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1. 中国のテレビ通販概要 

 

1-1．はじまり 

 

中国におけるテレビ通販のはじまりは、1992 年に広東省のテレビ局によるテレビ通販広

告の放送とされる。1995 年には中国初となるテレビ通販会社「北京電視台 BTV 電視購物」

（BTV テレビ通販）が誕生し、わずか 18 年で一大マーケットへと成長した。 

当初は、テレビ局の広告放送枠を購入し放送するテレビ通販広告が主流で、中央・省級

レベルのテレビ局で集中的に流し、全国での知名度を高めた結果、売上を伸ばした。しか

し、販売されていた商品に粗悪品や摸倣品が多く見られるなどのトラブルが相次ぎ、社会

問題へと発展するケースが増加した。業界全体に対する消費者の信用度は低下し、一時は

1,000 社あまり存在したテレビ通販会社の数は、2000 年末には 300 社前後に減尐する事態に

陥った。 

この頃から、テレビ局を母体としたテレビ通販企業が続々と誕生し、トレンドは徐々に

専用のテレビチャンネルを使ったテレビ通販番組へとシフトし始めることになった。 

 

1-2．中国テレビ通販市場規模 

 

中国のテレビ通販市場は、2005 年に一度減尐したものの、2003 年から現在に至るまで右

肩上がりの成長を続けている。2009 年度は全年比 105%増の 234 億元の実績を達成した。し

かし、この数字も消費財の小売売上総額のわずか 0.19%を占める程度と言われており、今後

飛躍的な成長が見込まれる。中国の専門家らは、10 年後の 2020 年には 5,000 億元に到達す

ると予測している。 

図 1 中国テレビ通販市場規模推移 
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出典：http://www.dvbcn.com/2009-12/17-42361.html 

http://www.happigo.cc/zhaopin/1674.html 

 

現在、中国のテレビ通販市場を牽引しているのは、上海電視台が韓国の大手通販会社「韓

国 CJ」と設立した「東方 CJ」や湖南衛視の「快楽購」（HappiGo）、テレビ通販広告を放送

する「橡果国際」（Acorn International）の 3 社である。上記 3 社の 2009 年度売上高の合計は

約 68 億元にのぼり、テレビ通販会社全体のほぼ 3 分の 1 を占めている。 

 

図 2 2009 年中国テレビ通販会社売上高トップ 3 

  会社名 売上高（億元） 

1 東方購物 28 

2 快楽購 21 

3 橡果国際 19 

出典：http://miit.ccidnet.com/art/32559/20100919/2193039_1.html 

売上高にはテレビ通販、ネット通販、カタログ通販の売上を含む 

 

 

1-3．放送形態 

 

中国テレビ通販の放送形態は主に（1）[テレビ通販広告を放送]---テレビ通販広告会社が

中央や省級テレビ局の広告放送枠を買取り、自社で制作したテレビ通販広告（商業テレビ

広告）を流すタイプと、（2）[専門チャンネルやそれ以外のチャンネルで番組を放送]---テレ

ビ局が全額出資、またはテレビ通販会社と合弁でテレビ通販会社を設立し、テレビ通販専

門のチャンネルを開設し、或いは既存のチャンネルでテレビ通販専門番組の放送時間枠を

設けて放送するパターンの 2 種類に分けられる。 

 

1-3-1．テレビ通販広告を放送 

 

商品の調達や番組制作を自社で行い、テレビ局から買取った広告放送枠で数分から十分

程度のテレビ通販広告を放送する形態。テレビ通販の黎明期にはこの手法が主流だった。 

代表的な企業には、「橡果国際」や「七星購物」（チャイナ・セブンスター）などの上場

企業がある。橡果国際は主に自社開発製品や特定のブランドと代理販売契約等を締結して

商品を販売しており、中央や省級テレビで集中的に広告を流すなどの手法で知名度を上げ

売上を伸ばしている。2007 年には中国のテレビ通販会社では初めてニューヨーク証券取引

所に上場するなど、長年にわたり業界の中心的存在だと言える。 

http://www.dvbcn.com/2009-12/17-42361.html
http://www.happigo.cc/zhaopin/1674.html
http://miit.ccidnet.com/art/32559/20100919/2193039_1.html
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しかし、2010 年に中国のメディアを統括する国家広播電影電視総局（以下、「広電総局」）

がテレビ通販業界の規制強化に本格的に乗り出し、テレビ通販広告が「商業コマーシャル」

と認定され放送時間帯の制限や企業の参入条件の大幅な引き上げなどが規定されたことで、

橡果国際をはじめとするテレビ通販広告会社では、実店舗の開店やネット通販事業を展開

するなどビジネスモデルの転換を迫られている。 

 

1-3-2．専門チャンネルや、それ以外のチャンネルで番組を放送 

 

上記とは対称的に著しい成長を遂げているのがテレビ通販専門のチャンネルや既存チャ

ンネルでテレビ通販番組を放送する形態だ。2000 年前後からテレビ局自身が 100%出資、ま

たは専門の通販会社と合弁でテレビ通販会社を設立し、テレビ通販事業に進出するケース

が現れた。テレビ局は、広電総局の許可を受けて既存のチャンネルをテレビ通販専門のチ

ャンネルに鞍替えしたり、既存のチャンネルで一定時間をテレビ通販番組の放送にあてる

などしている。このように、テレビ局がテレビ通販事業に参入するケースが増加している

背景には、広電総局がテレビ局のビジネスモデルを、広告収入頼みの現状から、ネット（通

販、広告）およびテレビ通販広告収入の 3 本柱にするよう奨励していることが関係してい

る。中国では、テレビ局が出資しているテレビ通販会社のことを「広電系」と称され、現

在までに省級レベル以上のテレビ通販チャンネルは 20 ほどあると言われている。 

代表的な企業には、「東方 CJ」や「快楽購」、山西広播電視台の「優購物」（UGO）などが

ある。東方 CJ は、2010 年 4 月 1 日に全国初となる 24 時間アナログ放送のテレビ通販チャ

ンネル「東方購物」を開局し、高級車や高級住宅の販売にも成功している。 

 

1-4．番組形態 

 

1-4-1．テレビ通販広告 

 

通常、数分から十数分程度の広告を制作、司会者とゲストが登場するケースや、人物は

登場せず商品を説明するナレーションが流れるケースなどがある。専門家らがゲストとし

て登場して商品が優れている点を説明し、実際に使用した人の感想が流れる。テロップや

画像が多用され、早いテンポで展開する。 

 

（1）一般的な番組の流れ 

① 司会者と専門家が登場するケースと、ナレーションのみのケースがある。 

② 専門家やナレーターが商品の効果を説明する。テロップや画像が多用される。 

③ 商品使用前後の映像や使用者の感想が流れる。 

④ 申込み先や付加商品が提示される。 
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図 3 橡果国際の自社開発商品のテレビ通販広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://v.youku.com/ 

 

1-4-2．テレビ通販チャンネル、それ以外のチャンネルでのテレビ通販専門番組 

 

番組放送時間は通常、30～45 分で、主に、1 回の番組内で 1 つの商品を紹介する、また

は 1 つの商品でサイズや色違いのものを数点紹介する方法が採られている。現在のところ、

テレビ通販番組ではこの方法が主流で、1 つの家電メーカーの冷蔵庫と洗濯機を同時に紹介

するようなケースは見られない。日本のように米国等海外のテレビ通販番組を吹き替えて

そのまま放映する例もほぼない。番組は通常、司会者が 2 人、または司会者とメーカー担

当者という組み合わせで進行していく。 

 

 

①脊椎矯正バンド通販CM。
時間は4分半ほど。

米国の医学博士が脊椎矯正
バンドの効果を説明する。

②商品装着のBefore＆After
を比較し、身長が4㎝伸びたと

アピール。

③背筋が伸びている様子を
横から写す。

この後も子供が登場し、姿勢
が改善された様子が流れる。

④実際に使用した数人の子供
が感想を述べる。

⑤「子供を思うご両親に朗報
です」のナレーションの後、
特典と値段が初めて流れる。

⑥「今から30分以内に注文す
ると特典プレゼント」等のナ
レーションとともに、電話番号
と値段等テロップが流れ

終了。
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（1）一般的な番組の流れ 

 

① オープニングでは、商品がクローズアップされた画面や、商品を手にするモデルが映

し出される。 

② 司会者とメーカーの担当者らが登場。主に司会者が商品の特徴や機能を説明し、もう

一方が相槌を打つ。フリップなどを使い機能・性能を紹介することもある。 

③ 商品の安さや付加商品を説明してお得感を演出。申し込み先などを伝え一通り説明が

終わると、家庭で商品が使用されているイメージ映像に切り替わる。画面下に現在の

注文状況や在庫状況等がテロップで流れる。 

④ 数分後に司会者とメーカー担当者の画面に戻り、再び商品の紹介が始まる。 

この流れが放送時間内に 2 度から 3 度繰り返される。 

 

図 4 東方購物のテレビ通販番組例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.ocj.com.cn/shop/detailshop.jsp?item_Code=126320&shop_No=200404000048 

 

①オープニング。商品を手にし
たモデルが映し出され、この
日紹介する商品について話す
司会者の声が流れる。

②画面が切り替わり、司会者
と企業の担当者が映り、商品
と特典（腕時計など400元相

当）の説明が続く。

③デジカメがアップになり、
機能やデザイン等の

詳細を数分にわたり紹介。

④録画済みイメージ動画に切
り替わり、商品番号、値段、現
在の注文状況がテロップで流

れ続ける。
この後、①～④を繰り返す。

⑤現在の注文状況「150名の
お客様からご注文をいただき
ました」がテロップで出る。
この後、再び商品がアップに
なり機能の紹介等が続く。

⑥番組終了間近。オープニン
グと同じ画面に戻り、モデルが
商品を手にポーズをとる。
商品情報や注文状況がテロッ
プで流れ、番組終了。

http://www.ocj.com.cn/shop/detailshop.jsp?item_Code=126320&shop_No=200404000048
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2．日中テレビ通販の比較 

 

 日中テレビ通販の違いにはまず、中国のテレビ局が独資または合資の形でテレビ通販会

社を設立し、テレビ通販事業に参入している点が挙げられる。これらテレビ局については、

1 章で述べた。 

次に、2010 年 10 月現在、中国では全国放送のテレビ通販チャンネル・番組が無い点が挙

げられる。日本の場合、テレビ放送局（キー局）は、自局がカバーできない地域に放送局

を開設するテレビ局（系列局）とネットワークを形成することで、キー局が制作した番組

を系列各局の放送網を利用し放送することが可能である。これにより、一部地域で放送の

日時が異なる場合はあるが、全国の視聴者が地域の区別に関係なく同じテレビ番組を視聴

することができる。 

中国にはこうしたキー局と系列局のようなネットワークが形成されていないため、中国

のテレビやラジオを統括する広電総局からテレビ通販チャンネルの全国放送ライセンスを

取得したテレビ局でも、自局がカバーできない地域での放送には、現地のケーブルテレビ

キャリアと交渉し、ケーブルネットワークの使用許可を得る必要がある。ところが、ケー

ブルネットワークには限りがある一方、チャンネル数は増加し続けており、より高額な「落

地費」（ランディングフィー）を支払うテレビ局に対しケーブルネットワークの使用を許可

するという構図が生まれている。このランディングフィーの価格に関する明確な法律は存

在していないため、価格はケーブルテレビキャリアの「言い値」が現状だと言われており、

その価格は年々高騰している。 

図 5 2010 年主要省級衛星テレビ局 24 社のランディング経費の予算 

37.5%

33.3%

8.3%

4.2%

16.7%

1億元以上 9,000万元以上 8,500万元 8,000万元 8,000万元以下

 

出典：http://news.xinhuanet.com/newmedia/2010-10/14/c_12660488_4.htm 

※ 上記金額には、ランディングフィー、使用料、チャンネル開局後にかかる費用（人件費

や修理費等）が含まれる。 

http://news.xinhuanet.com/newmedia/2010-10/14/c_12660488_4.htm
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2010 年 10 月に発表された「中国省級衛星テレビ放送カバー・伝播力に関する研究報告」

