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はじめに 

近年、中国のネット通販市場は急拡大し、中国消費者が海外から商品を購入する購買行動が加速してい

る。しかし、日本では中国の EC 市場および ECに関する消費行動についてまとまって整理された情報が

存在していない。そこで、中国政府系の EC団体「中国電子商会」の特別協力のもと、中国の EC市場や

消費動向、日本企業の中国進出状況などを調査し、各社のインターネット通販、業界発展に寄与する資料

を提供し、みなさまの事業にお役立ていただくことを目的に本書を発行した。 

 

 第 1 章の「中国市場動向」では、中国政府が掲げる今後の経済施策、BtoC EC 市場、BtoB EC 市場、

現地 EC 企業の動向、各販売チャネルの動向、法改正動向などを。2016 年 4 月に始まった新越境 EC 制

度についても詳しく掲載した。 

 第 2章の「中国消費者動向」では、各販売チャネルの消費動向、越境 EC利用状況、ソーシャルメディ

アを通じた購買行動などを分析している。 

 第 3 章の「企業動向&データ」では、日本企業の中国 EC 市場進出事例、現地企業へのインタビュー、

中国電子商会が始めた越境 EC 支援サービス、中国企業による日本企業の進出支援状況などを調査してい

る。 

 

将来、中国の越境 EC市場は 200兆円を超えると予想されている。訪日中国人による“爆買い”が収束

したと報じられているが、実際のところ中国現地から商品を購入する行動にシフトしていると多くの識者

が指摘。一方、日本市場は少子高齢化などにより、海外シフトに目を向ける企業が増えており、中国市場

に対しては多くの企業が熱い視線を向けている。 

今後の企業成長をめざすメーカーやEC企業にとって、本書がビジネスのお役に立てれば幸いである。 

 

2016年 11月 

株式会社インプレス 

ネットショップ担当者フォーラム編集部 
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1.1 中国経済 

1.1.1 中国政府の第 13次 5カ年計画 

成長を続ける中国経済は今後どのように発展していくのか。中国共産党が 2016 年 3 月の全国人民代表

大会で採択した政策方針「第 13 次 5 カ年計画」を踏まえ、2020 年までの中国市場の行方を見通したい。

また、日本から中国への越境 ECを行う企業が取るべき戦略も解説する。 

 

■GDP成長率は年率 6.5％以上 

中国共産党が今年 3月に採択した「第 13次 5カ年計画」は、2016年から 2020年までの間に中国政府が

取り組む政策の骨子となる。この５カ年計画には「経済の『中〜高度成長』の維持」「労働生産性の向上」

「都市化の推進」など、中国経済の成長と国民の可処分所得の増加に対する数値目標が盛り込まれた。

GDPを 2020年までに 2010年比 2倍の 92.7兆元（約 1500兆円）に増やすことや、国民一人あたりのGDP成

長率を年率 6.5%以上で維持すること、貧困層が多い農村部の所得水準を向上させることなどを掲げてい

る。 

 

「第 13次 5カ年計画」に盛り込まれた 2020年までの数値目標 

 GDPを 2010年比 2倍の 92.7兆元に拡大 

 GDP成長率は年率 6.5％以上を維持 

 1人あたりのGDPを 2015年比 38％増の 12万元に引き上げる 

 労働生産性の成長率は年率 6.5％以上を維持 

 都市の常駐人口を 60％に引き上げる（2015年は約 56％） 

 

「第 13 次 5 カ年計画」は中国の国家戦略の中核をなすものであり、経済活動に与える影響は大きい。

今後の中国経済は、労働集約型の農業や製造業を中心とした産業構造から脱却し、サービス業や IT、環

境、新エネルギー、教育、ロボットといった高付加価値の産業へと転換、個人消費と内需拡大に軸足を移

していくだろう。地方政府は補助金や優遇税制などを設けて国内外のハイテク企業を誘致しており、製造

業のファブレス化も進んでいる。生産性の向上に伴い、中国人の購買力は一層高まることが予想される。 

1.1.2 農村部の都市化をめざす中国政府 

中国は都市部と農村部の貧富の格差が激しい。中国は年間所得が日本円換算で 800万円以上の富裕層が

1000万人以上、200万〜800万円の中間層は約 8000万人いると言われており、すでに１億人近くが中間層

以上の生活水準にある。一方、年間所得が 100万円以下の国民も 4億〜5億人いると言われており、その

多くは農村部で生活している。 

sample



第 1章 中国市場動向 

 

中国 EC市場調査報告書 2016  © 2016 Impress Corporation 72 

1.8.4 新越境 EC制度 

中国政府の財政部は越境ECに関する税制度改革を行うため、2016年4月8日から新たな制度をスター

トさせた。だが、突然の発表だったため中国の現場は大混乱。保税区を活用した越境 EC などに大きな影

響が出ているため、中国政府は 5月、一部の新制度は 1年の猶予期間を設けるといった施策内容を公表し

た。 

 新制度は2017年5月12日から本格スタートとなる。制度の説明の前に、中国の税の種類と内容を理解

しておきたい。 

 

