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４．中国に打って出る 

 

（１）中国人にサービスを提供する 

  

 それでは、ここからは、実際に日本企業が中国市場にサービスを提供する場合につい

て考えてみたい。この先は、私が実際に上海で見聞きしたことをベースに、私自身が感

じたことをまとめることにする。中国でビジネスを始める方々全てに当てはまる話とは

限らないと思うが何卒ご了承願いたい。 

また、日中ビジネスを行う際の留意点などを中心にしているため、解決策の提示まで

は至らないだろう。ビジネスを行っていない私に言えるのはあくまで一般的な話であり、

実際に日中ビジネスの現場にいる人から見ると、分析が甘い点が多々あると思う。それ

でも、福岡貿易会上海代表処という立場から見た中国の風景を伝えることは、何か少し

でもお役に立てられる所があるかもしれないと筆を握ってみた。一つの参考意見として

見てもらえると幸いである。 

 

 中国人にサービスを提供する時代 

  

 さて、一口に日中ビジネスと言っても、様々な形態が考えられる。これまで主流を占

めていたのは、中国に原材料や部材を持ち込み、中国で加工、完成品を世界中に輸出す

るという形態であった。中国を単純に生産基地として捉えたものであり、この場合、中

国人は単なる「労働者」であった。「労働者」として中国人を考えるのなら、考えるべ

きポイントは、労働者としての資質や技能や、それに対する対価の額（賃金）に集中す

るだろう。彼らが工場で働いている時間の勤務態度が全てであり、彼らが家に帰ってど

のような暮らしをしていても、何を食べ、休暇に何をしていようと大きく注意を払う必

要はなかった。しかし、これまで散々述べてきたように、中国が生産基地から、大きな

消費市場へと移行している現在にあっては、中国人を「労働者」から「消費者」として

捉えなおす必要が生じる。つまり、サービス業として改めて中国人の暮らしを見つめな

おすことが必要になるということだ。 

これは、簡単なようで意外と難しいことである。生産拠点として既に長期にわたり中

国に進出している企業があるとする。日本から送り込んでいた駐在員は、「工場管理」

が主な業務だ。ここでいくらノウハウを積んでいたとしても、蓄積されているのは、「如

何にして中国人を教育し、効率的に生産を行うか」といったものだ。中国人の消費市場

についての知識はあまり蓄積されていない可能性がある。こうした人たちに、ある日、

本社から「お前は中国歴が長いから中国のことがよく分かっているだろう。これからは

内販を増やせ。中国人向けの商品開発を行って、営業を強化しろ」と指示が下るのであ



る。こういう状況であれば、正直言って、中国歴が長いから何とかなるといった問題で

はない。「中国で作る」のと「中国で売る」というのは、全く異なる観点だと理解して

おくべきだろう 

 そうであれば、中国進出歴がどれだけ長かろうとも、中国内の内販に舵を切った途端、

それは新たな航路に入ることになる。今までと異なる消費者に対する、異なるサービス。

全く新たなチャレンジなのだ。 

このように、中国における人件費の高騰などをきっかけに、中国国内向けの製造を始

める企業は多い。また、新たに中国に進出予定の企業も、純粋に輸出用の生産拠点とし

ての進出は数を減らしている。中国国内での販売を念頭に置いた製造拠点や、サービス

業などの業種が増えている。つまり、数年前から、日本企業は一斉に中国人に「サービ

ス」を提供し、ビジネスをする道を模索し始めたということだ。 

そして、これは日本にいる企業も同様である。インバウンドの観光客を対象にした宿

泊や飲食、不動産購入を希望する中国人の仲介など、日本国内でも中国人に「サービス」

を提供し、そこから収益を得ようという動きが多くなってきている。したがって、中国

だろうと日本国内だろうと、今から日中ビジネスを始めようというのなら、「中国人消

費者に対してサービスを提供する」という観点が非常に重要になってくるということで

ある。 

 

そして、「サービス」を提供するためには、「ニーズ」を知ることが必ず必要になる。

「ニーズ」の分析とは、つまるところ実態の把握である。もし最終製品やサービスの対

象が、一般消費者に向けたものなら、一般消費者の暮らしやそこで感じている実態を理

解しなければならない。対象が企業なら、彼らの普段の業務状況やそこで感じている実

態を理解しなければならない。中国人であっても、今や様々な商品やサービスに囲まれ

て生きているのだ。彼らは理性的な判断をして、現況、最適と思われる商品やサービス

を選択して生きている。これが全ての大前提だ。そんな彼らに自社の商品やサービスに

乗り換えてもらい、対価を払ってもらうのである。現況で利用している商品やサービス

と比較して、どの部分が異なっているのか。それにより購入者が得られるメリットは何

なのか、そしてその価値に見合う対価として支払う価格はいくらなのか、これを理性的

に判断した結果でしか、自社の商品やサービスを選択してもらうことはない。 

それであれば、商品やサービス提供前の生活実態を把握し、どこに、どのように付加

価値をつけて差別化を行うのか考える必要がある。消費者にとっては、今の生活に何一

つプラスアルファが与えらず、生活の質が向上しないのならば、その商品やサービスに

対価を支払って選択する理由など一つもないのだ。これは、日本でも、中国でも、いや

世界のどこでも全く同じ理屈だろう。 

 

しかしながら、理屈はよく分っていても、中国人、いや外国人相手だと急に思考停止



してしまう人が存在する。「中国人の富裕層は何でも買うのでしょ？」などと言って、

商品を持ち込もうとする人がいる。「上海レポート その２」でも述べた通り、中国人

のお金の使い方は非常に合理的だし、その中でも特にお金の使い方が上手い人が富裕層

として君臨している。そうした人たちを相手に、何の戦略も持たず飛び込んだとしても、

成功する確率は低いだろう。単なる在庫処分として中国人への販売を考えたとしても、

日本から来たものは何でも欲しがる未開の人々ではない。そんな考えは、あっさり相手

に気づかれてしまう。怠慢にビジネスプランを練って、安易に成功するような場所では

ないのだ。 

 

どうして、中国人相手であれば勘違いをしてしまう人が現れるのか。恐らくそこには、

正常な考を停止させてしまう、ある神話が存在するからではないかと思っている。

「Made in JAPAN 神話」である。「日本で製造されたものは品質が高い。」「日本の物

は安心安全である。」こうした神話は、確かに中国人の中にも存在する。その点では、

日本で製造されたものは、ある種のアドバンテージを持っていることは否定しない。し

かしながら、作り手側が、日本人が作ったものなら売れるだろうと考え、受け手側のニ

ーズを全く無視して商品を売りつけるようになると、これは危険信号である。それでは、

単なる押しつけとなる可能性がある。私はこれを「サプライヤー目線のビジネス」だと

考えている。 

 

サプライヤー目線のビジネスの危険性 

 

こうした「サプライヤー目線のビジネス」は、宝くじのようなものである。提供した

商品やサービスが消費者のニーズに合わせて開発されたものではなくても、時々、大当

たりして売り上げを伸ばす会社がある。その話を聞いた別の企業も、同じようにやって

みようと思う。しかし、ニーズに合わせたつもりがなくても大当たりしたのだとしたら、

それはニーズの方がたまたま商品やサービスにマッチしていただけである。どんなビジ

ネスをやっていても、ニーズと切り離されてヒット商品は生まれないのだ。そのニーズ

もよく分からないまま、がむしゃらに商品やサービスを押しつけても、そもそも当たる

確率は限りなく低い。 

だから、海外ビジネスの現場では、急に売り上げを伸ばす日本企業がいる一方で、赤

字を垂れ流し撤退していく企業が後をたたない。ニーズもつかめないまま、商品やサー

ビスを提供すると「サプライヤー目線のビジネス」になる。もしも、自分自身が中国人

のニーズも分かっていないと自覚している時点で、「中国ビジネスに参戦しないか？」

という申し出を受けたら、それは「宝くじを買わないか」と言われているようなものだ

と考えた方がいい。当たるか当たらないかは、自分がまだ把握してもいないニーズに委

ねられる行為なのだと自覚しておいた方がいい。 



では、「サプライヤー目線のビジネス」に陥らず、「Made in JAPAN」ブランドを有

効に利用するためにはどうしたらいいのだろうか。 

僭越ながら私は、「Made in JAPAN」の本質は、「技術力」だと思っている。クライ

アントの無茶な要求、お客様の途方もないニーズに対して、知恵を絞り、アイディアを

結集して、針に糸を通すような技術で解決策を見出していく。その力だと思う。そうし

た技術力を結集させ、本気で中国人の生活にコミットしたサービスや製品を開発したら、

まだまだ多くのヒット商品を生み出せる余地がこの国にはあると思う。なぜなら、「上

海レポート その２」で紹介したように、現在、中国でキーワードとなっている「性価

比（コストパフォーマンス）」は、デフレ下の日本で、日本企業がひたすら磨いてきた

技術なのだ。その蓄積において、単純に物を作れば売れてきた中国の 20 年と比較しよ

うがない。 

 

たが、こうした知恵を絞ることを、外国人相手だとなぜかためらう企業がある。いや、

ためらう理由は分かっている。中小企業等では、人手も経費も足りない。下請けを続け

てきた結果、最終消費者のニーズをくみ取る力も、自由に商品を開発する能力も足りて

いない。外国市場を調査するような余裕もない。 

だが、厳しいことを言えば、外国人相手のニーズにこうした手間暇をかけられないと

いうのなら、外国人からお金を受け取るような商売には手を出さない方がいいのではな

いかと思う。或いは、欧米のような先進国の人々のためには力を出せても、中国や東南

アジアの人たちには抵抗を感じるというのなら、商売は欧米でだけでやるべきだと思う。 

先ほども述べたように、「サービス」を提供して対価を得るためには、購入者の生活

にわずかでもプラスアルファをもたらさなければ、相手には選択されないのである。ど

こかの国を対象にビジネスを行うというのなら、「その国の人たちを、ビジネスを通じ

て少しでも幸せにしたい」という意識がなければ、そもそも成功する可能性は極めて低

い。 

そして、それは自社で考えなければならないことだ。また、「少しでも幸せにする方

法」を確信できなければ、思い切って会社を動かして人や経費を注ぎ込むこともできな

いだろう。突然指名された担当者が孤軍奮闘し、少ない経費でチャレンジしてみたとこ

ろで、会社がついてこないのなら全く意味がない。私も、上海で様々な中小企業を見て

きたが、中には、数カ月に一度、社長や会長が担当者と組んで自ら現地を訪れ、自分の

眼で市場を見て回っている企業がある。こうした企業は、社内で中国に関する余計な説

明も必要なく、意思決定が早い。そして、当然、中国市場に溶け込む力は非常に強い。 

 

しっかりとニーズを見極め、ニーズに合わせた戦略について会社が一丸となって取り

組めるのなら、その時「Made in JAPAN」ブランドは、単なる押し付けではない本物

の輝きを放つことになるだろう。 



   
中国人の生活を理解しなければ中国人向けのサービスは成り立たない 

 