によると、中国主要省級衛星テレビ局 24 社のうち、他の省などで放送するための経費（ラ

ンディング経費）の予算が 1 億元以上というテレビ局は 9 社あった。テレビ通販会社を持

つ各テレビ局は、放送エリア拡大に専心する一方、テレビ局の収入総額の 3 分の 1 を占め

るほどの高額なランディングフィーの捻出に頭を悩ませており、これが放送エリア拡大の

足かせのひとつとなっている。 

江蘇省のテレビ通販会社「好享購物」の孫振坤・総経理は中国メディアの取材に対し、「高

額なランディングフィーは、弊社が江蘇省から放送エリアを拡大できていない原因の一つ

だ」と答えている。テレビ通販会社の多くで粗利がわずか 20%である一方、ランディング

フィーはその半分を占めるため利益を上げることが難しい現状を明かしている。 

粗利については、中国メディアの報道などをまとめると、「広電系」のテレビ通販会社に

比べ、テレビ通販広告会社のほうが高いようだ。たとえば、橡果国際は 2008 年、損益を出

したものの粗利は約 52%ほどだったという。しかし、テレビ局の広告料金が高騰する中、

同社の広告放送にかかるコストは売上の 35%前後、物流やマーケティング等には 20%ほど

のコストがかかるといい、単純にいえば商品を販売して得られる粗利は 55%を超えると利

益になる。 

一方、「広電系」のテレビ通販会社における粗利は 20～23%程度だと言われている。電子

商品はさらに低い 10%程度で、高級車は東方購物によると 1%に満たない程度だという。快

楽購の場合、サプライヤーと代理販売契約を締結し、商品が一定数売れたら利益を約束す

ることで収益を得ており、販売数の売上高向上に力を注いでいる。それにより、物流や倉

庫のコストを同社が負担しているが、返品や交換にかかるコストを抑えることに成功して

おり、サプライヤーとの契約では、快楽購の倉庫に商品が運ばれてきた際、包装に傷など

があった場合には受け取りを拒否するなどの詳細な規約が盛り込まれている。 

高額なランディングフィーが放送エリアのボトルネックとなる中、東方 CJ のように、江

蘇省の南京広電集団（NJBG）と合弁でテレビ通販会社「江蘇東方電視購物有限公司」を設

立し、南京広電集団傘下の南京電視台（NJTV）で一日 23 時間、テレビ通販番組を放送して

いるケースも現れている。 

こうした現状を踏まえ、中国でテレビ通販番組を放送する場合には、以下の点を考慮す

る必要がある。 

（1）ライセンスの種類（全国放送か、放送はアナログ、衛星、デジタル、有料かなど） 

（2）放送のカバーエリア（購買意欲が高いエリアをカバーしているかなど） 
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図 6 広電総局から全国での放送許可を受けているテレビ通販会社 10 社リスト 

 

通販会社名 出資テレビ局 放送カバーエリア 

中視購物 CCTV 天津、江蘇、貴州、海南など 

央広購物 中央人民広播電台 北京、天津 

 

優購物 

（UGO） 

 

山西広播電視台 

 

北京、天津、河北、河南、山西、

吉林、遼寧、江蘇、浙江、四川、

広東、広西、内モンゴル自治区、

黒竜江、海南、福建、安徽、 

江西など 

 

家家購物 

 

安徽電視台 

安徽、北京、天津、山西、陝西、

内モンゴル自治区など 

 

 

快乐購 

 

 

湖南衛視 

湖南、江蘇、浙江、広東、広西、

湖北、福建、山西、安徽、江西、

雲南、山東、海南、天津、重慶、

上海 

時尚購物 

 

重慶 重慶、上海、湖南、河南、 

黒竜江 

 

家有購物 

 

貴州電視台 

北京、上海、貴州、山西、河南、

吉林、河北、内モンゴル自治区、

黒竜江、山東、遼寧、陝西、 

安徽 

東方 CJ 上海電視台 上海、江蘇、浙江、雲南、甘粛 

風尚購物 江西電視台 江西、江蘇、甘粛、山東、浙江、

湖北 

準備中？ 中国国際広播電台？ - 

出典：各社 HP や、「百度百科」を参照し作成 
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3．テレビ通販に関する規定およびライセンスについて 

 

1992 年に初めてテレビ通販広告が放送されてから十数年にわたり、中国にはテレビ通販

に特化した法令の整備が進んでいなかった。2006 年に広電総局はテレビ通販広告、番組で

の医薬品や豊胸、ダイエット商品等の販売を禁止する通知を出して粗悪商品の対策に乗り

出したものの、その後も消費者トラブルが多発していた。 

2009 年になり広電総局が 9 月と 12 月に 3 つの関連政策を相次ぎ公布したことで、テレビ

通販広告と番組、および業界の標準化が加速している。なかでも、9 月 10 日に公布された

「テレビ通販広告とテレビ通販番組に対する管理強化に関する通知」（以下、「通知」）およ

び「テレビ通販チャンネルの建設と管理に関する意見」（以下、「意見」）では、テレビ通販

広告会社やテレビ局の参入基準が引き上げられたほか、テレビ通販広告会社の放送内容に

対する規制が強化され、これまで低品質な商品を誇大に宣伝して利益を上げてきた企業の

淘汰に拍車をかけている。 

 

図 7 2009 年に公布された 3 つの通達の特徴 

ラジオ・テレビ広告放送 

管理弁法 

テレビ通販広告とテレビ通

販番組管理の強化に 

関する通知 

 

テレビ通販チャンネルの 

開設と管理に関する意見 

 

・ 商業広告の放送時間の上

限は1番組につき12分／

時間 

・ 商業広告の一部内容を規

制 

・ テレビ通販広告を商業広

告として管理 

・ テレビ通販眼組をテレビ

番組として管理 

 

・ テレビ局のテレビ通販チ

ャンネル開設の条件を明

記 

・ ネットテレビや携帯テレ

ビなどを使った通販方法

を奨励 

 

出典：各通達を参照し作成 

 

 

3-1．テレビ通販広告会社の参入基準 

 

テレビ通販広告会社の参入条件については、「通知」の中で出資資本金額やコールセンタ

ーの座席数などについて明記された。このほか、テレビ局に対しても、市場からの評価が

高く、資金力があり、商品の品質が保証されているテレビ通販広告会社の広告を放送する

よう求められている。 
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 ・ 出資資本金が 1,000 万元を下回らない 

・ 固定した経営拠点を持っている 

・ 座席 100 席以上あるコールセンター、物流配送、決済システムを有する 

・ 修理保証、返品、苦情処理等アフターサービス制度、組織、職員を有する 

・ 過去 3 年間に商業詐欺や虚偽など違法行為の記録がない 

 

3-2．テレビ通販広告会社に関する規定 

 

「通知」では、テレビ販売会社名の明記や、一定期間内の「無条件返品」を行うことな

どが盛り込まれた。このほか、18 時から 24 時までの放映が禁止されたほか、特定のチャン

ネルでの放映も禁じられた。「広告管理条例」の第三章でも放送内容によって放送時間帯の

制限などが定められた。 

 ・ 広告物として管理される 

・ 教育、子どもチャンネル等での未成年者にとって不適切な内容の広告を放送禁止 

・ 衛星チャンネルでの 18 時から 24 時の時間帯は放送禁止 

・ ニュース等の専門チャンネルおよびテレビ通販チャンネルでの放送禁止 

 

3-3．テレビ通販番組に関する規定 

 

「意見」の中では、テレビ通販チャンネルを開設していないテレビ局に対し、規定の時

間内であればテレビ通販チャンネル以外のチャンネルでも番組の放送が許可されたことで、

テレビ通販番組は専門チャンネルで放送されるものと、それ以外のチャンネルで一定時間

放送されるもの（専門番組）2 つに明確化された。 

 ・ テレビ通販チャンネルを開設していないテレビ局に対し、既存のチャンネル（一

部除く）での専門番組の放送を許可する 

・ 放送時間は午後 19 時から 21 時を除く時間帯で、5 時間を超えないこと 

・ 番組放送中は、画面右端に「購物」（和訳：「ショッピング」）のテロップを常時

表示させること 

 

3-4．テレビ局のテレビ通販チャンネル開設基準 

 

テレビ局のテレビチャンネル開設基準については、「意見」の中で明記されている。 

 ・ 「ラジオ、テレビ管理条例」、「ラジオ局、テレビ局審査認可管理弁法」の規定に

合致していること 

・ チャンネルを開設するエリアは人口が多くマーケットが大きいこと。実力を持つ

テレビ局であること 
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・ ネット通販などを含む事柄について明確な発展計画と実施計画があること 

・ 番組内容の審査および商品の品質保証制度が整っていること 

・ 経営や管理に関して必要な専門職員を有すること 

・ 情報管理、コールセンター等システムに関する計画が整っていること 

・ 起動資金額（現金）が以下の規定より下回っていないこと： 

 全国エリア放送局・・・1 億元 

 省級エリア放送局・・・5,000 万元 

 市地級エリア放送局・・・3,000 万元 

 

3-5．テレビ通販広告およびテレビ通販番組の内容に関する規定 

 

内容については、以下の事由のほか、「ラジオ、テレビ広告放送管理弁方法」などでも規

定されている。 

 ・ 以下の内容を含んではならない： 

1. 虚偽、違法、低俗な内容 

2. 誇大広告、消費者を誤導する内容 

3. 公人、専門家等の名で商品品質等を証明する内容 

4. 品薄などをでっちあげ商品を販売する内容 

5. 商品が認証に通過した、賞や栄誉称号を得たなどと詐称する内容 

6. 研究成果や統計資料等を偽造またはでっちあげ商品の品質を証明する内容 

7. 法律、行政法規、規則で禁止されたその他の内容 

・ 放送禁止： 

1. 以下の内容を含んだもの 

2. 薬品、アダルト商品、豊胸、ダイエット商品を紹介するもの 

3. 商品名称や生産工場名称、生産地が無い商品を紹介するもの 

4. 背が伸びるとうたった器具または内服商品を紹介するもの 

5. 体内に埋め込むまたは専門家による操作が必要な医療機器を紹介するもの 

6. 人の性器の解剖図や動画デモンストレーションが画面に現れるもの 

7. 法律、行政法規、規則で禁止されたその他の広告と番組 
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4．テレビ通販を含む中国通販市場の仕組み 

 

4-1．通販の種類 

 

テレビ通販、カタログ通販、ネット通販を含む実店舗を持たない無店舗販売について、

中国では 2004 年に下記の 5 つの販売方式が正式に小売業として認められている。 

 

図 8 無店舗小売業業態 

業態 商品の販売方式 

テレビ通販 テレビを通じ、消費者に商品を宣伝し提示する 

カタログ通販 商品カタログを通じて消費者に商品を宣伝、提示し、注文を受ける 

ネット通販 インターネットを通じて販売活動を行う 

自動販売機 自動販売機で販売を行う 

電話勧誘通販 主に電話を通じて販売／購買を行う 

出典：「小売業業態分類」国家基準（GB／T18106－2004） 

http://scjss.mofcom.gov.cn/table/2004_390.pdf 

 

4-2．カタログ通販 

 

現在、カタログ通販には冊子カタログと電子カタログの 2 種類がある。インターネット

が普及する以前は冊子カタログを郵送していたが、現在では多くの企業が HP 上で電子版の

ダウンロードサービスを提供している。カタログ通販企業が相次ぎネット通販（B2C）に参

入しているほか、実店舗を出店している企業もある。 

通常、ネットとカタログでは取り扱う商品に大きな違いはないが、一方のみの利用、ま

たは媒体ごとに異なるキャンペーン活動を行う企業もある。 

 

 

図 9 中国カタログ通販の概要 

市場規模 ― 

主要カタログ通販企業 麦考林（Mecox Lane） 

1998 年に設立されたカタログ通販会社の大手。主に、衣類や日用

品、美容用品を販売。20～35 歳のホワイトカラー女性がターゲッ

ト。実店舗を 400 出店しているほか、ネット通販も展開している。

2010 年 10 月には、中国の B2C 企業では初めて米国ナスダック証

券取引市場に株式上場した。 

 

http://scjss.mofcom.gov.cn/table/2004_390.pdf
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小康之家（xiaokang） 