関税 中国に輸入される商品に対して、中国政府が課す税金。いわゆる一般的な関税。 

増値税 
流通段階で商品に課す税金。日本では消費税にあたる。基本税率は 17%（生活インフラとなる穀

物、食用油など特定品目への増値税には低減税率 13%が適用される）。 

消費税 
特定の嗜好品や贅沢品に対して、工場出荷時か輸入時に課す税金。品目によって 3%～45%が課

税される。日本の酒税などに類似する一部の贅沢品に課す特別税。  

行郵税 
個人携帯輸入物品（個人が海外から買ってきたもの）や個人輸入郵送品（個人輸入したもの）に

課す税金。商品ジャンルによって税率は異なる。 

資料1.8.1 中国の税の種類と内容 

中国の税の種類と内容を踏まえた上で、制度内容を、「保税区モデル」（中国の保税倉庫を活用した越

境EC）と「直送モデル」（日本から商品を個別配送する越境EC）にわけて説明する。 

 

■直送モデル 

 直送モデルの税制は、制度変更前と同様に行郵税通関によるものと、保税区モデルと同様の税率が適用

される三単合一との 2つがある。行郵税方式の場合、税率は従来の「10％、20％，30％、50%」の 4段階

から「15％、30％、60%」の 3 段階へ変更となった。また、従来通り 50 元までの行郵税は免税となって

いる。 

後者の三単合一による直送モデルは、後述する保税区モデルと同じ税率が適用される。三単合一とは、

「オーダー情報」「支払い情報」「輸送情報」の3つの情報がデータ連携されたシステムによるものであ

る。主に大手越境 EC プラットフォームを通した注文に対してデータ連携された直送方式として使われる。 

 中国現地の消費者が越境 ECで 1回あたりに取引できる限度額が、1000元から 2000元に引き上げられ

る。そのため、個人輸入貨物の検査が強化されることが想定される。今回の制度改正で、すべての越境

EC の流通に対して課金が可能になるため、より直送商品に対する課税（検査）が厳しくなる可能性があ

る。 
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3.3 中国向け EC支援を手がける現地企業 
 

■調査概要 

・Tmall Global、JD.comを中心に、中国現地企業で日系企業の支援実績のある代行業者を掲載した。 

・公開情報をもとに情報を取得し、掲載している。 

 

■調査対象 

・中国現地で日系企業の中国向けECを支援している代行業者。 

・運用代行をメインに現地企業を調査対象とし、配送や物流企業などは除外している。 

 

■調査手法・調査期間 

・調査は 2016年 9月に実施。 

・公開情報をもとに調査を実施している。 

 

■留意事項 

・各企業のデータのうち「―」は不明。支援実績は可能な範囲で調査を行い、掲載している。 
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3.3.1 上海宝尊電子商務 

企業概要 

英字名：BAOZUN 

所在地：上海 

URL：http://www.baozun.com/ 

電話番号：+86-21-80266000 

公開メールアドレス：bd@baozun.com 

運用代行内容 

サ-ビス内容：ワンストップ 

得意分野：美容/コスメ、家具建材、ファッション 

倉庫の有無：自社、提携 

日本語対応：可 

代行実績 

現店舗数：87 

現ブランド数：84 

日系企業の支援実績：Panasonic 全般、POLA、LAOX、

キリン堂、マツモトキヨシ、Honda、トヨタなど 

 

3.3.2 上海麗人麗粧化粧品 

企業概要 

英字名：Lily&Beauty 

所在地：上海 

URL：http://www.lrlz.com/ 

電話番号：+86-15-900500889 

公開メールアドレス：adaM.liu@lrlz.com 

運用代行内容 

サ-ビス内容：ワンストップ 

 

得意分野：日用雑貨、美容/コスメ、その他 

倉庫の有無：自社 

日本語対応：可 

代行実績 

現店舗数：33 

現ブランド数：33 

日系企業の支援実績：カネボウ（KANEBO、KATE）、

資生堂（DQ、ピュア&マイルド）、KOSE（雪肌精）、

アルソア 

 

3.3.3 東莞楽其網絡科技 

企業概要 

英字名：Leqee 

所在地：杭州 

URL：http://www.leqee.com/ 

電話番号：+86-21-61527286 

公開メールアドレス：Marketing@leqee.com 

運用代行内容 

サ-ビス内容：ワンストップ 

得意分野：食品、美容/コスメ、ベビー用品 

倉庫の有無：自社 

日本語対応：可 

代行実績 

現店舗数：65 

現ブランド数：63 

日系企業の支援実績：RedhorSe、ピジョン、花王

（ソフィーナ、アタックなど）
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