ただ、こうした精神論は理解しても、具体的にニーズの探り方が分からないという方

もいるだろう。日本でもできる初歩のアイディアとして、中国人留学生を活用したマー

ケティング調査を提案したい。留学生を集めて自社商品をテストしてもらい、感想を聞

くのだ。また、例えば調味料の販売などであれば、実家の冷蔵庫の中身や台所に並ぶ調

味料を写真に撮って送ってもらったり、日々家庭で食べている料理を写真に撮って送っ

てもらったりすれば、背景にある家庭環境なども見えてくるだろう。 

ただし、そこでのポイントは、しっかりと留学生の出身地と家庭の経済状況について

セグメントし、それぞれのセグメントごとに意見をまとめていくことだ。留学生は、学

生時代から日本に来ているので、中国各地を訪れた経験に浅い。例えば、福岡の高校を

卒業した後にすぐ中国に留学したような学生に、東京の人が普段何を食べているのか聞

いても、イメージでしか回答できないようなものである。また、同じ地域であっても家

庭環境によっても食生活は変化する。こうした留学生自身が持っている背景は、しっか

りと分類しておかないと、雑多な意見が飛び交い、聞いている方は混乱に陥ってしまう

だけである。 

セグメントごとにサンプル数が増えていけば、大まかな共通項も見えてくるだろう。

ほんの少しの差ではあるが、こうした予備知識をもって臨むだけで、調味料をどのよう

使えば更に家庭の料理がおいしくなるか、自社商品以外の商品を買い足すことなく新た

な料理ができないか、そうした訴求ポイントが考えられるようになるだろう。場合によ

っては、中国人の好みに合う商品開発にもつながってくるかもしれない。 

留学生を集めるのは、日本語学校や留学生会などに依頼して行えば簡単だし、報酬程

度で大したコストもかからない。競合しない業種の企業と組んで合同で開催するなら更

に手間もコストも減る。本気でニーズを知りたいということであれば、日本でもできる

簡単な方法はあるのではないかと思う。 



（２）中国で売る 

  

それでは、次に、実際に中国で販売すること場合を考えてみたい。日本の企業で一番

ニーズが多いのはこうしたパターンであろう。現在、日本の商品を中国で販売する場合、

大きく分けて「一般貿易」により中国に商品を輸出して販売するケースと、「越境 EC」

を活用して、インターネットのみで販売するケースの 2 パターンが存在する。 

 

まずは、「一般貿易」のケースを考えてみたい。 

 

① 一般貿易で売る 

 

 自社商品の輸出可否を探る 

 

 「一般貿易」による販売のケースを希望するのなら、最初に確認が必要となるのは、

自社の製品が中国に輸出が可能かどうかという問題である。中国は、国内への輸入品に

様々な制限を設けている。特に、食品や化粧品など、口に入れるもの、肌につけるもの

などについては安全性などの問題などで制限も多い。基本的に日本産の肉類全般は全て

輸入が規制されており、福島の原子力発電所の問題で、福島、栃木、群馬、茨城、千葉 、

宮城、新潟、長野、埼玉、東京の 10 都県産の食品についても規制されている。その他

にも、食品の種類や成分によっては煩雑な手続きが必要となる。また、食品の場合であ

れば、賞味期限も重要である。中国の通関は、手続きに非常に時間がかかるため、数カ

月を要することも多い。店頭に並んで販売する時間を含めると、賞味期限は長ければ長

いほどいい。最低でも半年以上の賞味期限が必要となる。更に、化粧品であれば、国家

食品薬品監督管理総局（CFDA）の審査許可が必要となる。この手続きには、1 年近く

かかる上、申請に関するコストもかかるため、大きなハードルとなっている。 

 

このように、自社の製品が中国への輸出が可能かどうか、どのようなハードルが存在

するのかということは、最終的には個別に判断するしかない。 

しかし、恐らくインターネットで調べたり、知り合いの商社などに聞いたりしている

だけでは、ぼんやりとした話だけが集まるだけでなかなか答えにたどり着かないという

ことも多いのではないだろうか。 

商社は、もちろん貿易の専門家であるが、日本から輸出する場合、輸出先のそれぞれ

の国によって規制はそれぞれ異なる。また、扱う商材の種類に応じても細かく規制内容

が分かれている。同じ商社という名前をかざしていても、彼らも万能ではないのである。

だから、例えば食品の場合だと、最も確実なのは実際に中国に食品を輸入している商社

に話を聞くことである。中国のスーパーで販売をして欲しいのなら、スーパーに実際に



商品を卸している商社に聞くのが一番である。しかも、立ち話程度の話ではない。しっ

かりと商品を見せて、成分を見てもらい、賞味期限やその他の条件を確認してもらった

上で、輸出の可否を聞く必要がある。つまり、「商談」をする必要があるのだ。 

 

では、こうした商社と一体どこで商談ができるのだろうか？最も手軽なのは、商工会

議所や行政機関などが実施する「商談会」を活用する方法である。もしくは、こうした

商社やバイヤーが集まる食品展示会などに出展して、積極的に商談を組んでもらうこと

である。例えば、福岡の場合であれば、毎年 10 月に「Food EXPO Kyushu」という

イベントの中で、国内外食品商談会が開催されている。ここには、九州中の食品メーカ

ーと共に、アジア各地で活躍しているバイヤーが集まってくる。こうした機会を捉えて、

希望の商社と商談をしたらよい。 

しかし、最初に商談をする時は、「健康診断」のようなものだと考えていた方が無難

である。中国市場へ進出するための入場資格を検査してもらうのだ。その際、何らかの

理由で中国へ輸出ができないと分かったら、現時点では諦めるしかない。だが、むしろ、

その情報こそが貴重である。間違っても「中国は裏から入れている物も多いと聞いたの

で、本当は何らかの手段があるのではないか」などと考えてはいけない。明らかに規制

がある上で、それを回避させようとする考えは、「密貿易」の発想である。そんなこと

をしていては、いつまでたっても正々堂々と販売ができないし、問題が発覚した場合取

り返しのつかないリスクを負う可能性がある。ただ、もしも規制に引っかかってしまっ

たとしても、折角商談の機会を得たのだから、どのような問題があるのか、どのように

改善すれば可能性があるのか、といった話は是非とも商談相手にしっかりと聞いておく

べきである。今後の商品開発する上で、それらの問題点について改善可能であれば、そ

こをしっかりと対応し、リベンジを狙えばいいのである。こうした、トライ＆エラーの

姿勢が、新たな市場を切り開いていく。 
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さて、このような中国への輸入に対する様々な規制であるが、これは、概ね中国政府

による自国民の食に対する安全性の確保や国内の産業保護といった観点から出されて

いる。こうした規制の撤廃については、もはや国家間の交渉により解決される他ない。

私の知る限り、中国の日本大使館や各領事館を始め、JETRO などの関係機関の方々は、

こうした規制の撤廃に向け、日々多大なる努力をされている。 

しかし、日本でも国内農業の保護が一方で叫ばれていることから想像できるように、

こうした規制の撤廃を行うということはそんなに簡単な話ではない。それぞれの商品を

とりまくこうした規制の状況は、日々変化していくので、自社商品関連の規制について

は、ニュースや JETRO の HP などでこまめに確認をしておいた方がよい。 

 

中国に貿易会社を設立する 

 

では、自社商品が規制の対象から外れており、中国への輸出が可能だと分ったら、次

はどのような流れが待っているのだろうか。ここでも、食品を例に考えてみたい。貿易

には様々なパターンがあり得るが、一番分かりやすいパターンは、商社による国内での

買い取りのパターンである。商品は日本のどこか指定した港での港渡しのような形を取

り、取引は国内で完結する。残りの部分は商社を通して流通していく。多くの中小企業

のメーカーにとっては、このような形で海外へ販売する方法が最も楽だと考えているだ

ろう。 

だが、これはメリットでもあり、デメリットでもある。なぜなら、中国での流通部分

は商社に任されているので、実際に商品がどこに流れているのか、いくらで売られてい

るのか、こうした情報をメーカー側でも分からないケースが多いからだ。そのどこが問

題なのか。この点については、後でゆっくり考えてみたい。 

 

次にあるのは、中国側に貿易会社として自社の現地法人を設立し、自社で貿易を完結

させてしまうパターンである。先にこのパターンから考えてみる。このパターンであれ

ば、間に入るはずの商社のコストを省くことができるため、中国国内に最低限の経費で

輸入してくることができる。その他に、中国での販売戦略について自社でコントロール

することが可能である。自社で管理するため、自社の利益も最大化することもできる。 

したがって、こうした形は、所謂「中国進出」という言葉に最もふさわしい形であろ

う。しかし、反面、販路を自ら切り開いていかなければならない苦労がある。これは、

非常に大変な作業である。日本の本社から「あるアイテムについて販売してこい」とい

う指示を受けて現地法人を設立する。面倒な手続きを全てクリアして、ようやく営業が

できるようになったとしても、簡単に取引が増えていくわけではない。1 アイテムだけ

の営業というのは、交渉力に欠ける。「イエス」か「ノー」の二択しかないのだ。営業

先で、商談相手から様々な要望が出ても、今更アイテムを変えるわけにもいかない。数



が出ないうちは、日本の本社側も、中国向けに商品開発するなどということはない。営

業力を強化するために人員を増やすこともできない。通関業務の進捗状況を横目でにら

みながら、在庫をさばくことに格闘する日々である。 

傾向としては、こうした企業は次に営業力を上げるためにアイテム数を増やすことを

考える。一回の商談でつかめるチャンスを増やそうというのだ。ただ、自社で多くの商

品を持っているところならまだよいが、そうでもなければ、他社が貿易で仕入れてきた

商品の代理営業を行った方が手っ取り早い。こうした取引は、成約額に対して数％とい

う手数料をもらうことになり、自社製品の取引に比べると利益は少ない。しかし、あま

りに他社のアイテムを増やしすぎると、今度は単なる商社となってしまい、肝心の自社

製品が埋没してしまう可能性も出てくる。当然、日本の本社側からは「あいつは何をや

っているのだ？」という目で見られ始める。どんな戦略を仕掛けるか、誰と組むのか、

どこに営業するのか、どんなイベントに参加するか、毎日走り回り、考え抜き、ヘトヘ

トになりながらも、本社からは売り上げを上げるためのプレッシャーが日に日に大きく

なり、それと同時に孤独感が増していく。こんな人を、私は上海で数多く見てきた。上

海の市場を輸入品一本で切り開いていくというのは、全くもって容易なことではない。 

 

ただ、こうした貿易会社の中で、私は「この会社はすごい」という会社に出会った。

その会社は、中国人の経営者が行っていた。日本の企業からの出資というわけではなく、

日本で人気のスキンケア用品の中国での総代理権を持っている、というだけであった。

しかし、その会社は、既に販売開始して 1 年足らずで日本での販売額を越える売り上

げを中国で叩き出していた。社員は 15 名。社長や総務、財務、受付の社員を除くと

11名の部隊で構成されている。まず営業は、広い中国を大まかに4つのエリアに分け、

それぞれに一人ずつ営業員を 4 名配置していた。更に、店舗でのイベント時のマネキ

ンへの教育係として 2 名をつけている。宣伝部門は 3 名。ネットでの広告に 1 名、SNS

等での口コミ要員で 1 名、それを管轄する広告担当部長が 1 名である。そして、EC

サイトでの販売要員として 2 名を配置していた。それぞれ、その分野での経験者をヘ

ッドハンティングしてきて構成されていた。4 名の営業員は、化粧品会社などで営業を

していたトップセールスマンを引き抜いており、4 名の間で成績を競わせている。もう

すぐ上場も検討しているようで、上場した際に自社株を分け与える比率でインセンティ

ブをつけ、社員のやる気を引き出している。社長は、自分はスキンケア業界などよく分

からないという。ただ、業績を管理し、結果を見るだけである。 

ただ、驚くことに、この布陣をしき、実店舗に着々と商品を並べさせながら、売り上

げの 7 割を叩き出しているのは、EC サイトの販売員の 2 名だという。実店舗での展

開の要因は、むしろ広告部隊。実際に店舗に置かせてもらうことで消費者への認知度を

高めるという作戦だった。これが、中国式の経営だと思う。もし実際に貿易会社を立ち

上げ、自社製品を核とした販路の拡大を目指すのなら、このくらいしっかりした戦略と



資源配置は必要であろう。是非参考にしてみてほしい。 

 