1993 年に北京の大学に留学していた米国人によって創設された。

カタログでは主に健康食品や美容用品を取り扱う。中国で初めて

カタログギフトをスタートさせた。 

カタログの注文方法 HP、オーダーシート郵送、電話、携帯電話ショートメッセージ 

商品の注文方法 メール、FAX、電話など 

決済方法 着払い、クレジットカード、振り込みなど 

 

図 10 カタログ例 

 

 

 

 

 

 

出典：麦考林 HPhttp://www.m18.com/からダウンロードし作成 

 

 

 

 

 

4-3．ネット通販の概要 

 

中国ネットワークインフォメーションセンター（以下、「CNNIC」）によると、中国のイ

ンターネット利用者数は 2010 年 6 月末時点で 4.2 億人にのぼっている。中国商務部が 2010

年 8 月に発表した「中国電子商取引レポート 2008－2009」によると、インターネット通販

の利用者数は 1.08 億人で、2009 年の売上総額は 2,586 億元と消費財の小売売上総額の 2.06%

を占めている。 

中国のネット通販では現在、購入者数によって値段が割安になる「団購」（一定人数のユ

ーザーと共同で購入すると、割引になり、市場価格より安い値段で購入できる）や「秒殺」

（販売日時を予告して、破格の値段をつけ販売する）など新たなサービスの人気が高い。 

 

 

 

 

 

http://www.m18.com/
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図 11 中国主要 B2C、C2C 企業 

サイト名 市場シェア 主要商品
東京商城

360buy jingdong Mall
35.6% PC、デジタル家電など

卓越網
amazon

8.9% 書籍、CDなど

当当網
dangdang

8.9% 書籍、CDなど

淘宝網
taobao

84.8% なんでも

拍拍網
paipai

11.6% オンラインゲームの
アイテムなど

易趣
ebay

3.6% なんでも

C2C

B2C

 

出典：市場シェアは 2010 年第 3 四半期を記載、http://www.iresearch.com.cn/View/125972.html

を参照し作成 

 

4-4．中国通販媒体別比較 

 

カタログの市場規模は、政府や政府系シンクタンク等の公式発表がなく不明である。テ

レビ通販とネット通販では、多種多様な商品を販売するネット通販に比べ、購買力がある

ホワイトカラー等を購買層に想定し、安さよりも品質や安全性の保証を売り物にするミド

ルからハイエンドの家電や日用品等がテレビ通販でより売れる傾向にある。テレビ通販で

数百万円する高級車や不動産が「飛ぶように」売れるのも、ネットオークションとは違い

粗悪品や詐欺にあう不安がないことが要因にある。 

 

図 12 テレビ通販、カタログ通販、ネット通販比較 

 テレビ通販 カタログ通販 ネット通販 

売上総額（2009） 234 億元 － 2,586 億元 

利用者年齢 消費能力がある 20代

から 40 代 

20～40 歳 

女性、主婦、会社員 

18～30 歳 

学生、会社員 

主要商品 中級、高級品 ファション、日用品 すべて 

人気商品 家電、日用品、 

美容品、パソコン 

衣類、健康食品、 

ギフト 

携帯電話、衣類、 

日用品、化粧品 

 

http://www.iresearch.com.cn/View/125972.html
http://www.iresearch.com.cn/View/125972.html
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5．決済方法 

 

現在、テレビ通販で利用されている決済方法には、(1)代金引換、(2)オンライン決済、(3)

振り込み、(4)分割払い、(5)ポイント払いなどがある。 

各決済方法の主な特徴は以下のとおり。 

 

5-1．代金引換 

 

商品受領時に代金を支払う決済方法。現金と銀行の口座残高で決済するデビットカー

ド決済の 2 つから選択できる。代引きにかかる手数料は無料。 

 

5-2．オンライン決済 

 

「支付宝」（Alipay）や「財付通」（tenpay）などのオンライン決済会社が提供するオン

ライン決済サービスのほか、商業銀行が提供するネットバンキングサービスから選択で

きる。CNNIC が 2010 年 7 月に発表したレポートによると、2010 年 6 月の時点で、オン

ライン決済サービスの利用者は約 1.3 億人で、利用率は 30.5%に達している。 

オンライン決済会社が提供するサービスはショッピング決済のほかにも光熱費の支払

い等、多岐にわたり、大きな消費者トラブルも発生していない。こうした要因からユー

ザーからの信頼度も高く、同サービスの利用者は増加を続けている。 

 

5-3．振り込み 

 

テレビ通販会社の銀行口座へ購入代金を振り込む方法。入金が確認されたのち、順次商品

が配送される。 

 

5-4．分割払い 

 

東方購物が提供する分割払いサービスでは、既にクレジットカードを持っていること

が利用の必須条件となっている。電話でオペレーターにカード番号を伝えるなどの手続

きを行うケースと、手続きに企業への申込書の郵送が必要なケースがある。  

 

5-5．ポイント払い 

 

テレビ通販会社が独自に発行しているポイントを決済時に使用する方法。企業によっ

ては、商品価格の 1～3%をポイントとして還元している。顧客は次回の買い物からポイ
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ントを使って決済できる（1 ポイント＝1 元、など）。 

 

 

図 13 テレビショッピング決済の基本フロー 

「東方購物（東方 CJ）」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東方 CJ&東方購物の HP を参照し作成 

 

上述(1)～(5)のほか、返品発生時に返金手続きをせずに商品代金を「プール」していた顧

客に対し、当該「プール金」から購入代金を引落とすサービスを提供する企業もある。地

上デジタル放送への完全移行が 2015 年に迫る現在、下記に紹介するデジタル放送ネットワ

ークを使った決済方法にも注目が集まっている。 

 

5-6．ホームペイ（家付通） 

 

中国銀聯（China Unionpay）と青島市広播電視局が 2007 年に共同で開発した決済システ

ム。デジタル放送ネットワークを利用して、デジタルテレビの画面上に表示された各種決

済サービスをリモコン操作で選択し、リモコン裏側のカードリーダーに手持ちの銀聯カー

ドを通すしくみになっている。 

自宅でテレビを鑑賞しながらリモコン操作でホームショッピングが楽しめるとして注目

が集まるサービスだが、一方で、既にアリペイなどのオンライン決済サービス会社や商業
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銀行が同様にショッピングや光熱費等の支払い、銀行業務（口座残高の参照、振込など）

サービスを提供してオンライン決済市場におけるシェアを広げており、爆発的な普及には

至っていないのが現状である。 

しかし、中国では 2015 年に地上デジタル放送の完全移行を計画しており、デジタルテレ

ビの普及に伴い、今後利用者が増加していく可能性はあると見込まれている。 

 

図 14 ホームペイの操作画面とカードリーダー付きリモコン 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.lmtw.com/shipin/jscpyw/201001/197.html 

 

http://www.lmtw.com/shipin/jscpyw/201001/197.html
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6．テレビ通販チャンネル「東方購物」で実際に商品を買ってみた 

 

今回、初めて中国でテレビ通販を利用してみた。以下はそのレポートである。 

 

 

 

11 月某日。まずは、番組 HP で番組表を事前にチェック。 

ここでは気になる商品の情報や放送時間、付加商品の有無な

どが確認できる。この日午前 6 時から翌日午前 6 時までに放

送される番組は全 47 番組。最安商品は 178 元のヨーグルト

セット。最高額は 43 万 3,000 元のボルボ（限定 20 台。当日

は 45 分間で 18 台の予約が入った）だった。 

 

今回は、午後 8 時 30 分放送開始のヨーグルトセット（178

元）を購入する。放送時間は 30 分間。人気ヨーグルトが手

頃な値段で手に入るとあって放送開始 6 分間で早くも 45 名

が購入。自分もあわてて電話する。オペレーターにつながる。

初回購入時には会員登録が必要で、現住所、身分証（外国人

はパスポート）番号、自宅＆携帯電話番号を伝える。今回は

会社への配送を指定したので、会社住所（上海市）も伝える。 

オペレ－ターとのやり取りの間にもヨーグルトは売れ続

け、注文者数は 945 人に。支払い方法は着払いを指定。配送

は放送後 3～4 日以内で配送日の変更も可能。オペレーター

から返品についての説明を受ける（商品到着後に商品を確

認、問題商品はその場で返品可。3 日以内の返品可）。最後

にオペレーターが注文内容と会員情報を確認して注文終了。 

今回は、同社のテレビ通販利用は初めてだったため、会員

登録に関するオペレーターとのやり取りに時間がかかった

が、5 分程度で注文を終えることができた。 

次回からは、商品名と番号、支払い方法の確認さえすれば

注文完了だという。 

その後、商品到着を 4 日間待つ。 
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出典：画像は普千（上海）商務諮詢有限公司が撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品到着の当日、配送会社から配送日時の再確認について

携帯電話に連絡が入る。日時に変更がない旨を伝え、配送を

待つ。 

数時間後、会社の受付まで届けてくれた。配送会社はヤマ

ト運輸だった。代金を支払い、その場で商品を確認。 

領収書は箱の上部に貼り付けてあった。 

荷物はちゃんとクール便（冷蔵保存）で送られていた。 

中国ではとても人気があるヨーグルトブランドのようで、

社内で配布すると職員が「これ美味しいよね」「テンション

が上がります」と言って非常に喜んでいた。 

初めて中国のテレビ通販を利用した感想は「簡単、安心、

お得」。注文は数分で完了するし、冷蔵保存されていて品質

にも問題なし。価格は通常、市場価格より高いケースは殆ど

なく、加えて付加商品（今回はヨーグルトがプラス 6 個）も

充実かつ実用的なものなので嬉しい。今では何かお得な商品

はないかと、ついついテレビ通販チャンネルを回すことが増

えてしまった。 
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7．番組とサプライヤーの取引、流通に関する分析 

 

7-1．番組とサプライヤーの取引 

 

テレビ通販会社の増加に伴い、他社との差別化を図るべくテレビ通販会社によるサプラ

イヤーの獲得競争が加速している。商品のカテゴリー別に担当部署を設ける快楽購では、

2010 年末までにサプライヤーの数をさらに 265 社増やし、約 1700 社にすると計画している。

2008 年に貴州電視台が設立し、全国放送のライセンスを持つ「家有購物」（Jiayou Home 

Shopping）のように、サプライヤー向けの新たなサービスを展開するテレビ通販会社も登場

している。 

 

図 15 家有購物サプライヤー向けサービスの一例 

・ テレビやネット、カタログ等を通じてプロモーション活動を展開。番組の企画・制作、

コールセンター、顧客サービス、物流配送などのサービスも提供 

・ 新商品の開発に協力し、データ分析や販売計画、プロモーション等をサポート 

・ 新商品開発資金を一部負担するほか、共同開発、リスク共有を図る 

出典：http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201006/14/t20100614_20413922.shtml 

 

7-2．サプライヤー契約締結までの流れ（テレビ通販チャンネルの場合） 

 

設立母体のテレビ局名や放送カバーエリア等の調査した後、提携を望むテレビ通販会社

が見つかったら、次はサプライヤー契約の申請を行う。 

快楽購では下図の手順を経て、サプライヤー契約を締結している。 

 

図 16 快楽網のサプライヤー契約締結までのフロー 

 

 

 

 

 

 

出典：http://zt.happigo.com/sc/s/hbp/ 

 

まず、インターネット上でサプライヤー登録を行い、申請に必要な資料を郵送すると数

日で審査結果の通知が届く。販売したい商品のサンプルを快楽購側へ提出し、中国の関係

法令に抵触していないか、品質や安全面等の審査を受け、問題がなければ正式契約となる。 

ネット上で
サプライヤー

登録

　ネット上で
　申込表に

記入

　協議書を
　　印刷し、
　　社印を
　　捺印

　協議書等
　必要書類を
　　快楽購へ
　　郵送

　3営業日で
　　審査結果
　　通知。
　商品審査

　審査に合格
　　サプライ
　　ヤー
　　契約締結

サプライヤー契約締結までの流れ～快楽購の場合～

http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201006/14/t20100614_20413922.shtml
http://zt.happigo.com/sc/s/hbp/
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日本のサプライヤーと提携する場合には下図のように商社を窓口に置くテレビ通販会

