売り・流通業約38万6,000社のうち伝
統的零細事業者が95％、大規模事業者数は0.08％（292
社）。 
・食品日用雑貨で見た小売業態別の同年売り上げシェア
は、サリサリ・ストアなどの零細小売店が約７割。次いで
スーパーマーケットが18％、小規模店（コンビニエンススト
ア含む）が6％、専門店が5％、ハイパーマーケットが2％。 
 
【フィリピンの流通】 
・全国を対象とする卸機能がない。 
 地域に限定された卸売企業が少数存在するのみ。 
・大手メーカーは、それぞれ自社で全国を対象とした流通
網を備えている。 
・輸入品に関しても一部のディストリビューターを通して市
場に流通している状況。 
 
【フィリピンのGDP （2011年の1人当たり）】 
・マニラ首都圏： 5,624ドル 
・セブ： 4,166ドル 
・人口1,600万人を有する二大都市圏を一つの市場と捉
え、大規模近代小売業へのアプローチを試みることがフィ
リピン市場開拓の鍵 

＜二大商業圏に商機あり＞ 

SMグループの中核となる 
「SMデパート」 

【フィリピンの大規模近代小売業】 
・SMグループ：  
SMデパート事業から成長を遂げ、全国に42のモールを展開するフィリピン
最大の小売業。 
・ロビンソングループ： 
約30のモールを展開するほか、ミニストップ（300店舗以上）などの合弁事
業を手掛ける。 
・ルスタングループ： 
ハイエンドスーパーやハイパーマーケットが主力ビジネス。 
・アヤラグループ： 
メトロ・マニラのマカティ地区におけるハイエンド向けモールの展開で有名。 
※各グループともマニラ首都圏を中心に事業を展開。 

＜ディストリビューターが取引の鍵＞ 

大手流通企業では輸入品を手広く扱うが、仕
入れはディストリビューター経由で行うことが
多い。ルスタングループも輸入品はディストリ
ビューター2社を通じて購入、直接の輸入取
引は行っていない。SMデパートも同様で、
「関税対策のため輸入品はディストリビュー
ターを通じマニラで購入している」（メンディオ
ラ社長）状況。 
日本の商品を知る機会もディストリビューター
を通じることが多い。 
流通分野でディストリビューターの果たす役
割が大きい。 
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流通事情には課題も山積①～ブラジル～ 

2011年ブラジル・スーパーマーケット売上ランキング 

（注）パン・デ・アスーカルグループ（GPA）はCOMPANHIA BLASILEIRA DE DISTRIBUICAO（CBD）の商号 
出所： ブラジルスーパーマーケット協会「ＳＵＰＥＲＨＩＰＥＲ」（2011年4月号） 

・2011年のブラジルの小売販売指数（ブラジル地理統計院発表）の増加率は6.7％と2010年の
10.9％に比べ鈍化。 
 政府の消費加熱に伴うインフレ率上昇を防ぐための消費者ローンの貸し出し規制や上半期
の利上げが要因。それでも依然として消費意欲は高い水準。 
 
・2011年のスーパーマーケットの売上ランキングを見ると、パン・デ・アスーカルグループ
（GPA）にカルフール、ウォルマートが続くが、3社に続く規模のチェーンストアは少ない。 
 サンパウロなど主要都市ではこれら大手チェーンストアが大きなシェアを占めるが、全国的
には各地で地元資本がシェアを占めている。 

＜拡大続く消費市場＞ 

パン・デ・アスーカルのスーパー 

企業名 本社所在地(州) 2010年総売上高（R$） 店舗数 従業員数
1 COMPANHIA BLASILEIRA DE DISTRIBUICAO サンパウロ 36,144,367,885 1,647 144,914
2 CARREFOUR COM IND LTDA サンパウロ 29,000,238,060 654 78,057
3 WAL-MART BRASIL LTDA. サンパウロ 22,334,035,926 479 86,992
4 GBARBOSA COMERCIAL LTDA. セルジッペ 3,501,144,537 131 13,000
5 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA リオグランデ・ド・スル 2,490,000,000 29 9,060
6 PREZUNIC COMERCIAL LTDA. リオデジャネイロ 2,449,062,240 30 7,305
7 DMA DISTRIBUIDORA S/A ミナスジェライス 1,930,324,594 92 9,966
8 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA. パラナ 1,926,056,000 30 6,326
9 A.ANGELONI CIA LTDA. サンタカタリーナ 1,813,045,218 21 6,881