さて、このように中小企業が中国に現地法人を設立して中国での輸入販売を始めても、

相応の戦略をもって進出しないと簡単には成功しない。しかし、中小の貿易会社が販売

に苦戦するのには大きな理由がある。それは「価格」である。 

日本から中国へ輸入されてくるものに対しては、当然輸送費がかかる。関税がかかる。

各種費用がかかる。いくつかの代理商を経て小売りへたどり着くため、更に中間コスト

がかかる。小売店によっては、棚代を請求してくる。気がつけば、日本での売価の 2～

3 倍の価格になっている。今や、中国市場でも様々なものが生産され、販売されている。

味噌や納豆のようなものですら、中国国内で生産されたものが販売している。当然、国

内産の物は通常価格で安い。こうした商品たちと同じ棚に並び、２～3 倍の価格として

の価値を消費者に訴求しなければならないのである。 

「中国人は国内産の食品の安全性に懸念を持っているので輸入品を買いたがる」とい

う話がある。ある意味では正解である。しかし、いくら安全性に懸念があると言っても、

本来 1,000 円で買えるものを、3,000 円払って買えるお客がどれくらい存在するだろ

うか。また、3 倍の価格で買うのであれば、一層念入りに商品を吟味して購入するのに

決まっている。コストの話などは消費者には関係ない。3 倍の値段を支払うのなら、3

倍の価値を求める。これが、消費者というものであろう。 

また、国内のメーカーからしてみても、本当に「安全性」の理由だけで、3 倍の価格

に飛びつく消費者が存在するというのなら、国内で安全性の高い商品の開発を行うこと

を考えるだろう。多少コストがかかっても、1.5 倍くらいの価格で売れば、こうした層

を取り込めるはずである。 

前提とすべきは、中国人の消費者は何も考えずに無尽蔵に購入をする人々ではない、

ということである。非常に合理的に購買行動を行う理性的な人々だ、と考えておく方が

いい。そして、彼らを狙う中国市場は、非常に過酷な競争にさらされている。中国内外

の企業に関わらず、如何にして消費者に商品を手にしてもらうのか、日々しのぎを削っ

ている。自社の製品が、3 倍の価格になったとしても、中国人消費者に響くような価値

を持ち得ているか、それは進出前にじっくりと考慮する必要がある。 

 



      

輸入品を扱う上海のスーパーでは、既に多くの日本商品が並んでいる 

 

 

商社に商品を卸す 

 

それでは、ここで改めて、商社の買い取り方式により日本のメーカーが中国へ輸出す

るパターンに話を戻したい。上述した通り、このパターンによる取引は、メーカー側の

負担は少ない。海外販売の担当者を置けば、ある程度の業務はこなしていけるだろう。

だが、実際には、こうして中国の消費者へ至る商流を築いたとしても、「14 億人市場」

と言われる中国への輸出で、爆発的に商品が売れ始めるということは起こりにくい。も

ちろんこれは個別の状況で異なるが、感覚的にはそのような企業の割合は多くないと思

う。売上が上がらないと海外販売の担当者に対するプレッシャーが高まる。なんとかテ

コ入れしようと多少の経費をつぎ込んでみても、簡単には状況が改善されない。次第に、

商社に対する不信感が生まれ、袋小路に入り込んでしまう。なぜこのようなことが起こ

ってしまうのだろうか？ 

 

まず、一つ目の理由は、先ほど述べた「価格」の問題である。中小企業の商品は、大

手企業が製造する商品と差別化をするため、こだわりの材料や製法などを用いて製造し

た商品が多い。薄利多売というよりも、少し高めの値段設定で、愛用者を増やしていく

ことを目指すパターンが多い。大量生産、大量輸送ができない以上、商品に特徴をもた

せていく以外に方法はないのだ。 

しかし、そこが最大のネックになる。日本での価格が高めに設定されているというこ

とは、２～3 倍の価格になってしまう中国市場では、既に相当な高級品になってしまう

ということだ。例えば、1 本 150ｍｌくらいのこだわりの醤油を 500 円程度で国内



販売していたとする。すると、中国では、1 本 1,500 円の醤油となってしまう可能性

がある。しつこいようだが、「中国人消費者は日本製であれば醤油 1 本が 1,500 円で

も平気で買っていく」などというのは幻想である。1,500 円支出したら中国産の醤油

４ℓくらいは買えるのだ。当然、計算はする。 

とはいえ、正確に言えば、確かにそんな嗜好の人も存在するかもしれない。しかし、

当然絶対数から言えば微小である。つまり、まず醤油 1 本を 1,500 円で売り出した時

点で、ターゲットとなる層が極めて絞られているということを認識すべきである。例え

ば、上海の 2,500 万人に売り込もうとするのなら、この中からピンポイントで醤油 1

本に 1,500 円出せる人たちを探し出し、販売しないといけないのである。 

 

そして、二つ目の理由は、この「こだわりの製法」という商品の特徴である。こうし

た特徴は、実際に試してみないと伝わらないことが多い。日本人ならラベルに書かれた

紹介文である程度想像がついても、これを中国人に求めるには無理がある。そこで、店

頭での試食販売などを行う必要が出てくる。しかし、仮に試食をしてもらっても、その

特徴が上手く伝わるかどうかは分からない。日本人の言う「特徴」というのは、日本人

が普段使用している一般的な商品と比較した場合の特徴である。これは、中国人が考え

る一般的な商品と異なる場合が多い。 

また、仮に「特徴」として伝わったとしても、それが中国人の好みに合うのかどうか

も分からない。更に難しいのは、中国ではカテゴリーが存在しないような商品である。

例えば、「柚子胡椒」のような調味料は中国では普段使われていない。こうした商品で

あれば、商品の使い方から説明をしなければならない。つまり、極めてピンポイントの

ターゲットに、商品を説明する機会を得て、その味に納得してもらい価値を認めてもら

えた場合にしか、商品を手に取ってレジまで運んでもらえない、ということだ。 

 

 

  

催事の試食で味を知ってもらうことが大事である 

 



更にもう一つ「パッケージ」の問題がある。「パッケージに中国語で説明文を加えた

方がいいのか」という質問を受けることがある。これは明らかに「日本語で表記をする」

が正解だ。なぜなら、中国の消費者は、日本企業が製造した商品だったとしても、中国

人向けに作った商品だと分れば、日本人向けと異なる仕様で作っているのではないかと

疑い始めるからである。輸入品を買うメリットは、「食の安全にうるさい日本人が食べ

ている物なら安全だろう」という安心感である。中国語で表記してしまったら、ここを

失ってしまう。 

しかし、表記を日本語にすると、今度は売り場の販売員の問題が出てくる。通常、高

い日本食品を気軽に買えるような高所得層の人は、スーパーの販売員などに従事してい

ない。逆に言えば、販売員は、自分では普段買うこともないような商品の販売を任せら

れているのである。顧客に説明できる商品知識はおろか、品物によっては、一体何の商

品なのか把握しているかどうかも怪しい。したがって、小売店舗まで流れていけば販売

員が顧客に対してしっかりと商品説明をしてくれるだろうと期待することができない。

この点は、日中間の違いとして認識しておいた方が良い。 

 

こうした「言葉の壁」と「販売員のレベル」の問題を飛び越えて消費者に商品内容を

伝えるには、少しパッケージに工夫が必要となる。まずは、①しっかりと日本語を入れ

る、②ひらがなより漢字でアピールする、③イラストなどで何の商品か分かるように工

夫する、といったことが必要であろう。食品であれば、食べ方、使用方法などは特に重

要な情報である。メーカー側が意図した調理方法があるのにそれが伝わらなかった場合、

消費者が高いお金を払って自分で研究してみるということは考えにくい。情報が伝わっ

ていない商品は、戦場の入り口にも立てていないことになる。寄ってきてもらうのでは

なく、寄っていく姿勢が求められる。 

 

商社を選ぶ際の問題点 

 

このように、中国での日本商品の市場で勝ち抜くということは、当然日本の食品市場

などで勝ち抜くよりも難しいことである。日本食の世界最大のマーケットは、経済規模

が世界一のアメリカでも、人口が世界一の中国でもない。日本なのである。マーケット

が小さくなれば、その分競争も激化する。日本の同業他社、第三国の同業者、中国での

同業者との競争に巻き込まれるのである、したがって、世界で最も戦いやすい最大のマ

ーケットで成功したことは、より小さなマーケットでの成功を担保することではない。 

また、時々、日本で商品開発してみたものの、思うように売り上げが伸びず、在庫処

分のような形で商品を中国へ販売しようとする業者もいるが、それなどは全くの論外で

ある。新たな市場への参入は、何をしようとどこに行こうと、文字通り「チャレンジ」

である。努力も苦労もなく成功できたらラッキーにぶち当たったと思うべきで、本来な



ら努力と苦労が大前提だと心得ておいた方がよい。 

 

なお、この点の認識が弱いとどうなるのだろうか？例えば、日本国内で商談会に参加

して国内流通の商談を行った場合、A 社、B 社、C 社と問屋の選択肢が現れるかもしれ

ない。それぞれの問屋の先には、それぞれ得意先の小売りがあり、流通ルートも異なる

だろう。仮に A 社を選択して商流を作ったとして、ここで思うように売り上げが上が

らなければ、いっそ B 社や C 社に切り替えるという選択肢もあるだろう。 

しかし、例えば上海の市場では、日本食を扱っている百貨店やスーパーは限られてい

る。日本食を買い求める消費者もこういったところが握っている。したがって、中国向

けの商談会で A 社、B 社、C 社と現れても、その先の商流は意外と同じ小売店に流れ

ていく、という場合が多い。この時、日本と同じ感覚で、A 社がダメなら B 社、C 社

と考えていても、結局出口は同じようなものなので、その先はなかなか発展しない。日

本で商品を流すのとは異なり、安易に商社を変えることを考える前に、なるべく末端の

消費者の反応に気を配り、情報が伝わっていないなら情報を伝える工夫を、どこかに問

題があるのならその問題を解決する工夫をしていく姿勢が大事である。 

そして、日系の百貨店やスーパーなどで売り上げがあがってきたら、現地での商社に

とってもその商材が地元の百貨店やスーパーへと商流をつなげていく強力な武器とな

っていくというものだ。メーカーと商社と小売りは、「日本食市場を拡大する」という

点でつながった同志だと考えていた方がいい。商社や小売り任せにせず、自ら積極的に

情報を収集し、それを取り組んでいく姿勢が、商社と小売りを助けることになり、最終

的に自らに返って来るということにつながる。 

また、商談で商社を選択する際には、こうしたメーカー側の気持ちを受け止め、共に

闘ってくれる企業かどうかという点をしっかりと見極めた方がいい。単に扱うアイテム

数を増やすために取引してみる、という姿勢の相手だと、数ある商品の中に埋もれてし

まい、何の情報も得られないまま退場する、ということにもなりかねない。 

 

