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● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：中国市場開拓に挑む中小企業（2013年度） 

-中国バイヤーが求める日本製品とは- 

 今般、ジェトロでは、標記調査を実施いたしました。報告書をお読みになった感想に

ついて、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、本報告書での内容について、どのように思われましたでしょうか？ 

    （○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使用用途、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～ 
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はじめに 

 

世界第２位の経済規模を持つ中国では、所得増加による消費力向上が年々進んでおり、

今後も消費市場の拡大が見込まれています。こうした中で、日中関係が厳しい情勢にあっ

ても、自社ビジネスの拡大を目指し、積極的に中国市場開拓に取り組む中小企業も少なく

ありません。 

 

しかし、海外のビジネス経験が少ない中小企業にとって、国土が広く、消費者ニーズも

多様な中国での市場開拓は容易なものではありません。既に世界中から多くの企業が参入

しており、市場競争も厳しい情況です。さらに、2012 年以降は中国経済の減速や反日デモ

の発生などにより、事業環境にも大きな変化がみられています。 

 

ジェトロでは、こうした中小企業の中国市場開拓を支援すべく、2010 年度より「アジア・

キャラバン事業」を実施しており、2013 年度は 19 都府県から 50 社・団体の参加をいただ

きました。この事業は、日用品、化粧品などを扱う中小企業の中国市場開拓をサポートす

る事業で、2013 年度は上海、北京、広州、台北、重慶（開催順）の計５都市で商談会を実

施しました。また、台北を除く中国大陸４都市の中国バイヤーに対しては、日本商品の優

位性等に関するアンケート調査も行いました。 

 

本報告書は、アンケートによって得られた結果を都市ごとに集約・類型化するとともに、

参加した 50 の日本企業・団体のうち、27 社・団体に行ったインタビュー調査から、中国バ

イヤーと日本企業が日本商品の優位性をどう認識しているのか、日本企業が直面する課題

に如何に対応しているのかなどについても整理し、中国市場開拓の切り口を検証しました。 

 

また、27 社・団体の中国市場開拓の現状と今後の方向性についてもケーススタディーと

して取りまとめました。 

 

ご多忙な中、インタビューにご協力いただいた企業・団体の方々にこの場を借りて厚く

お礼申し上げます。本報告書が中国市場開拓を目指す中小企業の方々や中国ビジネスにご

関心のある方々のご参考になれば幸いです。 

 

なお、本文中の内容、名称、数値などは原則としてインタビュー実施時点のものである

ことを予めお断り申し上げます。 

 

2014 年３月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

海 外 調 査 部 

生活文化・サービス産業部 
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