社もある。 

 

図 17 サプライヤー契約と流通の流れ 

―大手テレビ通販会社 A 社の場合― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：テレビ通販会社への取材をもとに作成 

 

テレビ通販会社では通常、自社の管理システムを構築し、顧客情報、注文、物流、アフ

ターサービス（苦情や返品対応等）を管理している。サプライヤーによる発送や苦情への

対応状況もシステムで分かるので、発送の遅滞や苦情件数が一定数に達した場合には、ま

ずテレビ番組での放送が中止になる。その後、ネット通販とカタログ通販でも苦情が一定

数に達したら、サプライヤーとの契約を終了する企業もある。商品の売上が事前の販売目

標の 30%を下回ったら販売を中止する、という会社もある。 

 

7-3．テレビ通販広告の場合 

 

テレビ通販広告は前述のとおり、2009 年 9 月に公布された「テレビ通販広告とテレビ組

管理の強化に関する通知」の中で正式に「広告物」として管理されることになっている。

そのため、テレビ通販広告を放送する場合には、原則下記の流れとなる。 

ネット

TV

カタ

ログ

消

費

者

サプライヤー

商

社

配送
会社

国際貿易ライセンスを持つ
商社を通じてサプライヤー
契約を結ぶ。
商社は内資、合弁会社問わない。

商社が日本のサプライヤーと
A社の窓口を務める

サプライヤー契約
制作費、放送・掲載費
品質保証金
キックバック等が必要

①注文

②配送等指示

③配送等対応

④配送指示
⑤配送

売上代金は翌々
月と翌翌々月の
2回に分けて支
払われる。

サプライヤー契
約を締結後、販
売商品等の検
査、審査のほ
か、番組の制作
方法、アフター
サービス、卸価
格と販売価格な
どについて協議
する。アフターサービスを提供。

適時に対応できず、A社や関係当
局、マスコミ等に苦情が寄せられ
た場合相応の罰金をA社に支払う。

テレビ通販会社
A社
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図 18 テレビ広告システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上海電視台 HP などを参照し作成 

http://www.smg.cn/asp/advupload/%E6%98%9F%E5%B0%9A%E9%A2%91%E9%81%93%E4%B

B%B7%E7%9B%AE.jpg 

 

 

7-4．流通について 

テレビ通販会社による倉庫管理と配送については、以下のとおり。 

 

7-4-1．倉庫 

① 自社の倉庫を持つ 

番組放送エリアに倉庫を建設し、サプライヤーから輸送されてきた商品を保管する。 

 

② 第三者物流会社の倉庫に置く 

自社倉庫がないエリアではエリア内の物流会社と提携し、サプライヤーから輸送されて

きた商品を保管する。 

 

7-4-2．配送 

① 自社の配送スタッフを持つ 

自社で配送部隊を持つ。人材の育成などにも力を入れている。 

 

② サプライヤーが直接配送会社へ送る 

大型商品の場合には、テレビ通販会社の倉庫ではなく、サプライヤーが配送会社へ直接

配送する。 

 

サプライヤー 広告代理店 テレビ局

広告代理店を指定する
テレビ局もある 単位：RMB

放送位置を指定した場合には、上記価格から
プラス15%-20%などの規定を設けている

上海電視台星尚チャンネル広告料金(2011)

http://www.smg.cn/asp/advupload/%E6%98%9F%E5%B0%9A%E9%A2%91%E9%81%93%E4%BB%B7%E7%9B%AE.jpg
http://www.smg.cn/asp/advupload/%E6%98%9F%E5%B0%9A%E9%A2%91%E9%81%93%E4%BB%B7%E7%9B%AE.jpg
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③ 第三者配送会社と契約する 

各地 EMS や、上海大衆佐川急便や雅瑪多運輸（ヤマト運輸）などの配送会社と契約する。 

 

東方 CJ では、放送エリアの上海と甘粛省に自社倉庫を設け、サプライヤーから輸送され

てきた商品を、一旦自社倉庫で保管している。同社では自社の配送部隊は持たず、上海大

衆佐川急便や雅瑪多運輸に委託している。 
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沿海部
一人当たり

GRP 内陸部
一人当たり

GRP

1 上海市 78,989 内モンゴル自治区 40,282
2 天津市 62,574 重慶市 22,920
3 江蘇省 44,744 陝西省 21,688
4 浙江省 44,641 新疆ウイグル自治区 19,942
5 広東省 41,166 青海 19,454

8．内陸部と沿海部の部分 

 

8-1．通販の差異および内陸部市場と沿海部市場 

 

近年、中国でテレビ、インターネット、ラジオ、カタログ等の種類を問わず、通販市場

が大幅に拡大しているのは前述のとおりである。通販市場は今後も一定の期間にわたって

成長基調にあると予想されるため、通販での物販は従来の流通チャネルに加える形で新し

い販売方法として検討する余地は十分にあると考えられる。 

 

しかし、一口に通販と言っても、その種類によってさまざまな特徴や違いがあり、販売

ターゲット、所得レベル、地域等によって適切な基準は異なる。 

 

ここまでの分析から、特にテレビ通販とインターネット通販（いわゆる EC）には際だっ

た違いが見られるため、今章では内陸部と沿海部、さらに通販の種類という点から分析を

行う。 

 

8-2．内陸部消費者と沿海部消費者に違いはあるか 

 

中国では沿海部と内陸部で所得差が拡大していると言われているが、こうした状況は通

販における消費者のテレビ通販における消費行動においても顕著な違いを生み出している

のであろうか。 

 

図 19 沿海部と内陸部の 2009 年一人あたり域内総生産（GRP）トップ 5 

 

 

 

 

 

出典：「中国統計年鑑」（2010）を参照し作成 
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図 20 沿海部と内陸部における都市部住民世帯 1 人当たり平均年間消費支出の比較 

0.000

5000.000

10000.000

15000.000

20000.000

沿海部 内陸部
 

出典：「中国統計年鑑」（2010）を参照し作成。「各省市自治区の都市部住民世帯 1 人当た

りの平均年間消費支出」を省・市・自治区数で割り試算。沿海部には、天津市、

遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、広東省を含む。 

内陸部には、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛

省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区、広西チ

ワン族自治区を含む 

 

 

図 21 内陸部のテレビ通販会社の人気商品トップ 5 

綜合トップ5 価格
(RMB)

綜合トップ5 価格
(RMB) 生活用品トップ5

価格
(RMB)

1 豆乳製造器 399 Gパン 198 フライパン 298
2 鍋 288 豆乳製造器 399 フライパン 999
3 基礎化粧品 388 包丁 298 モップ 298
4 圧縮袋 298 スチームアイロン 296 密閉容器 298
5 フライパン 999 マッサージ器 298 フードプロセッサー 198

空星購物・四川 楽家購物・陝西 時尚購物・重慶
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図 22 沿海部のテレビ通販会社の人気商品トップ 5 

綜合トップ5
価格

(RMB) 綜合トップ5
価格

(RMB) 綜合トップ5
価格

(RMB)

1 デジタルカメラ 1,010 鍋 298 ファンデーション 199
2 パネルヒーター 398 鍋 999 健康食品 288
3 フードプロセッサー 299 エクササイズ器具 298 スチームアイロン 298
4 液晶テレビ 2,999 鍋 988 DVD 358
5 ヨーグルト 178 コート 298包丁・鍋・フライパンセット 298

東方購物・上海 好享購・江蘇 好易購・浙江

 

出典：各社ウェブサイトを参照し作成 

 

内陸部のテレビ通販における売れ筋製品をまとめると以上のようになる。ランクインし

ている製品は、沿海部のテレビ通販番組同様に、「豆乳製造器」、「圧縮袋」、「フライパン」、

「スチームアイロン」といった生活密着型の製品が中心となっている。 

 

8-3. テレビ通販とインターネット通販の違い 

 

前章のランキングの比較や分析から、沿海部と内陸部でテレビ通販の消費行動には顕著

な相違点は存在しないことがわかった。 

 

これは、ある意味では当然の結果と言える。例えば淘宝をはじめとするインターネット

通販の場合、ネット上のウェブサイトという特性上、商品は無限に陳列することが可能で

あり、取扱商品数は膨大となる。消費者はその膨大な数の商品の中から選択、購入するた

め、結果として売れ筋商品のランキングは人気が分散する傾向にあり、地区（例えば沿海

部と内陸部）ごとで特徴が異なる可能性が非常に高い。 

 

一方、テレビ通販では、テレビ番組の時間的な制限があることや、番組側が売れ筋商品

を厳選するため、結果として番組で紹介される商品が固定される。さらに、前述のランキ

ングで見たように、家庭用の便利な生活用品が人気商品となる傾向があるテレビ通販の場

合、沿海部、内陸部を問わず消費の中心は家族消費であり、個人消費が中心であるインタ

ーネット通販とは異なり流動性や多様性が尐ない。結果、どの地域の売れ筋商品ランキン

グにおいてもそれほど大きな違いは見られないことになる。 

 

 つまり、実店舗では実現不可能な圧倒的な数の商品をウェブサイト上に陳列し、さまざ

まな属性の異なる個人消費者に多種多様な製品を売るのがインターネット通販の特徴であ

るのに対し、厳選された、売れる可能性の高い、特定の製品を、ある程度固定された「家

族消費」というターゲットに対して売るのがテレビ通販の特徴と言える。 
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 とすれば、仮に内陸部と沿海部で個人所得の格差があり、個人の購買可能金額に大きな

差があったとしても、家族消費の場合の購買可能金額には個人消費ほどの大きな差がある

ことは考えられないため、テレビ通販のターゲットが家族消費であることを前提にすると、

内陸部と沿海部のテレビ通販の消費能力には大きな差がないことがうかがえる。 

 

8-4．内陸部と沿海部のメリット、デメリット 

 

 テレビ通販の仕組みの関係上、売れ筋商品に大きな違いが見られないとしても、内陸部

と沿海部では地理的条件の違いによってメリット、デメリットは当然存在する。まとめる

と以下のようになる。 

 

8-4-1．内陸部 

    

◎ メリット：家族消費が多く販売単価が大きい 

       情報収集チャネルに限りがあるため、宣伝効率が良い 

▲ デメリット：流通、物流の管理が難しい 

             マーケット理解に多大な労力を必要とする 

 

8-4-2．沿海部 

 

◎ メリット：通販に対して不信感が尐ない 

       流通、物流網、情報発信網が豊富 

▲ デメリット：競争が激しい 

        購買力はあるが、EC や実店舗等との競争もあり販売単価が 

低くなりがち 

 

以上のように、テレビ通販の活用にあたっては地域差が存在するものの、多くは、主に

インフラの整備に起因することがわかる。ランキングを見渡しても、内陸部と沿海部で明

らかに売れ筋が違うことはない。すなわち、企業は、自社の製品を内陸部と沿海部のどち

らで売るのかを検討する際に、地域ごとに多様なカスタマイズを施した複数の製品を準備

する必要性が低い。例えば自社の看板商品が一点のみの場合でも、その商品を中国に持ち

込む場合、販売地域を考慮しさえすればいいことになる。豊富な品揃えを必要とされるイ

ンターネット通販とは、この点が大きく異なる。 
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9．人気テレビ通販番組 

 

9-1．【全国放送ライセンス】東方購物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイトアドレス: http://www.ocj.com.cn/ 

 

2003 年 8 月に上海文広新聞伝媒集団（SMG。現在の上海東方伝媒集団有限公司）と韓国の

大手通販会社「韓国 CJ」によって設立された。2004 年 4 月から上海電視台のドラマチャン

ネルで通販番組「東方 CJ 家庭購物」の放送をスタート。2009 年には南京広播電視集団と共

同で出資して南京にテレビ通販会社「江蘇東方電視購物有限公司」を設立し、放送エリア

を拡大している。2010 年 10 月現在、上海電視台、南京のほか、杭州、昆明、甘粛でも視聴

が可能である。 

 