今見てきたように、一般貿易で中国へ輸入してきて販売をする場合、輸出の可否から

始まり、商社の選定や、小売りの状況把握と商流を築くだけで、国内流通とは異なる苦

労を味わうことになる。それには大きな労力が伴い、自社商品が中国の小売店の棚に並

んだ時、何かを成し遂げたような達成感を感じるだろう。しかし、それはただのスター

トであり、その先にはゴールに至る遠い道のりが待っている。「自社の開発する商品で、

中国の方々の生活を少しでも豊かにしてあげたい」という気持ちがなければ、中国市場

にコミットすることも、ましてやそこで売り上げを伸ばすことも難しい。そこには次々

現れる高いハードルがたくさん存在しているだろう。決して安易に成功に至らないのは

日本も中国も同じである。しかし、その試行錯誤の先には、大きな世界が広がっている

可能性が待っている。 



 ②越境 EC で売る 

  

 次に、近年注目を集めているネットを通じた輸出方法、「越境 EC」による販売につ

いて考えてみたい。 

  

 越境 ECについて 

 

 「越境 EC」という言葉を聞き慣れない方も多いだろう。越境ＥＣとは、インターネ

ット通販サイトを通じて、海外の物を直接購入する販売方法のことを言う。2015 年

に日本への観光客が大量に日本商品を買い込んでくる現象、いわゆる「爆買い」が起こ

った後、これに目をつけた中国のサイト運営企業が続々と自社のサイトに越境ＥＣを立

ち上げ、日本から直接商品を購入できる環境を整えた。こうして市場としては大きな盛

り上がりを見せている。そもそも、中国におけるネット通販の取引額は年々急拡大して

いる。下のグラフは、中国におけるネット通販の市場規模の変化を示したものだ。 

 

 

 

出典： iResearch「2016 中国跨境进口零售电商行业研究報告」より 

 

 

 このように予測ではあるが、2017 年のネット通販の市場規模は、6 兆 2 千万元（約

100 兆円）規模に伸びている。急速に市場が拡大していった結果、ネットを通じたサ

ービスは格段に向上した。通販サイトを通じた購買であれば、中国全土で一律のサービ
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スを受けることができる。また、商品の比較も容易であり、商品を選ぶ際の口コミ情報

も充実している。更に物流業者も物流網を整備しており、時間指定なども行えるように

なった。中国人は、個人で購入したものをオフィスに配送してもらうこともためらわな

い。 

また、中国新聞網によると、2016年末時点での中国でのネット普及率は53.2％で、

ネット利用者数は 7 億 3125 万人。この内、モバイル情報端末経由の利用者は 6 億

9500 万人。今や、中国人は、好きな時に携帯を取り出して、サイトを開いて好きな

ものを選び、好きな場所で、好きな時間に受け取るような生活をしている。あらゆるサ

ービスがネット通販サイト上に並び、例えば飲食店のお持ち帰りの商品なども代行して

運んできてくれるようになった。越境ＥＣは、この流れの中に加わったのである。 

 

ただ、越境ＥＣ自体は、実は昔から存在していた。例えば、サーバーを日本に置き、

HP などに顧客を誘導。日本の商品を販売、注文が入ったら国際郵便で郵送するという

形がその一例である。個人の小口郵便であれば、本来通関の際に税金がかけられるべき

ものも見過ごされることが多かった。こうなると、食品などの安全上の規制も、関税制

度も意味をなくしてしまう。この問題に中国政府は切り込み、越境ＥＣを管理下におく

ための制度を整えた。越境ＥＣ利用時には、関税ではなく「行郵税」という税をかける

こととし、正規ルートを整備。ここに低い税率や免税措置などを設定することで利用者

を誘導した。（越境ＥＣの制度に関する詳しい内容については、2015 年 4 月に作成し

た「保税区を活用した越境ＥＣサイトビジネスについて」を参照） 

政府公認の正規ルートができたことで、企業も参入しやすくなり、ここ数年一気にプ

レイヤーが増加したのだ。ただし、こうした優遇措置は、本来の目的であった一般貿易

との格差是正にはつながっておらず、現在、行郵税を廃止し、免税措置を廃止する制度

変更を行っている。 

 

 こうして越境ＥＣをとりまく制度的な環境は、度々変更を繰り返しているが、結果と

して日本の企業が中国の消費者に販売する方法が一つ増えたことは事実である。しかも、

越境ＥＣによる方法であれば、通常日本側の企業は中国側に拠点を構えたりする必要は

ない。商流なども考える必要はない。サイトに商品情報をアップしてもらい注文が入る

のを待つだけである。こうした手軽さが受けて、現在、日本側でも越境ＥＣによる中国

販売に興味を持っている企業も多くなった。このような越境ＥＣを通じて販売するパタ

ーンについて考えてみたい。 

 

 

 

  



 越境 ECサイトに出店する 

 

 越境 EC で商品を販売する場合には、概ね二つのパターンが考えられる。一つ目は、

サイトに「直接出店」する方法である。このやり方は、ショッピングモールなどにテナ

ントとして入居するようなイメージを考えてもらえればいいだろう。テナント料や管理

費などを支払って店舗運営するのだ。もう一つの方法は、このようにどこかのサイトに

入居して店舗運営を行っている会社に、「サプライヤー」として商品を供給する方法で

ある。ショッピングモールで言えば、各テナントの中に並ぶ商品の一つとして自社商品

を提供するというものだ。 

 

 「直接出店」による方法であれば、自分の好きなものを好きなように販売することが

できる。自社の商品で多くのアイテムを持っている場合や、自社のブランドイメージを

強く打ち出した販売戦略を行いたい場合などには、このような方法が有効であろう。し

かし、当然、店舗の運営管理などにかかる業務は全て自社でやらなければならい。これ

には大きな負担を伴う。特に、中国語でのサイト運営である。訴求するポイントは日中

間で異なり、寄せられる質問やクレームには逐一返信する必要があり、言語の壁以外に

も越えなければいけない要素はいくつも存在する。 

更に、中国の EC モールに出店するためには、中国に現地法人があることが必要条件

となる。つまり、中国で EC 専門の部隊を立ち上げ、現地法人を設立し、顧客対応や在

庫管理などを行い続けなければならないのだ。 

 

もちろん、このような規模で中国の越境 EC に対応できる企業はそう多くないだろう。

そのため、このような「直接出店」の場合には、代理店に運営を委託することが多い。

代理店では、出店手続きからサイトの制作、顧客対応などまでやってくれる。自分たち

では注文が入った時に、商品を発送するだけである。 

だが、もちろんコストがかかる。売上が好調で収益があがっていればその費用も簡単

に回収できるのだが、特に販売当初などは知名度も低く販売に苦戦する。そうなると、

販売力を高めるために広告戦略などを打つことを検討することになる。EC サイト上で

イベントの広告などを行うのは、意外と高い費用を請求される。こうして支出ばかりが

増え、泥沼にはまりこんでしまうパターンもある。代理店を選ぶ場合には、中国の消費

者の嗜好を理解し、親身になって提案をしてくれる業者を選ぶことが肝要である。 

 

 一方、「サプライヤー」として商品をする場合には、基本的にサイトの運営管理には

一切タッチしない。とにかく商品を卸して、後は終了である。しかし、主導権はサイト

運営者にあるので、自社では商品の提案をするのみで、基本的にバイヤーと商談し、商

品を採用してもらう必要がある。主導権は相手側にあるので、こちらから好きに販売す



ることはできない。この点、感覚的には日本での取引に近いかもしれない。 

 

 越境 ECに出店する際の注意点 

 

 さて、このような越境 EC 関連業者が営業に来た場合、よく言われるのは、「淘宝（タ

オバオ）」などの有名サイトにおける、利用者数の多さと売上総額の大きさではないだ

ろうか。「淘宝（タオバオ）」であれば、5 億人以上の登録人数を抱えていると言われて

いる。これだけ巨大な市場にアクセスできる、という話は、あたかも無限の可能性を感

じさせてくれる。そして、それは決して間違いではない。 

ただ、気をつけなければいけないのは、それだけ巨大な市場ということは、そこでは

それだけ厳しい競争が待っているということだ。日本の同業者はともかく、こうした

EC サイトに最も力を入れて取り組んでいるのは中国の企業である。中国市場において、

中国企業は最も強力なライバルとなる。中国市場を知り尽くしている上、自身が利用者

として消費者の面も備えているため、消費者側からのアイディアを持っている。 

こうした無数の中国企業がひしめき、無数のアイテムが並ぶ列の中に、自社の商品が

加わるのだ。自社のサイトに来てもらい、自社の商品を検索してもらうためには相応の

苦労が伴う。利用者が無数にいるからといって、勝手にやってきて大量に購入していく

ようなことは起こりにくい。中国企業であれば、セールをおこなったり、広告を打った

り、実店舗と連動したプロモーションなども行えるが、海外から販売する日本の企業に

とっては選択肢も少なく、資金力にも乏しい。この点を見落としていると、あたかも

EC サイト上で販売を開始した途端に多くの消費者が群がってくるような錯覚をし、戦

略を見誤ってしまう。越境 EC に参入するというのなら、どのようなサイトでどのよう

に販売するのか、これは非常に大きなポイントとなる。 

 

 日本の有名企業がやっている中国向け越境 EC サイトも選ぶ時には注意が必要であ

る。概ね、日本の企業が主導でやっているサイトは、日本企業には信用があり、日本企

業に対する対応もよい。そのため、日本で商品は集まりやすい。しかし、どんなに日本

では有名な企業でも、中国では知名度が高くないということがある。その場合は、商品

は揃っていても、肝心のアクセス数が伸びないことがある。日本の有名企業であっても、

中国市場でどのようにアクセス数を伸ばす工夫を行っているのかという点については、

事前によくリサーチをしていた方がいい。逆に、中国系の企業がやっている EC サイト

であれば、中国国内で莫大な広告費を使い知名度向上にしのぎを削っている。したがっ

て、アクセス数は非常に高い。しかし、日本での知名度が高くないため、日本の商品を

集めるのに難航している場合がある。日本の事情が分からないため、日本の企業に対し

ても中国企業と同じような条件をつけてくるような場合もある。どちらも一長一短であ

る。どうせ選ぶのなら、できる限り両者の良さがうまく結合しているサイトを選んだほ



うが良い。 

 