10 CONDOR SUPER CENTER LTDA. パラナ 1,728,699,479 30 6,597
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流通事情には課題も山積②～ブラジル～ 

①物流 
広大な国土に伴い、遠隔地への輸送に係る日数と輸送中の品質管理が課題 
 

②人件費の高騰と人材の流動性の高さ 
市場開拓のためには各地域で有力な卸業者との取引を実現するか、もしくは自社の商品を積極的に販売する卸売業者を育成していく必要があるが、優秀な営業
担当者を採用して育成していくことが難しくなっている 
 

③税金 
複雑かつ種類の多い税金も特に州をまたぐと変わる商品流通サービス税（ICMS）の算出は難解で、輸入関税（I.I.）、工業製品税（IPI）、社会統合基金負担金
（PIS）、社会保険融資負担金（COFINS）といった連邦税も小売価格を大きく引き上げる要因 
  
⇒市場自体は非常に魅力的だが、流通を取り巻く環境はまだまだ問題が山積み 

＜課題＞ 

・ブラジルの流通構造は、日本同様にディストリビューターを通すのが一般的
で、特殊性はない。主力プレーヤーは欧州系企業。 
 
・エントランスフィー： 
「棚代やプロモーション費も存在するが、他国と比べて特別高い訳ではない」
（日系メーカー）。 
⇒小売店の品揃えに不可欠になったブランド力のある商品について、日系
メーカーが大手チェーンストアから棚代を要求されていない事例も確認。   
一方、「カルフールなど大手チェーンストアへの納入は棚代や特売時の負担
などで難しい」（現地の日本食輸入業者）とのコメントもある。 
 
・一定のブランド力のあるメーカーにとっては一般的な商習慣の範囲である
が、日本の食品や生活用品を輸入販売する中小の輸入業者にとって大手
チェーンストアはハードルが高い。 
・中小の輸入業者であっても、レストランや一般的なスーパーなどへの納入で
は、競合品さえなければ価格決定権を持てるのでビジネスチャンスは多い。 

＜流通構造は一般的＞ 

・日本食品の需要： 
「最近では日本料理レストランのブームやシェハスコのバイキングで提供される
寿司用の食材・調味料などの需要が増加。キッチン用品は韓国製や中国製との
競争で厳しくなってきている」。 （日本食品輸入業者であるゼンダイ社） 
⇒同社が扱っている商品は日本の練りわさび、本だし、ふりかけ、のり、醤油、各
種キッチン用品など。販売先はレストラン、卸、スーパーなど500社に上る。 
  
・ブラジルならではの売れ筋： 
「ベットリネン、ベットカバー、一般的な売れ筋としてワインやベビー用品」（日系流
通企業A社） 
・ブラジルの消費者像： 
「保守的である一方でアメリカナイズされており、政府の方針もあって健康意識が
高まっている」 （日系飲料メーカーB社） 
 
健康を売りにできる日本の食品や医薬品、そして質の良い生活関連用品には参
入の可能性あり。 

＜食品や生活関連用品にチャンスあり＞ 
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流通コストと通関に難あり①～ロシア～ 

メーカー 

地域 

販売代理店 従来の小売店・ 

キオスク 

ウェブストア 

専門店 

（ドラッグストア等） 中央 

卸売業者 

地域 

卸売業者 

販売代理店 

大規模な 
近代的小売店  大規模な 

近代的小売店  

ロシアにおける一般的な流通構造 

・ロシアの食品や日用品などの一般
的な流通構造は、地域の販売代理
店から小売店（大規模な近代的小
売店、従来の小規模小売店、キオ
スク）に販売するルートと、中央卸
売業者から地域の卸売業者を通じ
て小売店に販売するルートに大きく
分かれる。 