図 23 東方購物の番組が視聴できるテレビ局と放送時間 

 

テレビ局名 チャンネル名 放送時間 

上海電視台 東方購物 24H 

南京電視台 信息 23H 

杭州電視台 生活 07:30～12:30 

http://www.ocj.com.cn/
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昆明電視台 経済 21:00～02:00 

甘粛電視台 経済 
14:00～18:00 

20:00～24:00 

出典：http://www.ocj.com.cn/etv/etv_guide.jsp?nav=4 

 

2010 年 4 月、全国で初めてテレビ通販番組のアナログ 24 時間放送のライセンスを取得した。

チャンネル開局日の 4 月 1 日には、目玉商品として平均 300 万元の別荘を出品して話題に

なった。同社によると、衣類、ネックレス、寝具、キッチン用品、小型家電などが人気商

品だという。2009 年の売上額は 28 億元を突破、2010 年上半期では既に前年同期比 77%増

の 22億元を売り上げている。当社では2010年度の売上高の目標を 50億元と設定している。

利用者の平均購入金額は 1,500 元／1 回で、放送を開始した 6 年前に比べると 3 倍増となっ

た。 

テレビ通販のほかに、ネット通販やカタログ通販、IPTV、WAP 事業にも力を入れており、

ネット通販では 2009 年、5 億元を売り上げている。 

 

 

9-2．【地方放送ライセンス】好享購物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイトアドレス：http://www.jsbcmall.com/ 

 

http://www.ocj.com.cn/etv/etv_guide.jsp?nav=4
http://www.jsbcmall.com/
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江蘇省広播電視台が 5,000 万元を出資、設立し、2008 年 12 月 31 日に開始した。 

テレビ通販、ネット通販、カタログ通販、モバイル通販事業に参入している。2010 年 3 月

には 24 時間放送のライセンスを取得し、現在 3 つのチャンネルで放送しており、江蘇省全

域をカバーしている。 

カタログの発行部数は 15 万部／月、『南京日報』等の新聞にも通販広告を掲載している。

会員数は 75～80 万人、2010 年の総売上額は 15 億元を超えると予測している。 

取扱商品は、キッチン用品、小型家電、衣類、寝具、化粧品、デジタル家電、旅行保険な

ど。他社との差別化を図るべく、サプライヤーに対するサポートサービスの強化に力を注

いでいる。 

 

9-3．【テレビ＋ウェブ＋カタログ連動型】快楽購 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイトアドレス: http://www.happigo.com 

 

湖南省のメディアグループ湖南広播影視集団が出資して設立された。2010 年 3 月には、ベ

ンチャーキャピタルなどから中国テレビ通販業界では最高額となる 3.3 億元の資金を調達

するなど、株式上場を見据えた動きを見せている。 

 テレビ通販の放送は 2006 年 3 月に始まった。広電総局から全国放送のライセンスを受け、

現在までに湖南省や広東省、北京市など 64 のエリア、4,000 万世帯で視聴が可能となって

いる。2010 年 7 月には新たにチャンネル数を増やし、湖南省に特化したテレビ通販番組の

放送も開始した。 

 

http://www.happigo.com/
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2007 年には数億件程度だった売上高は、2009 年には 19 億元を突破、2010 年 3 月末までの

売上高は 60 億元に達している。同社では、テレビ＋ネット＋カタログの「三位一体型」モ

デルに力を注いでおり、各媒体で好成績を残している。 

 

図 24 快楽購の販売チャネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：快楽購 HP を参照し作成 

 

「三位一体型」モデルを採用するテレビ通販会社の番組では、テレビ画面にネットショッ

プのアドレスをテロップで表示し、司会者が口頭でアクセスを誘導している。ネットショ

ップにアクセスすると、現在放送中の動画が配信されている（数分遅れのところもある）

ほか、過去の放送 VTR がリスト化され再視聴も可能である。ネットショップではカタログ

への誘導も行っている。カタログには冊子体と電子版があり、掲載されている商品の商品

番号をコールセンターへ電話して注文する。現在のところ、ショッピングカードとの連動

機能はない。 

快楽購ではモバイル通販サービスも展開しているほか、2010 年内に実店舗の出店も視野に

入れている。 

 

カタログ通販
モバイル通販、ラジオ

生放送

過去の放送リスト

ネット通販
テレビ通販

ネット通販画面
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9-4．【テレビ通販広告会社】橡果国際 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: http://www.chinadrtv.com/ 

 

1998 年創立、2004 年からはネット通販事業にも参入している。商品の調達からテレビ通販

広告の制作、物流配送までを自社で担っているほか、自社商品の開発にも意欲的である。

これまでに発売した自社開発商品のうち、脊椎矯正バンドの「背背佳」や電子辞書の「好

記星」などはシリーズ化されるなどスマッシュヒットを飛ばしている。 

自社商品以外にも、カーナビや化粧品会社と提携し、テレビ通販広告を放送している。 

 

http://www.chinadrtv.com/
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図 25 橡果国際で人気の商品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.chinadrtv.com/softto_new/ 

   http://www.chinadrtv.com/cobor/ 

 

2007 年には中国のテレビ通販会社では初めて米国ニューヨーク証券取引所に株式上場し

た。しかし、上場の前後から、東方 CJ や快楽購を代表とする「広電系」テレビ通販会社の

台頭などにより、トレンドは通販広告から通販番組へとシフト、商品売上の低迷等が響き、

2008 年は約 2600 万ドルの純損益を計上している。2009 年度は売上高 19 億元とトップ 3 の

座を守ったものの、年々高騰するテレビ広告費などの影響から、今後はネット通販事業を

強化する方針だ。 

 

国民的スターのジェット・リーを 

イメージキャラクターに起用した育毛剤 

テレビ通販チャンネル「快楽購」でも売上ラ

ンキング上位の目元パック 

http://www.chinadrtv.com/softto_new/
http://www.chinadrtv.com/cobor/
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10．人気商品の紹介 

 

10-1．テレビ通販広告の場合 

 

テレビ通販広告では携帯電話や健康器具などの商品が多く販売されているが、「ちょっと

怪しい感じ」のものが多く、テレビや新聞、ネットの掲示板では宣伝内容と実際の使用感

が大きく異なる等の消費者トラブルがニュースで度々取り上げられている。 

サプライヤーにとっては、上述の橡果国際のような大手テレビ通販広告会社と代理販売

契約等を締結することで、これまで売上が伸び悩んでいた商品が爆発的人気となり、大型

スーパーでの取り扱いが増加する等の利点がある。 

 

図 26 テレビ通販広告例 

携帯電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.tudou.com/programs/view/RSJys0YS4Pc/ 

http://www.tudou.com/programs/view/Fkw0yoEYU0Q/ 

http://www.tudou.com/programs/view/DJHjviQ8Q2M/isRenhe=1 

http://v.ku6.com/show/Vb41DXjGn3VcHt5.html 

http://www.tudou.com/programs/view/GtWKQsLf2IU/ 

http://v.youku.com/v_show/id_XODE0ODQ2NzY=.html 

 

腕時計型携帯電話 iPhoneそっくりの star phone 

 

純金の携帯電話 

 

MBA選手がイメージキャラクターを

務めるカーナビ 

耳のツボを押す 

ダイエット器具 

黄金のネックレス 

http://www.tudou.com/programs/view/RSJys0YS4Pc/
http://www.tudou.com/programs/view/Fkw0yoEYU0Q/
http://www.tudou.com/programs/view/DJHjviQ8Q2M/isRenhe=1
http://v.ku6.com/show/Vb41DXjGn3VcHt5.html
http://www.tudou.com/programs/view/GtWKQsLf2IU/
http://v.youku.com/v_show/id_XODE0ODQ2NzY=.html
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10-2．テレビ通販チャンネルおよび専門番組の場合 

 

中国のテレビ通販チャンネルおよび専門番組で売れる商品の特徴には、中国の国情を反

映したものが多い。 

 

10-2-1．人気商品 

 

（1）豆乳製造器 

 

下記ランキングで取り上げたすべてのテレビ通販チャンネルのセールスランキングに入

っている豆乳製造器は、2009 年度の販売台数は 2,186 万台、売上高は 84 億元にのぼったと

中国国内メディアは伝えている。これは 2008 年の「汚染粉ミルク事件」の影響が大きい。 

汚染粉ミルク事件とは、メラミンで汚染された粉ミルクを飲んだ乳幼児らが死亡した事

件で、全国で多く被害者が出た。その後の調査で、乳製品メーカー22 社の製品からもメラ

ミンが検出されたことが明らかになった結果、牛乳の代価品として豆乳を飲用する消費者

が続出した。これにより、豆乳製造器へのニーズも急激に高まることとなり、現在では大

手テレビ通販会社、ネット通販会社の取り扱いはもとより、カルフール等の大型スーパー

マーケットでも、豆乳製造器の販売イベントを開催しており、豆乳製造器を買い物カート

に入れている買い物客を常に 1 人、2 人は見かける。 

 

（2）足湯マッサージ器 

 

足湯マッサージ器は、「冷えは万病の元」とされる東洋医学の教えが伝わる中国では、「毎

日お風呂に入らないから」という理由によらず、健康維持法として足を温める習慣がある。

そのため、足湯マッサージ器は季節を問わず中国人に人気が高い商品だ。両親や高齢者へ

の贈り物としても喜ばれる品物で、300～500 元ほどの価格のものが主流である。 
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（3）主要テレビ通販チャンネルの人気商品ランキング 

 

図 27 主要テレビ通販チャンネルの人気商品ランキング 

綜合
価格

(RMB)
生活家電

価格
(RMB)

生活用品
価格

(RMB)
ファッション

価格
(RMB)

1 豆乳製造器 559 豆乳製造器 559 圧縮袋 199 下着 299
2 圧縮袋 199 ホットプレート 299 シーツ 598 下着 328

優 3 シーツ 598 豆乳製造器 399 洗剤 258 下着 298
購 4 足つぼマッサージ器 799 豆乳製造器 299 モップ 298 下着 298
網 5 洗剤 258 電気ヒーター 398 圧縮袋 198 矯正下着 298
・ 6 モップ 298 クッキングヒーター 378 フライパン 199 矯正下着 298
北 7 ホットプレート 299 スチームアイロン 399 フードプロセッサー 199 下着 298
京 8 ビデオカメラ 999 掃除機 558 フライパン 999 下着 298

9 ネックレス 298 ホットプレート 199 フライパン 999 矯正下着 398
10 ブレスレット 29800 ジューサー 238 シーツ 399 ババシャツ 298
1 デスクトップPC 4,799 1.スチームアイロン 398 収納ボックス 398 ババシャツ 298
2 デジタルカメラ 990 2.スチームアイロン 598フローリングワックス 298 ババシャツ 298

東 3 スマートフォン 1,599 3.掃除機 999 椅子 598 下着 368
方 4 スチームアイロン 398 4.冷蔵庫 1,999 洗剤 298 下着 328
購 5 ジューサー 398 5.スチームアイロン 498 収納ボックス 298 ババシャツ（男性） 398
物 6 液晶テレビ 2,999 1.ジューサー 398 収納ボックス 298 ババシャツ 398
・ 7 マッサージ器 398 2.炊飯器 399 物干し 298 ブーツ 299
上 8 健康食品 298 3.ホットプレート 1,499 収納ボックス 398 ブーツ 269
海 9 フライパン 398 4.電子レンジ 699 ハンガー 298 ババシャツ 298

10 収納ボックス 398 5.電子レンジ 699 浴室吸盤 298 下着 328
1 スチームアイロン 399 スチームアイロン 399 収納ボックス 398 ババシャツ 199
2 足湯マッサージ器 398 足湯マッサージ器 398 折りたたみ傘 28 ネックレス 38