 また、商品が店舗に並んでいない越境 EC の場合、消費者はサイト上の情報だけを見

て購入するかどうかを決定することになる。そのため、例えば食品などのように写真だ

けでは商品の特徴を伝えにくいようなものは、販売に苦戦するパターンも多い。一般貿

易のところで述べたことでもあるが、日本からの輸入品は、いくら越境 EC といえども、

途中でコストがかかるため多少割高になる。割高になっても購入したいと思えるほどの

特徴を伝える必要があるが、それをどのように伝えるのか。ここには工夫が必要である。 

デザインや機能などにこだわったアイディア商品なども注意が必要である。単純にデ

ザインだけを真似すれば誰でも作れるようなものであれば、日本で製造したものを輸入

してくるより、中国国内で製造した方が低価格で提供できる。ということは、仮に自社

製品の売れ行きが良くなってきた時、デザインなどを真似して販売するような業者が出

てくる危険性がある。仮にそのような業者が現れた時、対抗措置はあるのか、もしくは

自社でなければ作れない特徴や機能があるのか、こうしたことは十分に検討した上で進

出した方が良い。そうでなければ、単純に中国の悪徳業者にアイディアだけを提供して

終わる、などということになりかねない。 

 

 越境 EC は、今後、一つの大きなツールとなっていくことは間違いない。今は、中国

政府の管理下に置かれ、制度上の微調整が度々繰り返されているが、じきにルール整備

も安定するだろう。自社商品を、越境 EC を通して売るのか、はたまた一般貿易で輸出

し通販サイトで販売するのか、戦略の幅は大きく広がっている。 

 

 

   

中国の越境 EC サイトにある日本商品専門サイト 



（３）中国で飲食業を行う 

 

 それでは次に、中国で飲食業にチャレンジする場合を考えてみたい。これも、比較的

多い相談事例の一つである。 

中国でも日本食の人気は高い。特に、日本渡航経験者の多い上海などの大都市では、

日本料理店も多く、それだけ日本食を楽しむ中国人も多い。また、訪日中国人観光客の

増加に伴い、より本格的な日本食も受け入れられるようになってきているのも、ここ最

近の変化である。そうであれば、実際に日本の飲食業界である程度の成功をおさめた企

業が、中国市場に打って出ることで、チェーン展開などを含めて勝機を感じるのも無理

はない。また、確かに実際の勝機はあるだろう。私のところにも、中国人の投資家から、

「福岡の博多ラーメンのお店で投資を求めているところはないか？」とか「福岡で中国

進出したい有名飲食店を紹介してほしい」といった依頼が度々やってきた。 

上海では、市中心部の開発も一段落し、地下鉄の延伸に伴って広がる住宅地の住人を

狙った郊外型のショッピングモールなどの開発が進んでいる。こうした商業施設には、

レストランエリアがあり、概ねそこには日本料理の店舗を一店舗は入れることになる。

リーシングを行う側からすると、当然特徴があり集客力のある飲食店を入れたい。そこ

で、このような依頼が生まれてくるのだ。 

したがって、話題性のある日本料理店のニーズは高い。ニーズの拡大とそれを狙って

進出する日本の飲食チェーン、一見するとベストマッチのように思うが、やはりここも

苦労がつきまとう。 

 

 飲食店の立地場所を探す 

 

 まず、この立地の問題が、最初の大きな難問である。「〇〇地区で、中国大手開発事

業者が行う大型商業施設のプロジェクトがある。〇万人の集客を見込んでおり、かつて

ない話題性のあるプロジェクトにしたい。日本料理は今や強力なコンテンツなので、是

非とも御社に力を貸してほしい」という言葉で、中国の開発案件に対して相談を受けた

ことがある人もいるかもしれない。このような話を、現地の事情もよく分からず、日本

の感覚だけで話を捉えていると最初の一歩を間違ってしまう。 

中国の開発プロジェクトは、延べ床面積や集客見込みの人数など、日本のプロジェク

トと比べると数字も大きく、規模が非常に大きく感じることがある。しかし、実は、こ

の手のプロジェクトは中国中に掃いて捨てるほどゴロゴロと転がっている。こっそり打

ち明けられて、あたかも秘密を共有した気持ちになるものだが、例えば上海の商業施設

でも、日本人が聞いて最初に感じたイメージ程には大きな話題にはならないことは多い。

いや、なってもすぐに次の大型プロジェクトの話題に移っていく。全国放送のニュース

で話題になるようなこともほとんどないだろう。 



それはつまり、規模の割に遠方からの集客が大きく期待できないということを示唆し

ている。もちろん、個別の案件によって異なるが、特に郊外型のショッピングモールの

場合、遠方からの集客が想定より少ないことがある。つまり、プロジェクトの規模や斬

新さなどをどれだけ訴えられても、結局のところ、施設が立地している地域の周辺住民

が主な顧客となるということになる。 

もちろん、人口の多い中国では、それでも多くの人が集まるだろう。ただ、施設の周

辺にどのような所得層の人が暮らしているか、どのような習慣や行動パターンを持って

いるか、そうした情報は何よりも重要になる。中国の場合は、住んでいる地区や立地し

たマンションのランクなどによっても所得層は大きく変わる。この辺の規模感の掴み方

は、色んな開発の話を聞いて、実際に既存の商業施設や周辺エリアを見て回り自分で理

解していくしかないだろう。 

 

 また、これは立地の問題に限らないが、中国人のビジネスの場合、最初の段階では大

風呂敷を広げて「問題ない」「大丈夫」を連発する傾向にある。最初の間口は大きく開

いておいて、集まったものの中から条件を絞っていき落としていくのだ。 

このやり方が、とにかく日本企業の意思決定の手順と合わない。日本企業は、最初に

細かいところまで条件をつめ、検討を重ねたうえで、会社の上層部に話を上げ、意志決

定を行う。したがって、中国進出を検討している日本企業は、様々な物件を紹介された

際に、まず細かい条件を探ろうとする。その時に出てくるのが、この「問題ない」「大

丈夫」である。 

「大丈夫」だと言うので、担当者は信用して細かい事業計画を練り、経営会議などに

かけ、会社として意思決定を行う。その後，担当者としては既に後に引けなくなった状

況で、中国側から予想もしないような要求を出されるのだ。最初に提示した賃料より高

くなったり、最初に示していなかった経費を請求されたり、期限までに工事が進まなか

ったり、様々なマイナス要素が後になって次々に出てくる。担当者は、折角苦労して会

社として合意形成した以上もはや失敗するわけにはいかないので、ある程度は譲歩して

でも、社内での自分の失点にしないようにするだろう。例えば、既に内装の設計を業者

に依頼している、コンサルと契約して出店にかかる情報を集めている、中国での法人設

立の手続きを始めている等、企業として動き出した以上、簡単に交渉のテーブルを離れ

るわけにはいかない事情が多く発生しているのだ。 

仮に、相手側から「我々のやり方が気に食わなければ、手を引いてもらって結構であ

る」などと言われても、後の祭りである。手を引くためには違約金が発生する契約にな

っていたりする。その結果、「中国人に騙された」となるのだが、良くも悪くも中国で

のビジネスはこのようなことがつきまとう。 

 

最初の段階では甘い言葉を重ねられても、実際の力関係はどちらが上なのか常に気を



配り、想定外のことが起こることを想定しておき、その上で、契約書等で最初の段階で

しっかりと予防策を張っておくことが重要である。 

 

 なぜこの話をここでしたのかというと、飲食などの立地は特に力関係が複雑だからで

ある。開発事業者にとって最も頭が上がらない関係にある相手が、開発会社の株主でも、

入居テナントの有名事業者でもなく、その土地を商業施設として再開発すると決定し、

土地を払い下げた政府関係者である場合がある。中国の場合、大型の開発事業になれば

なるほど、政府機関との関係抜きでは済まされない。いや、むしろ開発事業者ですら、

政府の計画を実行するためのプレイヤーの一人に過ぎないともいえる。 

したがって、そもそもの根本の部分で商業事業の開発の計画は、純粋なビジネスとは

異なる，政治的な論理で左右される可能性があるのだ。そして、そのような話が実際に

降ってきた時には、開発事業者といえどもやむを得ぬ事情として従わざるを得ない。そ

れは結果、その下にぶら下がる無数の関係事業者に影響を及ぼす構造になっている。こ

れを最初から見通せる人間はいない。したがって、中国側も最初は「問題ない」「大丈

夫」と連発し、安心させ、問題が起こってから臨機応変に対応していかなければいけな

いという事情を抱えているのである。 

 

 ただ、商業施設を開発する以上、何よりも政府側から求められるのは集客力である。

したがって、開発事業者からすると、当然集客力が確実に見込めるテナントから成約さ

せていきたいというものである。最初に埋めていくのは、ヨーロッパの有名ブランドシ

ョップなど、中国での知名度も高くブランド力が強い店舗になる。 

したがって、中国の商業施設は、どんなに巨額の投資をして設計や企画が斬新なプロ

ジェクトをやっていても、テナントに入居している店舗は同じような顔ぶれであったり

することも多い。ブランド力がある企業に、テナント料などの面で大きく優遇し、とに

かく出店を決めてもらおうとするのだ。 

ただ、もちろんそのままであれば他の施設との差別化がはかれなくなってしまうので、

開発事業者は、特徴ある独自の店舗の誘致に乗り出す。新規進出や出店などで話がまわ

ってくるのはこの流れの延長線上にある。だから、こうした誘致に乗り出している担当

者は、「何か特徴があるものはないか？」「中国に進出していない素晴らしい企業を紹介

してくれないか？」と口を揃えて言う。 

しかし、最も大きな問題は、「有名ブランド＞新規出店」という彼らの認識である。

もちろん、「有名ブランド店の新規出店」なら申し分ないのだが、日本からの新規出店

の場合、日本人には多く知られていたとしても中国人には知られていないことがほとん

どである。それでは「有名ブランド」としては認識してもらえない。 

そうなると、中国で実績がないから新規出店なのに、実績がないことを理由に冷遇さ

れかねない危機をはらんでしまう。例えば、有名ブランド店舗に対する賃料優遇のツケ



をまわされ、賃料がやたらと高くなったり、それでいてメインの動線から外れた視認性

の悪い場所を与えられたりするということになる。とにかく、自社の出店が、集客効果

が確実に見込めるというポジションに入れない限りは、条件が悪いチャレンジ枠のよう

なものしか与えてもらえない。つまり、どんなに甘い言葉で誘われても、中国での集客

実績を持っていない新規出店は最初からハードルが高めなのである。 

 

  

重慶の商業施設と飲食エリアに立地する日本ブランドのチーズケーキ店 

 

 

 それでは、商業施設への入居を諦め、路面店を狙って出店を検討したとするとどうだ

ろうか。 

ちょっと調べれば、上海市中心エリアの路面店は、賃料が軒並み異常に高騰している

ことが分かるだろう。「日本よりコストが安い」などとは二度と口に出せない程の金額

を聞かされるはずである。新規進出であれば、中国での知名度は低い。そのため人通り

の多い路面店に入居し、集客力を補う方が望ましい。しかし、そのためには、高い賃料

を覚悟し、高い客単価で高い回転率を維持しなければならない状況になる。なかなか勇

気のいる決断である。 

そのため、賃料を下げて、人通りの少ない通りの路面店を選択するパターンがある。

人通りが少なくても、味やサービスが上質であれば客が来るだろうと見込むのである。

しかし、実はこれもなかなかハードルが高い。上海には、現在、数千店の日本料理店が

存在すると言われている。日本から進出した飲食店だけではなく、中国資本の日本料理

店であっても、最近は日本人のシェフを雇い、本格的な日本料理を提供しているところ

もある。その激しい競争のただ中にあって、味やサービスで抜きんでる、もしくは、経

験豊かな既存店を差し置いてプロモーションで一歩秀でるというのは至難の業なので

ある。 

つまり、新規で日本から進出する場合、商業施設に入居しようが、路面店で立地を選

ぼうが、いずれにせよ理想の立地場所を探す作業というのは困難を極めると覚悟をして



おいた方がよい。プロジェクトの案件や物件の情報を聞いて安易に進出を決めるのでは

なく、慎重に中国での展開についての戦略を練り、その上で戦略に適した立地場所を探

していく方がよいのである。 

 