＜高い流通コスト＞ 

・通関場所毎に輸入許可が必要、輸入手続きに必要な書類も多い。 
⇒ロシアへの輸出経験のある日本企業からは、「通関の度に判断が異なる」、「ロシア側から要求される書類が輸送の度
に異なる」など問題が指摘されている。 
・ロシアの日本食輸入業者においても、通常は自社で直接輸入手続きを行うが、一部難しい商品に関しては通関ブロー
カーを利用。ロシアでの輸入通関は、輸入実績に基づく経験と通関ブローカーとのネットワークという高いハードルが求め
られる。 
・ロシアへの輸出に際しては、ロシア側で輸入通関を問題なく行える輸入業者と提携することが重要。 
 

＜輸入通関が問題＞ 
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流通コストと通関に難あり②～ロシア～ 

【日本食品の流通先】 
・一般小売向け： 「アズブカ・フクーサ」、「グローブス・グルメ」などの高級スーパーや日本商品専門店 
・業務用： 和食レストランや和食メニューを有するレストラン 
・「アズブカ・フクーサ」に商品を納める場合、マーケティング費などの名目で入店料を求められることが
あり、大手和食チェーンに納める場合もプロモーション費用などが求められる。ロシア国内での日本食品
の流通においても、流通コストが嵩む構図に変わりはない。 
 
【日本食材を取り扱う輸入・卸業者】 
・日ソ貿易： 日本食品を中心に販売するスーパー「ジャプロ」を運営、高級化粧品や伝統産品など多様
な品目を扱う。 
・東ホールディングス社： 東京の海産物店「いし東」をパートナーに、日本の食品をロシアの卸業者に地
方も含め広く販売。 
・ロシアへの食品輸出に関しては、輸入通関の問題や支払い条件の問題もあり、実績のある日本食輸
入業者との取引きを目指すのが一般的。 
 

レジが延々と並ぶモスクワの大型スーパー 

＜日本食は既存の輸入業者を活用＞ 

＜欧州企業が強い化粧品、日用品＞ 

・ロシアの化粧品市場へはフランス、イタリア、ドイツなど欧州企業の参入が早く、日本企業の市場に占めるシェアは低い。 
・日本の大手ブランド： 基礎化粧品を中心に欧州経由で入り、大規模現代小売店などで販売。 
・中小のブランド： 専門のドラッグストアなどで販売される場合が多く、モスクワのショッピングセンターなどに展開する「サクラさくら」、 
 「マガジン売店」という専門チェーンが有名。 
・輸入ルート： 
 通関ブローカーから卸売業者を通じて小売チェーンや小さい卸売業者、小売店に販売。 
 流通段階のマージンが高く、小売価格は日本の2～3倍。 
・日用品や雑貨： 
 需要があるものについては欧州から既に入ってきており、その中には日本的なデザインのものも多い。需要がないか価格が合わないかで 参入できてい
ない場合が多い。 
 



  アンケート返送先         FAX :  03-3582-5309 

E-mail : orf@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 アジア大洋州課 宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル ： 流通構造から見る新興国市場 

ジェトロでは、新興国市場への参入を目指す企業経営者の方々のビジネス展開の参考としていただくことを目的に、本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた
後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１： 今回、本報告書で提供させていただきました「流通構造から見る新興国市場」について、どのように思われたでしょうか？（○をひとつ） 

       4： 役に立った  3： まあ役に立った  2： あまり役に立たなかった  1：役に立たなかった 

■質問2： ①使用使途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

 

 

 

■質問3： 今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。 （任意記入） 

ご所属 

□ 企業・団体 

 

□ 個人 

会社・団体名 ：  

部署名 ： 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただきます。 

 また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 

～ご協力有難うございました～ 