快 3 BBクリーム 298 携帯電話 799 圧縮袋 129 ババシャツ 268
楽 4 収納ボックス 398 スチームアイロン 299 ハンガー 298 紳士靴 458
購 5 基礎化粧品 368 ノートPC 3,999 圧縮袋 99 コート 338
・ 6 BBクリーム 288 電子レンジ 698 布団 998 ブーツ 598
湖 7 携帯電話 799 ゆで卵器 59 枕 398 下着 368
南 8 ババシャツ 199 携帯電話 1,480 洋服掛け 199 ババシャツ 298

9 折りたたみ傘 28 小型洗濯機 318 密閉容器 38 レギンス 288
10 脂肪燃焼ドリンク 358 電動シェーバー 79 物干し 99 セーター 398
1 スチームアイロン 298 真珠ネックレス等 398

家 2 モップ 298 紳士靴 368
有 3 マッサージ器 298 シーツ 498
購 4 スチームヒーター 398 シーツ 398
物 5 モップ 298 紳士靴 368
・ 6 収納ボックス 298 シーツ 298
貴 7 収納ボックス 298 靴 298
州 8 スチームアイロン 498 カバン 398

1 スチームアイロン 498 フライパン 298 紳士靴 498
2 豆乳製造器 399 フライパン 999 カバン 298

時 3 ミキサー等セット 299 モップ 298 レギンス 238
尚 4 豆乳製造器 399 密閉容器 298 下着 298
購 5 豆乳製造器 399 圧縮袋 298 ネックレス 998
・ 6 小型洗濯機 298 フードプロセッサー 198 カバン 298
重 7 スチームアイロン 398 シーツ 298 下着 298
慶 8 小型洗濯機 338 ベッド 388 紳士靴 298

9 スチームアイロン 298 シーツ 298 コート 298
10 圧力鍋 398 モップ 298 カバン 298  

出典：2010 年 11 月 9 日現在、各社 HP 上で公開されたランキングをもとに作成 

家有購物は、生活家電の中に生活用品を含む 

快楽購は週間ランキングを参照した 

東方購物の「生活家電」は生活家電とキッチン家電のトップ 5 をそれぞれ参照した 
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生活用品トップ10 価格（元） 平均単価（元）

カイロ 0.85
魔法瓶（サーモ） 52
湯たんぽ 16.8
茶器 48

ソファー（一人用） 199
あったかスリッパ 15.5

シーツ 495
シーツ 139

貼るカイロ 0.85
抱き枕 11.5
ラック 89
レンジ台 88.1
パソコン台 44
収納棚 119
洋服掛け 99
耳栓 29.9

洋服掛け 59
収納棚 89
掛け布団 69
ラック 79
圧縮袋 26.9

収納ボックス 398
電気毛布 368
羽毛布団 1,380

折りたたみ傘 28
ブランケット 49.9
密閉容器 258
圧縮袋 129

コーナーガード 29.9
モップ 298

97.85

76.50

296.57

淘
宝
網

【C2C】

卓
越
網

【B2C】

快
楽
購
【TV】

10-2-2．ネット通販売れ筋商品との違い  

 

上記のランキングで見たとおり、中国のテレビ通販チャンネル・番組における売れ筋商

品は、豆乳製造器や足湯マッサージ器のほかにもスチームアイロンやモップ、圧縮袋、フ

ライパン、収納ボックスなどの生活密着型商品が多い。一方、ネット通販では、パソコン

や衣類など自分のためだけ使用する商品を購入する傾向にある。 

 

図 28 テレビ通販とネット通販での購買層、売れる商品の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29 テレビ通販とネット通販で売れている商品と平均単価の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  テレビ通販 ネット通販 

購買層 
既婚者 

消費能力がある 20～40 代 

単身者 

10-30 代の学生、会社員 

売れる 

商品 

生活密着型 

家族のために使える商品 

品質の良い商品 

ミドル－ハイエンド商品 

自己投資型 

用途やスペックが明確な商品 

定番商品 

価格が手頃な商品 
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出典：各社 HP を参照して作成 

淘宝網のランキングサイトでは、ジャンルごとにランク付けされているため、生活用品トップ 10 にランク

インした各ジャンルの中で一番売れている商品の価格を参照した 

快楽購はデイリーランキングを参照した 

図 30 商品紹介アプローチの違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【テレビ通販】 【ネット通販】 【ネット通販】 

フードプロセッサー スチームアイロン 

【テレビ通販】 
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出典：http://www.17ugo.com/goods-991.html 

http://item.taobao.com/item.htm?id=5676708479 

http://www.17ugo.com/goods-5300.html 

http://www.360buy.com/product/199899.html 
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11．人気商品の展開事例 

 

11-1．超高額商品 

 

テレビ通販に対する消費者の信用、信頼度は低いにもかかわらず、中国のテレビ通販チ

ャンネルでは 20 万元以上するダイヤモンドや数十万元の高級車、さらには 300 万元の不動

産といった超高額商品が販売され、サプライヤー自身も驚くほど売れている。 

2009 年 4 月に東方購物が初めて BMW1 シリーズを販売したところ、放送 45 分間で 19 台

の予約が入り、大変な話題となった。これがきっかけとなり、別のテレビチャンネルでも

ボルボやアウディ等の高級車が販売されるようになった。自動車会社と合弁会社を設立し、

定期的に高級車の販売を行うテレビ通販チャンネルも現れた。 

通常のテレビ通販では、価格が市場の半額などお得感がある商品が人気だが、超高額商

品では、市場価格とさほど変わりはないが、ローン利子の 50%免除や、現金のキャッシュ

バック等、付加商品も高額なのが特徴だ。他社に先駆けて超高額商品を相次ぎ投入してい

る東方購物は 2010 年 4 月 1 日、中国のテレビ通販史上初となる不動産を販売した。300 万

元するタウンハウスに放送開始から問い合わせや注文の電話が相次ぎ、最終的には注文件

数は 47 件、受注総額 1.4 億元を記録した。 

 

図 31 東方購物がタウンハウスを出品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://v.ku6.com/show/40A66VYOojIKasEj.html 

 

当日の別の時間帯では 1 台 92 万元の BMW・7 シリーズ等が 100 台以上売れており、同

チャンネルの当日の総売上高（受注額を含む）は 2.4 億元と、同社の 1 日の売上高の記録を

更新した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 300 万元のタウンハウスを販売。中国のテレビショッピングで不動産が販売されるのは初めて。番

組が用意した 20 軒を大幅に上回る 47 軒が売れた。購入者には、物件の管理費や購入手続きに係る諸

費用など約 20 万元相当の付加商品が贈られた。 

http://v.ku6.com/show/40A66VYOojIKasEj.html
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図 32 東方購物が BMW を出品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://v.ku6.com/show/40A66VYOojIKasEj.html 

 

消費者にとって、TV画面やニュースを通じて高額商品が飛ぶように売れる様子を目にし、

その後トラブルなども起こっていない事実が、「このテレビ通販チャンネルが紹介する商品

は大丈夫だ、信用できる」といった安心感につながっている。テレビ通販チャンネル側に

とっては、高級車販売の純利益は 1%にも満たない程度というが利益よりもチャンネルの宣

伝やブランディングの一種と考え、超高額商品を販売しているようだ。 

 

図 33 消費者のテレビ通販番組に対する信用・信頼感情の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-2．密閉容器の「楽扣楽扣」（ロック&ロック） 

韓国ロック&ロック社の密閉容器は、4 面ロック方式で完全密封できることから日本や米国

でも人気が高い。中国の主要テレビ通販チャンネルでは大小さまざまな密閉容器を 10 個前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツの高級車 BMW の 1、3、5、7 シリーズを販売。合計 125 台、約 4,860 万元を売り上げた。約

92 万元の BMW730Li は頭金が約 46 万元、付加商品にはローンの利子 50%が無料になるほか、Apple

のノートパソコンなどが贈られた。 

http://v.ku6.com/show/40A66VYOojIKasEj.html
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後詰め合わせ、200 元から 400 元程度の価格で販売している。売上ランキングで常に上位に

おり人気が高い。 

 

図 34 「楽扣楽扣」（ロック&ロック）商品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.happigo.com/sixiangjiaju/shouna/shounagui/28608.html 

 

中国市場へは 2004 年 7 月に参入した。当時、テレビ通販での売上は 1 回の放送で 500 セ

ットほどだったが、現在では平均 1,300 セットを売り上げる。2009 年、中国における業績

は同社の海外市場全体（韓国は除く）の 40%を占める 3 億ドルを超えているという。 

同社が中国市場で成功を収めている要因には、便利で良質な製品だったことのほかに、

参入当時、中国には密閉容器の競合メーカーがほとんど存在しなかったこと、テレビ通販

を販売および商品の宣伝の場として活用し、テレビ通販で獲得できなかった消費者を実店

舗等で獲得していることにある。 

 

11-2-1．展開手法 

 

① 実店舗でのプロモーション 

消費者にとってテレビ通販に対する不信感が強かった参入当時、直営店やスーパーなど

で消費者が実際に商品を手に取ることができるようにと販売チャネルを増やすことで、テ

レビ通販で購入に至らなかった消費者を獲得した。現在までに、北京や広東、重慶など全

国各地に直営店をオープンさせているほか、ウォルマートやカルフールといった大型スー

パーマーケットでも販売されている。 

 

② 広告活動 

中国で韓国ドラマ「チャングム」ブームが巻き起こっていたときに、同ドラマに出演し

密閉容器12個セット
　　　価格：368元
　　　（市場価格：675.5元）
　　　付加商品：水筒等2個
　　　　　　　　　368ポイント

収納ボックス5個セット
　　価格398元
　　　（市場価格：735元）
　　　　付加商品：
　　　　子供用収納ボックス2個
　　　　　398ポイント

http://www.happigo.com/sixiangjiaju/shouna/shounagui/28608.html
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ていた女優をイメージキャラクターに起用したことも、商品の知名度向上と売上につなが

った。同社では毎年、広告費用に営業額の 15%近くを投じているという。 

 

③ 中国人の生活習慣にマッチした商品の開発・販売 

お茶をよく飲む習慣のある中国人の間で、お茶の葉用のフィルターがついた水筒が爆発

的人気となり、口コミで消費者のさらなる獲得へとつながった。 

 

図 35 人気商品の水筒 

 

 

 

 

 

 

出典：http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=2223399299 

 

④ 粗品として配布し、リピーターを獲得 

銀行や新聞販売店などが顧客への粗品として商品を配布するケースが増加した結果、現

在では同社売上の 30～40%を企業等による団体購入が占めるという。同社にとっては、無

料で手にした商品を気に入り、別の商品を買うリピーターの獲得へとつながった。 

 

図 36 「楽扣楽扣」（ロック&ロック）の販売チャネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶葉、ティー
パックを入れる

専用フィルター
をかぶせ、お湯
を注ぐ

しばらく待てば
OK

【淘宝商城】

【自社サイト】

大型スーパー
マーケット

【直営店】

リアル店舗販売

【CSR活動：工場見学】
【無料贈呈】

銀行や新聞販売店で
新規利用者へ

特典として配布

非販売活動

【テレビ通販】

無店舗販売

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=2223399299
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11-3．アンチエイジングパックの可貝尔（COBOR） 

 

 2002 年に発売されたコラーゲンを使ったアンチエイジングパック。広東省の珠海海獅龍

生物科技有限公司が開発、販売している商品で、顔用、目元用シートパックの人気が高い。 

販売当初は実店舗でのセールスが中心だったが、2007 年 9 月にテレビ通販広告会社の橡

果国際とパートナーシップを構築し、テレビ通販に参入した。現在は、中央テレビや省級

衛星テレビ 32 局で一日 26 時間ほど放送されている。テレビ通販チャンネルの快楽購もネ

ット通販で取り扱っており、売上ランキング上位につけるなど、人気の商品となっている。 

図 37 橡果国際のテレビ通販広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：

http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567Co

ntId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-6754792

52fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html 

 

図 38 快楽購月間売上ランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.happigo.com/top/month/ 