また、この点では、中国の企業と手を組むという方法も有効である。手を組む相手企

業がその地域で一定の力を持っていれば、好条件の立地場所を見つけてきてくれるだろ

う。この情報力と影響力については、地元の大企業にはかなわない。この場合、テナン

トの立地場所や集客などについては中国側の企業が担当し、味の開発や管理、スタッフ

のオペレーションなどを日本側が請け負うというような役割分担となることが多いだ

ろう。 

 しかしながら、こうした合弁企業は、経営方針、特に出店計画などについては、中国

側と日本側で意見が衝突する場合がある。長期的な展望については、パートナーとなっ

た企業と最初にしっかり意見交換することが大事だ。最初は好条件で、好きにさせてく

れるような話であっても、経営がうまくいかないと、態度が豹変し様々な要求が突き付

けられることもあるので注意が必要だ。いずれにせよ、パートナー企業を探す以上は、

慎重にしてもしすぎることはない。 

  

 食材とスタッフの課題 

 

 また、難しいのは立地場所だけではない。次にぶつかるのが「食材調達」の問題であ

る。 

多くの日本料理店がひしめく上海では、業務用の日本食材を扱う商社も多く、ある程

度の輸入食材は手に入るかもしれない。しかし、例えば肉類や青果物など、根本的に日

本から中国へ輸入が制限されている食材も多い。また、中国で生産されていない調味料

については、日本からの輸入品に頼らざるを得ない。輸入品ということになると、仕入

れの価格も高くなってしまう。 

「日本式のおもてなし、本格的な日本料理」と、どこもが考える。日本と同じブラン

ドで勝負するところは特に切実だ。しかし、待っているのは、こうした食材調達の制約

が多い中でのメニュー開発である。自由に食材が手に入らない状況下で、同業他社と同

じような食材を使ってメニューを組み立てていたら、既存の日本料理店との違いを出し

ていくのも難しい。 

また、店舗戦略にもよるが、あまりに手間をかけた料理を開発すると、中国人スタッ

フに調理を任せるようになった場合に難しくなってくる。更に、いくら日本料理に対す

る人気が高まっているとはいえ、メジャーでない料理は中国人に受け入れられるかどう

か難しい。このようなことを考えていくと、結果的に無難な価格設定の無難なメニュー

となってしまい、特徴を出すのが難しくなってくる。後発組として特徴が出せないと、



競争が厳しい上海で勝ち残っていくのは難しい。 

 

では、上海が難しいなら、本格的な日本料理店がまだ少ない他の大都市に先駆けて進

出しようとしたらどうだろうか。確かに、そうなると競争が少ない分、成功する可能性

は高まるかもしれない。しかし、今度は日本料理店の市場が小さい分、必要な食材を調

達してくれる商社を探し出すのに苦労することになる。物量が少ない分、輸送コストが

上がり、しっかりとした食材を使用したいと思えば思うほどコストが上がる。結果、単

価が高くなってしまった料理を、上海より所得が少ない地方都市の消費者に提供するこ

とになってしまう。その価格帯を受け入れてくれる消費者に情報を届けるために、別の

面での工夫が必要となってくるのである。 

 

   

上海では本格的な日本料理を提供する日本食の店舗が多数存在する 

 

 

 さらにもう一つ、「人件費」の話もしておこう。中国で飲食店を展開する場合、スタ

ッフの人件費の安さはコストを抑えられる部分としてメリットのあるところだろう。日

本に比べると一人当たりの人件費はまだ安い。しかし、ここに一つ落とし穴がある。こ

うした飲食店のスタッフは、特に地方からの出稼ぎで来ているような人材が多い。 

そうなると、あくまで一般論だが、とにかく仕事の効率が悪い。自分自身が、優れた

サービスを体験したことも少ないため、「良いサービス」という概念がない。したがっ

て、自ら考えて動くということができない。日本の飲食のアルバイトなら、1 人で何役

もこなせるところが、中国だと一つの業務ごとに 1 人ずつスタッフを配置しないとい

けなくなる。すると、サービスの質を確保するため、スタッフを多めに雇用することに

なる。結果的に、1 人当たりの給与の単価は低くても、総額で見れば日本の場合とそん

なに変わらないということになりかねない。 

また、日本人が中国に乗り込んで日本料理店を開店する場合、特に力を入れるのが「日

本式サービス」になるが、この質を維持するのに苦労する。人の流動性が高いのだ。開



店時にしっかりと人材教育をし、ある程度質の高いサービスができるようにしたとして

も、スタッフは、驚くほどあっさりと辞めていく。日本人の客が来店した時のために簡

単な日本語教育をほどこすと、日本語を覚えたそばから転職していくという事態も起こ

りかねない。次第にサービスの質が落ちてくるので、優秀なスタッフを引き留めておこ

うとすると、今度は給与や待遇を良くする必要が生じ、結果人件費が上がっていく。立

地場所やメニューの話は、当初頭を悩ませれば解決するが、恐らく最後まで頭を悩ませ

続けるのは、こうした人に関する問題であろう。中国人スタッフを使って日本式のサー

ビスを提供しようと考えるのは、コストがかかることなのである。 

 

 飲食店も楽じゃない？ 

 

 このように、中国で飲食店を展開するのも、決して簡単な話ではない。数年で数店舗

に拡大するような計画を携え、鳴り物入りで進出してきた有名チェーンが、多店舗展開

どころか 1 店舗目のオペレーションに苦戦し、収益を上げられないまま撤退する、と

いったこともある。誰かが持ってきたプロジェクトの話に十分な検討もせずに乗っかっ

ていると、高い賃料の割に集客力のない場所に立地し、それなりの値段がするのに特徴

のない日本食しか提供できず、優れたサービスを提供できないスタッフを大量に抱えて

身動きが取れなくなってしまうこともある。当然であるが、中国で日本食が広がってい

るとはいえ、成功が約束されているような甘いものではないのだ。 

 

また、細かい点を挙げれば、飲食習慣に関する日中間の違い、中国の各都市間の違い

も存在する。 

例えば上海人はあまりお酒を飲まない。日本料理店だからと日本酒や焼酎を用意して

いても、アルコールではあまり稼げない。また、上海人は、日本人のようにダラダラ居

座らない。18 時～19 時頃にやってきて、ご飯を食べて 20 時～21 時頃にはすぐに

店を出る。実は、上海市内の中華レストランも閉店時間は意外に早い。しかし、21 時

頃から来店するお客も少ないので、回転率が上がらない。 

しかし、広州だと、レストランは夜遅くまで営業している。南国の気候のせいだろう。

夜食を食べに行く習慣が根強い。また、飲茶の習慣もあるので、朝も早い時間から外に

食べに行く習慣がある。日本式の経営をベースに考えていると、このような食文化の違

いからくる落とし穴がたくさん存在しているのである。 

 

 ただ、「上海レポート その２」でも述べたように、「今や上海人はお金持ちになった

のではないか？」という疑問も持たれるかもしれない。確かに、上海人は豊かになった。

街中を歩くと、比較的高級なレストランでも大勢のお客で賑わっているのを目にするだ

ろう。中国の飲食業は極めて好調なのだ。 



しかし、ここで中国人の飲食習慣を考えておきたい。中国人の外食においては、誰か

が全員分の支払いをし、割り勘は存在しないというのが基本のパターンである。現在、

若者を中心に割り勘も増えているが、あくまで基本ベースは「ご馳走する」である。し

かも、なるべくなら大人数を呼んでご馳走してやる方が、メンツが立つ。そのため、会

社の接待費も比較的に自由に設定されている。仕事の延長線上で食事をする場合、感覚

的には日本よりも経費で落としやすいようにしているように思う。ただ、個人のお金だ

ろうと会社の経費だろうと、「ご馳走する」以上は、できれば見栄えのするお店で、美

味しい料理をふるまいたい。 

したがって、接待で使える高級レストランの価格は、今や天井知らずとなっている。

上海の有名な観光スポット「外灘」付近には、きれいな夜景が楽しめる会員制のレスト

ランなども存在している。一人当たり数万円のレストランである。こだわりぬいた最高

級の食材を使い、超一流シェフが腕をふるう店舗である。店内の装飾品やスタッフも一

流であり、最高のサービスをおこなう。 

 

 一方で、庶民が普段一人で食事をするようなお店は、単価が低い。中国は格差社会で

あるが、格差がある社会というのは、貧しい人が食べるものに困る社会ではない。所得

が高い人から所得の低い人まで、それぞれのレベルに合わせたサービスが存在している

社会である。したがって、路地裏の小さなローカル店に入れば、安いところでは 10 元

（約 150 円）くらいで麺がお腹いっぱい食べられる。この最安値の店から最高値の店

まで、さまざまな価格帯のレストランが同時に存在しているのである。普段は、比較的

安めのお店で食事を済ませ、いざ誰かにご馳走するときは、惜しげもなくお金を使いお

もてなしをする。これが、中国人の精神世界なのだ。 

 

 

  

高級レストランとテントで営業する屋台 

 

 



 中国で飲食店戦略を考える 

 

 ところで、私が上海でよく言っていた日本食レストランは、通常 200 元～300 元

（約 3,000 円～5,000 円）くらいが相場であった。恐らく、日本から輸入した食材も

織り交ぜながら、ある程度しっかりした日本食を上海市内で提供しようとすると、結局、

客単価が 300 元くらい必要になるのではないだろうか。もちろん、そのレベルの客単

価の店を求めるニーズも多い。 

しかし、それは同時に上海の日本料理店市場では、最も競争が激しいレンジでもある。

更に、それはあくまで上海市内の話であり、多店舗展開をするために横展開を考えてい

くようになると、客単価 300 元で回転率を維持できるほどの都市はそう多くはない。

これは、あくまで私の私見であるが、中国で飲食店を展開する場合、回転率をギリギリ

まで高める手法か、客単価をギリギリまで高める手法のどちらかを選んだほうがいいの

ではないかと思っている。 

 

回転率を高める方法というのは、コストパフォーマンスを究極まで追い求め、低価格

で質の良いものを提供できるスタイルである。セントラルキッチンで多店舗展開を見据

えたり、マニュアル式のサービスで均一のサービスを確保したりといった仕掛けが必要

になるだろう。しかし、中国という広大な土地の、無尽蔵とも思える人々を相手にビジ

ネスを行うなら、このようにどこの都市でも応用可能なビジネスモデルを最初から考え

ておくということが非常に大事だと思う。お客さま一人一人から得る利益は少なくても、

量をこなして大きな利益を得るのである。フランチャイズ展開も考えられるだろう。 

 

逆に多店舗展開で中国全土に拡大していくことを考えないなら、1 店舗に資本を投下

して、最高級の日本料理ブランドを築き、客単価で収益を得るという方法もあるだろう。

他には誰にも追随できない最高の技術を極めれば、最高級の日本料理店としてブランデ

ィングができる。そのブランディングができれば、日本でインバウンド戦略と連動させ

たり、高いブランド力を活用した次の展開をしたり、といったことが考えられるのであ

る。 

 

ただ、こうして出店する場合でも、日本とは異なる感覚としてコスト上昇の問題は頭

に入れておいた方がいい。上海の不動産は値上がりを続け、賃料は毎年値上げの圧力に

さらされている。人件費も年々増加していく。当初は、客単価 300 元くらいの設定で

店舗運営を計画し、最初の数年は軌道に乗ったとしても、長期的に見ると、コストは上

昇圧力が常にかかるのに対して、客単価は思ったほどに伸びない。しばらくは 1 店舗

運営で様子を見てみるようにしていると、最初の 1 店舗の運営が年々厳しくなる。そ

の営業成績を見て、長期計画が立てられなくなってしまう、ということが起こりかねな



い。日中間の政治問題など、わずか数年の間に、予想もできなかったようなビジネス環

境の変化にさらされる可能性もある。 

そうであれば、とりあえずやってみて徐々に店舗を増していくより、スタートの地点

でどのようなビジネススキームを組んで、どのようなゴールを目指すのか、という絵を

きちんと描いておくことが何よりも重要になる。それがなければ、消耗戦になり、いつ

か撤退を余儀なくされるだろう。 

 

ただ、そこは異国の地である。じっくり時間をかけた調査も難しいだろう。いきなり

こうした戦略を組むのも難しいかもしれない。「とりあえず」参入する、というところ

もあるかもしれない。 

そうであれば、いっそ新たな中国向けのブランドを立ち上げ、日本側のブランドと一

旦切り離してでも、中国で飲食ビジネスのノウハウを積むという位の余裕は欲しい。特

に戦略もないまま、自らのブランドを掲げ、鳴り物入りで進出してしまうと、たった一

回きりのチャンスを安易に失ってしまうことになりかねない。経験を積んで中国におけ

る飲食店経営の感覚がつかめたら、立地の問題やブランディングの問題など、自分が足

りないもの、中国人にはかなわない分野について、どのように中国企業と手を組むとい

うことを具体的に考えられるかもしれない。まだまだ中国全土には圧倒的に数が少ない

日本料理店である。急成長して、中国全土に多店舗展開するようなことも決して夢物語

ではないと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．日本で迎え撃つ 

 

（１）インバウンドで「おもてなし」 

 

 盛り上がる訪日観光客 

 

 「上海レポート その２」でも述べたが、今や日中ビジネスは、中国に出ていく人だ

けが行う特殊なビジネスではない。英語が話せなくても、中国語が話せなくても、自分

の業務に急に「中国人対応」という項目が追加される時代になった。そして、その内、

今最も可能性が高いのが、インバウンド分野であろう。 

日本政府観光局（JNTO）が発表している訪日外客数の統計によると、2016 年の

訪日外客数は、前年比 21.8％増で、過去最高となる 2,403 万 9 千人を記録した。こ

のうち中国からの訪日外客数は 637.3 万人を記録し、シェアでトップとなった。下の

グラフは、2016 年における訪日外客数の国別シェアと、訪日中国人客数の推移であ

る。 

 

 

出典：日本政府観光局（JNTO） 
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出典：日本政府観光局（JNTO） 

 

 

 訪日中国人客数の推移を見ると、2015 年からの増加が著しい。実は、2009 年か

ら 2010 年頃にかけて、訪日中国人客数が増加する兆しは既に現れていた。しかし、

2011 年 3 月 11 日に東北地域太平洋沖地震が発生し、訪日観光客数が激減した。そ

の後、2012 年には尖閣諸島の国有化に端を発した抗日デモなどが中国全土で吹き荒

れ、日中関係は一気に冷え込む。一時は、中国政府から旅行会社に日本向け商品の造成

を控える指示まであったと言われている。 

しかし、2014 年 11 月 10 日に北京でアジア太平洋経済協力会議（APEC）の場

で安倍晋三首相と習近平国家主席が握手を交わしたことにより状況が好転する。この時、

日本のメディアでは、習近平国家主席の苦虫を噛み潰したような表情が話題になったが、

中国人にとってこれは日本との衝突を一旦手打ちにするという合図であった。その後、

日本向けのツアー商品などが中国で次々に販売され、このような観光客の急増を招いた。

私も、2014 年 4 月に上海に赴任してから、この驚くほど急速に変わりゆく状況の変

化に振り落とされないように必死でしがみついていた記憶がある。 

 

 しかし、このように訪日中国人が急増したことは、日本人にとっては意外を通り越し

て、理解が難しかったのではないかと思われる。2015 年には中国人旅行客による「爆

買い」という言葉が流行語となった。これは、中国側から見ていると事情が異なってい

る。下の図は、中国国家旅游局が発表している資料から抜き出した中国人の出国旅行者

数に先ほどの訪日中国人客数の推移を重ねたものである。 
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出典：中国国家旅游局及び日本政府観光局（JNTO） 

 ＊2016 年の出国旅行者数は推計 

 

 

本来、統計方法が異なるため単純に計算はできないが、中国人の出国旅行者数は既に

年間 1 億人を超えている。2016 年の人数はまだ公表されていないが、2015 年より

も増加が見込まれる。このように右肩上がりで増加する中国人の出国旅行者数を考えれ

ば、日本に訪れている中国人観光客はほんの一部であることが分かる。 

こうした中国国内での出国旅行者が上昇傾向にある中、日中関係が悪化して政治的に

おかしな圧力が加えられ一時的に訪日中国人客数が減少したとしても、その圧力がなく

なれば、結局出国者数の増加にしたがって訪日客も増加する。受け手からすれば、圧力

により抑えられていたものが一気に解放された結果、急激に増加しているように見える

だけなのである。 

 

 「爆買い」とは何だったのか？ 

 

 また、「爆買い」についても考えてみたい。先述した通り、2015 年には中国人観光

客が日本に押し寄せ、大量に買い物をして行く姿を日本人は「爆買い」と呼んだ。下の

グラフは、google トレンドの機能を使って調べた「爆買」というキーワードの検索数

と、元に対する日本円の為替レートの推移を示したものである。 
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 出典：google トレンド及び Investing.com より筆者集計（為替は 1 元=日本円） 

 

 

 このグラフを見ると、為替レートと「爆買い」との関連が見えてくると思う。2014

年頃から円に対して人民元の為替は上昇した。2015 年の 7 月頃には 1 元＝20 円を

超えるような状況も生まれた。現状とは４円くらいの差がある。為替レートにおけるこ

の差は非常に大きい。例えば、10 万元用意したとすると、2015 年の夏には、現在よ

り４0 万円分現金が増えたことになるのだ。 

したがって、この頃、中国人は日本で狂ったように買い物をした。そもそも、中国人

の認識の中では、日本の製品は「高性能だが高い」というイメージがある。この時期、

日本製品は、「高性能なのに安い」に変わったのだ。何度も日本に訪れているリピータ

ーも、初めて日本に来る観光客も、ここぞとばかりに日本で買い物に明け暮れた。 

普通に日本で暮らしていると為替レートの変動はあまり実感がないものではないだ

ろうか。突然大挙して現れ商品を買いつくす「イナゴの大群」のような中国人観光客に、

多くの小売りの販売員は戸惑ったことだろう。こうした現象が、「爆買い」という言葉

と共に認識されてきたのが、2015 年の後半から 2016 年の前半にかけてだろう。

2015 年の流行語大賞にも「爆買い」が選ばれた。こうして「爆買い」という言葉は

浸透していく。 

しかし、言葉として定着した頃には、為替レートは変動し、人民元に対して円が上昇

を始める。日本のインバウンド関係者が中国人観光客の「爆買い」に注目し、投資をし

て迎撃態勢を整えた頃には、中国人にとっての日本製品バーゲンセールは終わっていた

のだ。この段になって、中国人観光客向けに「〇％引き」といったクーポン券などをい
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くら発行しても、為替変動ほどのインパクトは全くない。為替レートというのは、個々

の企業の販促費用とは比べようもないほどの影響力を有しているのだ。 

「爆買い」という現象につられて、こうした中国人観光客向けの対策を講じた事業者

は、思ったほど中国人観光客が購買しないということに気づく。いわゆる「爆買いの終

焉」である。この頃、私も上海でこの理由について多くの方から質問を受けた。「中国

の経済が傾いているのか？」「中国政府の贅沢禁止令の影響か？」「越境 EC に流れてい

るのか？」等々。しかし、私は、事は極めて単純だと思っている。単に「2015 年の

夏頃、中国人にとって日本の商品は大バーゲン状態だった」という、このストーリーだ

けを信じている。 

 

 さて、私のこうした話を信じてもらえるのなら、日本のインバウンド関係者にも一つ

の示唆が与えられると思う。日本国内の観光客と国外の観光客を相手にする場合の決定

的な違いである。国内の観光客を相手にする場合には、企業も販促や広告の手法、訴求

ポイントなど、色々とノウハウが蓄積されているだろう。ある程度、そこにかける経費

と収益の関連性なども予測可能かもしれない。しかし、国外の観光客にとって、最も重

要な点は「為替レート」である。例えば、「100 円引きクーポン券」などを企画して、

外国人観光客に配布していても、相手からしてみたら、その 100 円の価値は日々異な

っている。その変動は、時に 100 円分の価値を越えることもあるのだ。 

したがって、同じように販促していても、ある時は効果が高く、ある時は効果が低い

ということが生まれるだろう。こうした、いわば「神の手」である為替レートによって

根本的な市場の趨勢が握られている、これがインバウンド市場だと理解しておくべきで

ある。そして、本来予測不能な為替レートにできるだけコミットし、為替レートの変動

があったら迅速に販促手段の対応ができる企業は、目の前の変化に気づかない同業他社

に比べて一歩先んじることができるということなのである。 

 

 「爆買いの終焉」と「体験型」 

 