2008 年の売上高は 1.2 億元、2009 年の販売量は前年比 134%増加しており、2011 年

の海外株式市場上場を予定している。 

http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
http://www.happigo.com/top/month/
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11-3-1．展開手法 

当社は、大規模な広告費を投じて主要テレビ局で集中的にテレビ通販広告を放送し、売

上を伸ばしているが、2 で見た楽扣楽扣（ロック&ロック）のように、テレビ通販を販売チ

ャネルの一つとしながらも、製品宣伝のプラットフォームとしてとらえている。 

売上はテレビ通販と実店舗では 1:5 の割合、販売する消費も提供するアフターサービス等

も同じであるにもかかわらず、消費者はテレビやネットで商品の情報を得たあと、実店舗

での対面式販売を好む傾向にあるという。 

 

 

図 39 テレビ通販以外の販売チャネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：http://www.chinadrtv.com/cobor/ 

http://www.cobor.cn/ 

http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010

567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-

aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html 

ネット通販 

ファッション雑誌に 

広告出稿 

主要美容サイトに 

広告出稿 

屋内外イベント 

ト 

リアル店舗通販 

電話勧誘販売 

http://www.chinadrtv.com/cobor/
http://www.cobor.cn/
http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
http://756healthlong.make-200.shushang-z.cn/media/&FrontComContent_list01-1285424010567ContId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comContentId=bfb914a7-d8dd-4c91-aa38-675479252fdb&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1285424010567.html
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12．通販で売るために知っておくべきこと 

 

12-1．日本企業がテレビ通販で製品を売るために知っておくべきこと 

 

これまで、中国の通販市場についてさまざまな分析を行ってきたが、今章ではこれまでの

分析内容を踏まえて実際に日本企業が中国の通販市場で製品を販売する際に知っておくべ

き、気をつけておくべきことを紹介する 

 

12-1-1．テレビ通販で製品を売る場合に重要なこと１：エリア 

 

テレビ通販で最も重要な点は、どこで自社の製品を販売するかを検討する点である。前述

のように、現状中国で全国放送をカバーできるテレビ通販番組は存在せず、大手テレビ通

販企業といえども、主要エリアを点で抑えているにすぎない。とすれば、自社製品を販売

する場合、この数エリアの中から選択することになる。予算が許せば、全エリアでの販売

も可能であるが、中国のテレビメディアの媒体費（通販で製品を紹介する費用を含めて）

は、世界でも類を見ない高さであり、全エリアの番組で製品を紹介、販売するというのは

現実的ではない。 

 

12-1-2．テレビ通販で製品を売る場合に重要なこと２：生活密着型製品 

 

売れ筋製品ランキングのデータでも明らかなように、テレビ通販では“生活密着型”の製品の

人気が非常に高い。例えば、豆乳製造器、圧縮袋、スチームアイロン、ジューサー、収納

ボックス、成功事例でも取り上げた LOCKLOCK などが代表的である。これらはすべて、生

活の中で特に主婦層が利用する製品であり、テレビ通販で製品を売る際、主婦層をターゲ

ットとした製品が最も成功率が高いと言える。これは、若年層が中心のインターネット通

販とは明らかに異なる特徴であり、「生活密着型の製品を主婦層に売る」ことがテレビ通販

では非常に重要である。 

 

   

出典：http://video.sina.com.cn/v/b/740653-1263702810.html 

 

http://video.sina.com.cn/v/b/740653-1263702810.html
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東方購物で紹介されていた、浄水器の場合は、実際にどの程度水が奇麗になるかの実験や

専門家による解説などが繰り返し放映されていた。水は生活に最も密着したものであり、

近年中国でも水質汚染の報道が頻繁に流れるようになり、浄水器の需要も高まっている。 

 

12-1-3．テレビ通販で製品を売る場合に重要なこと３：あると便利なアイデア商品 

 

売れ筋製品にランクインしている圧縮袋、スチームアイロン、収納ボックス等に共通する

のは、「あると便利なアイデア商品」という点である。テレビ通販の場合、番組の中で製品

の特徴や使い方、便利な点等を詳細に、かつ何度も紹介することができるため、写真だけ

では使用方法や用途がわからない製品でも、テレビ通販であれば視聴者の理解が容易とな

る。これは通常、画像しか掲載することができず、使用方法や用途が説明しにくい製品は

売るのが難しいインターネット通販とは明らかに異なる特徴である。 

 

   

 

出典： 

http://video.baidu.com/t?di=342874941_342874940&pos=1&word=%B5%E7%CA%D3%B9%BA

%CE%EF%20%C3%E6%B0%FC 

 

ホームベーカリーもテレビ通販で人気の製品の一つ。家でパンが焼けたらいいなあという

主婦層のニーズをうまくすくい上げている。 

 

12-1-4．テレビ通販で製品を売る場合に重要なこと４：インパクトがある製品 

 

一方で、テレビ通販は、テレビ番組の特性上、インターネット通販のように長期間にわた

って製品を陳列しておくことは難しい（テレビ通販番組で常に紹介してもらうことは可能

だが、コストが莫大となり現実的ではない）。そのため、テレビ通販で製品（特に、あると

便利なアイデア製品の場合）を売る際には、説明や紹介を番組で見た際、一瞬で記憶に残

るインパクトや、際立つアイデアを備えている製品であることが望ましい。視聴者にテレ

ビ番組を見た瞬間に「あっ！これ便利そうだな」と思わせることができれば、テレビメデ

ィアの瞬時に多数の視聴者に情報を届けることができるというメリットが有効に働いて、

http://video.baidu.com/t?di=342874941_342874940&pos=1&word=%B5%E7%CA%D3%B9%BA%CE%EF%20%C3%E6%B0%FC
http://video.baidu.com/t?di=342874941_342874940&pos=1&word=%B5%E7%CA%D3%B9%BA%CE%EF%20%C3%E6%B0%FC
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自社製品を一瞬で多くの消費者に販売することができる。 

 

   

出典：http://v.youku.com/v_show/id_XOTI5MjYyNDQ=.html 

 

18 金コーディング、ホームボタンがダイヤモンドカット仕様というインパクト大の携帯電

話。特に内陸部でよく売れると言われており、携帯電話メーカー数社がゴールド携帯電話

を発売している。 

 

12-1-5．テレビ通販で製品を売る強み：エリア＋テレビ通販三原則 

 

中国においてテレビ通販で製品を売るにあたっては、１、エリア、2、生活密着型製品、３、

あると便利なアイデア製品、４、インパクトのある製品という 4 点をおさえることが非常

に重要である。特に１のエリア以外の「生活密着型製品」、「あると便利なアイデア製品」、

「インパクトのある製品」は、テレビ通販で製品を販売するに際に最も重要な三原則と言

える。 

 

一方、通販に常について回る消費者の製品に対する「ちゃんとしたものが届くのか不安」

や「ブランドでなければ安心できない」といった主に信用上の壁は、テレビ通販の場合、

尐なくともインターネット通販やカタログ通販に比べてそれほど大きな障害にはなってい

ない。なぜならば、テレビ通販で製品を販売するためには相応の費用がかかるものであり、

製品がテレビ通販番組に登場している時点で、消費者は「テレビに製品を登場させること

ができる実力がある企業」と消費者が感じるからである。 

 

以上から、テレビ通販で製品を販売する際に重要な点と、その傾向をまとめると以下のよ

うになる。 

 

http://v.youku.com/v_show/id_XOTI5MjYyNDQ=.html
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図 40 中国のテレビ通販で製品を売るには?! 

 

 

出典：普千（上海）商務諮詢有限公司作成 

 

 

12-2．日本企業がカタログ通販で製品を売るために知っておくべきこと 

 

テレビ通販で製品を売る場合に重要な点は、上述のとおり、自社製品の特徴に合致するエ

リアで、ターゲットとなる消費者（特に主婦層）にテレビ通販三原則にのっとる製品を売

ることであった。今章では、同様にカタログ通販についての分析を行う。カタログ通販は

近年、電子化が進んでおりインターネット通販との境界がなくなりつつあるが、ここでは

従来の冊子（カタログ）を見て、欲しい製品を注文するというタイプのカタログ通販につ

いて説明する。 

 

12-2-1．カタログ通販で製品を売る場合に重要なこと１：明確な専門性 

 

テレビ通販では種々多様な製品が取り扱われる。テレビやデジカメが紹介されることもあ

れば、住宅や車、さらには豆乳製造器、スチームアイロン等、商品やそのカテゴリーは多

岐にわたり、そこに規則性は無い。テレビ通販においては、視聴者である不特定多数の消
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費者に売れそうな製品を紹介することが前提条件となるため、ある意味で製品選択にこだ

わりはないと言える。 

 

中国のカタログ通販は、ベビー用品、文房具、家具、アパレル等のように特定のカテゴリ

ー分類を明確にしている。総合カタログ通販のようなサービスはまだ尐なく、この分野は

ほぼインターネット通販が主流となっている。そのため、中国のカタログ通販で依然とし

て有望なのは、この特定のカテゴリーに特化したサービスであり、自社製品をカタログ通

販を通じて販売する場合にも、自社製品にふさわしいカテゴリーのカタログを選択するこ

とが重要となる。 

 

12-2-2．カタログ通販で製品を売る場合に重要なこと２：手頃な価格 

 

インターネット通販ほどではないにせよ、カタログ通販を利用する消費者は製品の価格に

対してシビアな目を持っている。ネットであれば同様のカテゴリーの製品価格を複数のサ

イトを横断的に比較・検討することができるため、主に目的が最低価格での購入におかれ

る。カタログ通販の場合は、カタログの掲載商品の中だけの比較になるため、相対的に見

て価格競争の激しさはインターネット通販ほどではないと言える。 

 

とはいえ、カタログの同じページの中にスペックもほぼ同じ、ブランドのグレードもほと

んど変わらない、似たような製品が並んでいる場合、最終的には「価格」が最も大きな購

入動機になることは間違いないため、やはり手頃な価格であることが非常に重要となる。 

 

12-2-3．カタログ通販で製品を売る場合に重要なこと３：わかりやすさ 

 

ここで言う「わかりやすさ」とは主に何に使うのかがすぐにわかることを指す。インター

ネット通販と同様に、カタログ通販は製品の画像しか掲載することができない、しかもイ

ンターネット通販に比べて掲載画像の数は極端に尐なく、通常は写真が一枚だけである。

そのため、一目で何に使うモノか理解するのが難しい製品はカタログ通販での販売には不

向きである。中国で総合通販的なサービスが尐なく、文具やベビー用品、家具というよう

にわかりやすいカテゴリー分類がなされたカタログ通販の人気が高い理由は、カタログに

掲載されている製品の用途が理解しやすい点（例えば、ベビー用品カタログである以上、

そこに掲載されている製品はすべてベビー用品という具合）に起因している。 

 

12-2-4．カタログ通販で製品を売る強み：カタログ通販三原則 

 

テレビ通販とインターネット通販に挟まれて苦戦を強いられている感のあるカタログ通販
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だが、カタログ通販独自の強みもあり、テレビ通販やインターネット通販ほど爆発的では

ないものの、年々成長傾向にある。カタログ通販の強みとしてまず情報の保存性があげら

れる。テレビ通販は、製品の紹介がテレビ番組であるため、番組が終わってしまえば製品

の情報を再度確認することは困難になる。インターネット通販の場合も、人気のある商品

を除けば、掲載製品の更新速度が非常に速いため、昨日掲載されていた製品が次の日には

サイトから消えているという事態が頻繁に起こる。一方、カタログ通販の場合、カタログ

を捨てない限り掲載されている製品をいつでも確認することができるため、情報の保存性

が非常に高いと言える。 

 

テレビ通販の場合、紹介されている商品が、自分の欲しい、購入を検討している製品であ

るとは限らないうえ、テレビ番組を見ることができない可能性もある。インターネット通

販の場合も、製品を探したり、購入したりするためには PC を立ち上げ、ネットに接続し、

サイトにアクセスするという一連の作業が必要なため、いつでも気軽にというわけにはい

かない。カタログの場合は自分が好きな時に好きな場所で気軽に閲覧することができ、電

話するだけですぐに購入できるので、手軽さという意味ではテレビ通販やインターネット

通販よりも優れている。 

 

さらに、カタログ通販は分野に特化してカテゴリー別に分けられた、ある程度人気のある

製品が販売されるため、ある意味でテレビ通販とインターネット通販の良いところを取り

入れた仕組みを持っていると言える。 

 

「情報の保存性」と「手軽さ」を強みとして持つカタログ通販で製品を販売する際に重要

な点と、その傾向をまとめると以下のようになる。 
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図 41 中国のカタログ通販で製品を売るためには 

 

 

出典：普千（上海）商務諮詢有限公司作成 

 

12-3．日本企業がインターネット通販で製品を売るために知っておくべきこと 

 

テレビ通販や、カタログ通販同様にインターネット通販で製品を販売する場合にも三原

則は存在する。中国でインターネット通販といえば、淘宝が最も有名であるが、淘宝に限

らず、中国のインターネット通販では、高い知名度を誇る超有名高級ブランドでない限り

は、以下に説明する三つの原則を守らない限り売るのは非常に難しい。中国のインターネ

ットを利用して物販を行う以上これは原則とは言いながら、ほぼ前提となる最低条件であ

り、これをおさえることが、インターネットで売れる商品となるための第一歩となる。 

 

12-3-1．インターネット通販で製品を売る場合に重要なこと１：安価 

 

説明するまでもないが、中国のネットでは安いほうが製品はよく売れる。ネットの世界

では高価格＝付加価値という考え方はほとんど存在しないため、可能な限り安価で販売す

ることが成功につながりやすい。 
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出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=8feb165e7943599b3496ee5233e303d9&taomi 

 

女性の夏用シャツ市場価格 80 元が淘宝では 1/4 の 20 元で購入することができる。自分の

好みの商品を安価にすぐに購入できる点はインターネット通販の強みと言える。 

 

12-3-2．インターネット通販で製品を売る場合に重要なこと２：実用 

 

スペック、仕様、写真から判断しやすい、用途が一目でわかる製品が売れやすいため、

おもしろ・受け狙いグッズ等はあまり売れない。便利グッズも写真で使用法が説明できる

ものは、実用性が評価されるため人気が出やすい。 

http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=8feb165e7943599b3496ee5233e303d9&taomi
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出典： 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-2e87fb6ab34ec43d366fff4bc45ef4b8.htm 

 

 写真は、熱くて手で持てない皿をはさんで運ぶことができる器具。中国では主に魚料

理を作る際、皿に魚や香草、出汁を入れ、水を張った中華鍋を使って蒸すという調理方法

が頻繁に登場する。料理が出来上がると出汁が皿いっぱいにたまり、料理用手袋などで皿

を持つことができないため、この器具が必ず使われる。「お皿はさみ器」は中国で料理をす

る家庭では必ず置いてある料理道具であるため、ネット上でも写真を見ただけですぐに用

途がわかる。しかもこうした料理道具は、通常売り場が見つけにくく、価格も安いことも

あり、インターネット通販で販売するのに非常に適した商品と言える。 

 

価格は多尐上がるが、携帯電話や PC、家電等も数値でスペックを判断できるため、イン

ターネット通販向けの商品と言える。実際日本企業でも SONY や Sharp、韓国では Samsung、

LG、欧米では Philips 等がオンラインで家電の販売を行っていることからも、デジタル製品

や家電製品のネットショッピングの需要があることがわかる。 

 

 

12-3-3．インターネット通販で製品を売る場合に重要なこと３：尐量 

 

市場でサンプルとして配布されているようなサイズやロットから販売されている商品は

人気が高く、サイズやロットが大きい商品は売れにくいことがうかがえる。 

 

http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-2e87fb6ab34ec43d366fff4bc45ef4b8.htm
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ネットユーザー人口が 4 億人に迫り、多くのユーザーがネットショップを経験するよう

になったとはいえ、基本的に“ネットショップというのは信用できない”、“何が届くかわか

らない”、“届かないかもしれない”という不信感が根強く存在しているため、中国のインタ

ーネットを使って物販を行う場合は、この垣根をいかに取り払い、消費者の心のハードル

を下げるかが、成功の鍵となる。 

 

 

出典： 

http://item.taobao.com/  

 

写真は、スキンケア用品のショップ。通常こうしたスキンケア製品は、パックやクリー

ムが一箱 10 枚入り、12 枚入り等で販売されることが多いが、通販サイトでは一枚単位やば

ら売りも行われている。さらに、スーパー等でサンプルパックとして販促用に商品に貼り

付けられているような尐量パッケージのものが一個単位で買え、数百元を出して十何枚入

りのスキンケアパックを購入するよりも心理的な敷居が低いため、非常に人気が高い。 

 

中国では、ネットショップに限らずこうしたばら売りが広く行われている。例えば Nestle

のインスタントコーヒーはスーパーでは一杯分の袋が 20 袋入った箱売りだが、コンビニエ

ンスストア等では、一杯分の一袋でばら売りされている。ジョンソン＆ジョンソンの使い

捨てコンタクトレンズも同様の販売方法を採用し、一度に消費する金額を下げることが消

費者の安心感につながり、結果として販売促進になる。 

 

インターネット通販で製品を販売する際に重要な点と、その傾向をまとめると以下のよう

http://item.taobao.com/
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になる。 

 

図 42 中国のインターネット通販で製品を売るためには 
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13．まとめ 

 

ここまで中国のテレビ通販を中心として、中国の通販市場を見てきたが、結論から言えば、

中国のテレビ通販、カタログ通販、インターネット通販を比べた場合、日本企業にとって

最も有望なチャネルはテレビ通販であると考えられる。 

 

当然、テレビ通販はテレビを活用するチャネルであり、相応の費用が発生するため、イン

ターネット通販のように気軽に始めるというわけにはいかないのは確かである。 

ただ、手軽さにおいて他に追随を許さないインターネット通販であるが、国内最大手の淘

宝網やその他の有名インターネット通販サイトを見渡しても競争相手の数が膨大であり、

しかもその相手が Cot という個人であるため、企業が参入して満足できるだけの利益を上げ

るのはほぼ不可能に近い状態である。 

 

一方、テレビ通販はテレビという多くの視聴者をかかえるチャネルを利用し、テレビに製

品を登場させることによって、インターネット通販では大きな障害として立ちはだかる「信

用」や「安心」といった不安要素を比較的簡単に克服できる。 

 

さらに、番組制作サイドである程度厳選された製品のみが番組で紹介されるため、インタ

ーネット通販のように個人を含めた膨大な競合他社との戦いを強いられることは尐ない。

カタログ通販も基本的に製品を掲載できるのは法人であるため、インターネットほどの競

争はないが、情報発信力という意味ではテレビ通販に务る。 

 

例えば、ある企業が自社独自の看板製品を持っていたとする。その製品は生活密着型商品

で、一見してその機能や使い方はわからないが、説明を聞いた後に確かにあると便利だと

感じられる商品であれば、間違いなく中国のテレビ通販向きと言える。 

 

上述のランキングデータを見ても、テレビ通販で販売されている製品は相対的に価格が高

い。インターネット通販では売れ筋がせいぜい数十元の製品であるのに対して、テレビ通

販では数百元、数千元の製品が普通である。極端な例ではあるが、テレビ通販では高級輸

入車や住宅まで売れることが実証されており、数千元のものが売れる可能性があるならば、

企業のビジネスとして成り立つ可能性は十分にあると言える。 

 

テレビ、カタログ、インターネットの各通販の利用者年齢層および販売価格、投入予算の

関係を図示化すると以下のようになる。 
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図 43 各通販および年齢層、販売価格、投入予算関係図 

 

 

出典：普千（上海）商務諮詢有限公司作成 

 

 

繰り返しになるが、中国のテレビ通販では、沿海部と内陸部で売れ筋製品にそれほど大き

な違いはなく、豆乳製造器、スチームアイロン、圧縮袋といった生活密着型のアイデア製

品を、主婦層に向けて販売するのが現在の中国テレビ通販の主要な傾向であり、数百元か

ら数千元のものが売れるテレビ通販では、家族消費がメインとなるため沿海部と内陸部で

の所得格差をインターネット通販ほど考える必要もない。 

 

そう考えると、エリア選択を慎重にかつ適切に行うことができ、一定の予算を確保するこ

とができるなら、テレビ通販の活用はそれほど難しいことではない。むしろ、重要なのは

より中国の消費者が欲する製品を選択すること、自社の製品の特徴や便利さなどをいかに

番組の中でうまく紹介していくかを考えることにある。 
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実際、テレビ通販での売れ筋商品は、いわゆるグローバルブランドや大手企業の製品だけ

ではなく、むしろそれほど知名度が高くない企業の商品が多い。その製品が売れている理

由は、生活密着型の便利な製品を、テレビという視聴者がある程度安心できるチャネルで、

使い方や便利さを何度も紹介している点にある。とすれば、中国のテレビ通販はブランド

がすべてという世界ではなく、アイデアで勝負する世界であることがうかがえる。 

 

日本ではこうしたアイデア勝負はむしろインターネット上が主戦場であり、テレビ通販は

大手企業の販売チャネルであるが、中国の場合、逆にテレビ通販こそアイデア製品の売れ

る土壌があり、製品の売れ行きが販売している企業の知名度に大きく左右されないという

特徴がある。 

 

テレビ通販を活用するにあたっては、それ相応の予算が必要となるが、CtoC が大部分を占

めるインターネット通販の予測が着きにくい市場において、先が見えないまま大規模な予

算を投じるよりは、テレビ局という安心できる母体を持つテレビ通販を利用して自社製品

を販売することのほうが、結果的にはリスクが尐ないと考えられる。 

 

中国のテレビ通販市場は今後も急激に拡大していくと予想されている。現在、依然として

中国の放送全エリアをカバーするようなテレビ通販番組は存在しない状態で已に巨大な市

場を形成している中国のテレビ通販市場は、製品を販売したいと考える企業にとっても非

常に有望なチャネルであると言えるだろう。 

 

テレビ、カタログ、インターネットの通販はそれぞれ異なる特徴を持っている。商品の優

务によらず、自社製品の特徴、ターゲットとする消費者、価格等によって、最適なチャネ

ルは異なり、レポートで紹介したような特徴を自社製品が備えているかを十分に検討した

うえで、最もふさわしい通販媒体を選択することが望ましい。 
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14．付録チェックリスト 

 

今章では、付録資料としてテレビ、カタログ、インターネット通販で自社製品を販売する

際に事前にチェックしておくべき事柄をリスト化した。本チェックリストですべての条件

を満たしていても確実に成功するとは言えないが、参入を検討する上で参考、活用いただ

ければ幸いである。 
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14-1．テレビで売るためのチェックリスト 

 

チェック項目 
チェックボック

ス 

1 生活密着型の商品ですか？ □ 

2 主婦層をターゲットとした商品ですか？ □ 

3 あると便利だと感じさせる商品ですか？ □ 

4 インパクトのある商品ですか？ □ 

5 家族消費向きの商品ですか？ □ 

6 中国に信頼できるパートナー、代理店はありますか？ □ 

7 
スーパーや百貨店、店頭等でも購入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、省エネをアピールできる商品ですか？ □ 

 

※ 中国におけるインターネット物販成功の可能性 

 

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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14-2．カタログで売るためのチェックリスト 

 

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 専門性の高い商品ですか？ □ 

3 一目で何に使うか理解できますか？ □ 

4 ベビー、文房具、家具のどれかに当てはまりますか？ □ 

5 カテゴリー内で知名度の高いブランド、商品ですか？ □ 

6 中国に信頼できるパートナー、代理店はありますか？ □ 

7 定期的に繰り返し購入する商品ですか？ □ 

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、省エネをアピールできる商品ですか？ □ 

 

※ 中国におけるインターネット物販成功の可能性 

 

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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14-3．インターネットで売るためのチェックリスト 

 

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？ □ 

 

※ 中国におけるインターネット物販成功の可能性 

 

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 

 