 また、「爆買いの終焉」と共に語られだしたことがある。中国人観光客は、今や「爆

買い」から「体験」へと変化した、ということである。私は、この話を否定はしないが、

「買い物」か「体験」か、という両極端な話でもないと思っている。 

日本へ訪れる中国人観光客は、大きく「初めて」と「リピーター」に分けられる。こ

の正確な割合は分からないが、在上海日本総領事館が発行するビザの件数の推移を見る

と、既に「個人ビザ」の発行件数が「団体ビザ」の発行件数を越えている。ここから、

上海などを中心に、リピーターがかなり広がっていると想定できる。ただ、一方で地方

都市では、少しずつ所得が上がってきた人たちにより「初めて」日本に観光に行くとい

う人が後をたたないことも想像に難くない。 



これはあくまで私の想像であるが、「初めて」日本にいく人たちは、最も期待値が高

い人たちであろう。出発前には、周囲の家族や友人に大いに喧伝しているはずである。

日本に着いたら全てが新鮮。どこに行っても興味深く、何をしていても初体験である。

テレビで見ていた「反日ドラマ」に出てくる日本兵とは全く異なる人々、中国とは全く

異なる清潔な空間、そして中国で見たことがない日本の商品の数々。ひょっとすると人

生で一回きりの経験かもしれないと感じると、やり残したことがないようにしたいと感

じる。こうした高揚感と焦燥感から、家族や友人、お世話になった人たちの顔を思い浮

かべ、買い物かごに次々と商品を放り込んでいく。「初めて」の観光客にとって、訪日

は全てが強烈な非日常体験であり、そんな体験を周りに伝えたいものなのである。「初

めて」日本を訪れて、印象が全く変わったのだと興奮気味に話す中国人にもたくさん会

ってきた。 

しかし、「リピーター」は少し異なる。2 回目があったのだから、3 回目もあるかも

しれないと考える。回数を重ねていくと、わざわざ友人たちに触れ回るほどの希少価値

もなくなってくる。非日常感は徐々に失われていく。それに伴って買い物する内容にも

変化が起きる。まず欲しいものは、自分が使うものになっていく。前回買って高い効果

があった商品、事前に入手した情報で前評判が高かったような商品などが買いたい。家

族やお世話になっている人には、「さすが日本通！」と言ってもらえるような厳選した

アイテムが欲しい。そして、買い物はなるべく効率的に済ませて、前回とは違う思い出

を作って帰りたいと思う。それが「体験」である。中国では体験できないこと、周りの

友人が体験していないこと、そんなことを体験して、旅行仲間に SNS を通じて発信し

たい、と考える。「爆買いの終焉」とセットで語られる「体験」とは、この部分のこと

ではないかと思うのだ。 

 

繰り返すが、2015 年夏頃には、「初めて」の人にとっても、「リピーター」にとっ

ても、一様に日本の製品は安かった。「初めて」「リピーター」に関係なく全ての中国人

観光客が買い物に殺到した。「リピーター」にとっても、何度も来ている日本で、今ま

で高くて手が出せなかったものを買う千載一遇のチャンスだったのだ。 

しかし、為替レートが変動すると、「リピーター」はその列から離れた。「初めて」の

人たちは未だに買い物をするが、日本語も喋れず、1 人で満足に買い物もできないよう

な人たちである。彼らは、ツアー客として、中国人のスタッフが対応してくれ、中国語

で安心して買い物ができる「免税店」に流れていく。「爆買い」のおかげで随分と資金

が潤沢になったのであろう、「爆買い」時期からこうした免税店がずいぶん増えた。 

そのため、「爆買いの終焉」により「初めて」の観光客を街中では見ることは少なく

なった。円安によってたまたま恩恵を受けたような小売店は、円高で目の前から中国人

が減り、もしくは自分用のコスメ用品などに買い物が集中する現象を見て、「爆買いの

終焉」を感じた。しかし、それは単に通常運転の状態に戻っただけとも言える。その結



果、新たなニーズとして「リピーター」が求める「体験」という部分にスポットがあて

られたのだろうと私は分析している。 

このように考えていくと、「体験型」と言われるインバウンド事業についてもポイン

トがいくつか見えてくる。ただやみくもに「体験」をうたっていれば中国人観光客が寄

ってくるかというと、そんなに簡単なことでもないだろう。 

 

まず、当たり前だが「中国では体験できない」ということは大前提である。SNS で

の中国人の友人の投稿を見ていると、投稿している内容は、やはり日本らしい出来事に

集中している。例えば、映画鑑賞は一種の体験であるが、これは中国でもできるのでわ

ざわざ日本で映画を見に行く人は少ないだろう。これと同様に、既に中国でも普通に体

験が可能なことについては、日本でいくら宣伝されても人が集まらない。SNS で発信

することを考えると、その情景が日本なのか中国なのか判別できないようなものは、ニ

ーズも高くないと考えられる。 

しかし、「中国では体験できない」ということは、多くの体験は「説明しないと分か

らない」ということになる。つまり、和服の着付け体験とか抹茶体験など、既に知名度

の高い日本らしい体験でもなければ、「今まで知らなかったが面白そう」と思わせる必

要があるのだ。 

この時、中国人観光客に向けた簡単な紹介フレーズを提供してやる必要が出てくる。

いわばキャッチフレーズだ。このキャッチフレーズが、中国人目線で分かりやすく作ら

れているとよい。中国人の We Chat を使った投稿では、個人差はあるものの、概ね画

像数枚と数行の文章で構成されている。SNS で情報が拡散される時代には、その SNS

で投稿するわずか１～２行の間で日本を知らない中国人にも伝わるようなフレーズを、

こちらから提供してあげることが親切だと思う。むしろ、端的で分かりやすいフレーズ

を提供できるなら、こちらから情報をコントロールできるというものだ。分かりやすい

フレーズは、周囲に拡散されていくスピードも速い。観光客が発信する SNS を通じて、

あっという間に知名度を高めることも可能なのだ。 

 

なお、フレーズの分かりやすさ、というのは、情報の受け手が持っている知識とどれ

だけリンクさせられるか、ということだと思う。例えば、中国で「中国の近代文学・歴

史学の先駆者である郭沫若にゆかりがある場所で…」と言われた際、「郭沫若」を知ら

なければ、リンクはされない。結果的に、このフレーズは「分かりにくい説明」という

ことになってしまうだろう。しかし、「九州大学を卒業した中国の近代文学・歴史学の

先駆者の郭沫若にゆかりがある場所で…」と少しうんちくが加えられるだけで、「郭沫

若」を知らなくても、福岡の人なら「九州大学」という誰でも知っている単語と頭の中

でリンクする。そうなると、興味と親近感が湧いてくるというものであろう。「九州大

学」を知っている SNS の友人たちに教えてあげたいという気持ちになるかもしれない。 



また、「日本のマチュピチュ」などというフレーズがあったが、これは日本人に「マ

チュピチュ」が浸透しているから通じるフレーズであり、それ故に、「マチュピチュ」

を知識として持っている日本人には情報のインパクトが高い。しかし、これを「日本の

張家界」と言っても多分日本人には効果がないだろう。恐らく日本で中国の「張家界」

に関する知識を持っている人は少ない。頭の中で知識とリンクしないのだ。中国の湖南

省にある張家界は映画「アバター」のロケ地である。そう言われれば、頭の中で「アバ

ター」とリンクされ、「張家界」のインパクトは残るのではないだろうか。仮に「張家

界」に旅行に行ったとしたら、「アバターのロケ地として有名な張家界に来ました！」

などと投稿するだろう。中国人が持っている知識に寄せて、自らの提供するサービスや

観光地をリンクさせていく。これが SNS で情報が拡散されるためには重要だと思う。 

 

それから、相手のニーズの中に、「中国ではできないこと」「日本でしかできないこと」

の画像を撮影して SNS でアップしたいというニーズがある以上、そうした投稿にふさ

わしい日本らしい演出と撮影ポイントの提供を、ある程度意識しながらやっていくこと

も大事だと思う。観光客が撮影した画像は、今や最高の広告ツールである。彼らが撮影

した写真が人を惹きつけるようなものであれば、その投稿は拡散され、影響されて来訪

する人が広がる。そうであれば、先回りして、投稿したくなるような画像、拡散したく

なるような画像を撮影できるポイントを用意してあげれば、高い広告効果が期待できる

のではないだろうか。その撮影ポイントから撮影した画像には看板が入る構図になって

いるとか、象徴的なものが入る構図になっているとかは考えておいても損はしない。例

えば、シンガポールに行った人たちが、マーライオンとマリーナベイ・サンズの写真ば

かりをアップしている。彼らにとって最も効果的な広告は、こうして日々シンガポール

を訪れる世界中に人たちがアップする SNS の投稿ではないだろうか。こうした環境を

意図的に生み出してやるのである。 

 

どのようなストーリーで伝えるか 

 

それでは、どのようなストーリーが良いのかということを、もう少し掘り下げたい。

まず、情報というのは、①どのように切り取り、②どのように伝えるか、という 2 点

が重要だと思う。もちろん、こんなことは私が言うまでもない。 

 

しかし、ここで注意してもらいたいのは、①の切り取り方である。どのように切り取

った方が効果的なのか、という点については、日本人相手と外国人旅行者相手では根本

的に異なっている。よく見かけるのは、日本人向けに作っていたはずの広告物やコピー

をそのまま外国語に翻訳しているパターンである。少しゆっくり考えてみたい。 

 



まず、観光客がその土地に来て求めるものは、その土地にしかないものである。福岡

について考えた場合、残念ながら福岡は中国人観光客が日本で最初選ぶ旅行先とは言え

ない。そうであれば、概ね、東京や大阪などで日本を体験したことがある人がターゲッ

トになる。「日本」そのものを体現したようなものなら、東京や大阪、京都などの都市

の方が多くのリソースを有しているだろう。そうであれば、勝負するポイントは、「福

岡らしさ」。つまり、東京などでは味わえない「福岡でしか食べられないもの」「福岡で

しか買えないもの」「福岡でしか体験できないサービス」などに興味が注がれるはずで

ある。それこそが観光客にとって SNS で発信したい内容であり、それこそが「集客」

につながるストーリーとなる。そうなってくると、本来、全国チェーンの店舗より、ス

トーリーを作りやすい地元の企業の方が有利となる。それがインバウンドの市場という

ものだろう。 

 

しかし、福岡の街を歩いてみると、現状では、数多く乱立するブランドの中で、どれ

が地元のブランドで、どれが全国展開しているブランドなのかという違いは見て判断す

るのは難しい。住んでいる人間でもそうなのであるから、初めてやってきた観光客にと

っては更に分かりにくいだろう。仮に東京や大阪からやってきた観光客を対象にする戦

略であれば、それでも充分である。なぜなら、彼らにとって、福岡で探すものは、自分

の住んでいる地域では見かけないものという基準がある。基準がはっきりしているから

選択も明確である。 

しかし、海外からの旅行者は違う。例えば、天神の地下街に並ぶ数多い店舗の中で、

どの店が東京にもあって、どの店が福岡にしかないのか、判断する基準も情報も持たな

い。手に取った商品のうち、どの商品が東京などでも購入できるのか、どの商品がネッ

トでも買えるのか、そしてどの商品が一期一会でこのタイミングでしか買えないものな

のか、さっぱり分からないのだ。上述した通り、観光客にとって、滞在時間というのは

限られた時間であり、最大限に効率的に行動したい時間である。いちいち商品を見て、

一つ一つその点を確認するような暇はない。結果、たくさんの商品が並んでいるにも関

わらず、じっくり見ようという気にならない、ということが起こるだろう。実際、以前

福岡に旅行をした中国人に話を聞いていたら、「日本語も分からず日本への予備知識も

薄い。時間も限られているので、誰かが説明をしてくれないと買い物しようという気に

ならない。誰か案内をしてくれる人がいればいいのだが…」と話していた。旅行会社の

中国人の友人は、そうしたニーズに対応するために、通訳も兼ねて街歩きに数時間お付

き合いするツアーを始めた。 

 

こうした点を考えると、インバウンド市場を狙うのならば、今までとは異なる角度で

PR を考える必要があるのではないかと思わされる。福岡の地元企業にとって、これま

で最も大切にしてきた主要な顧客は、福岡やその近郊都市に住んでいる消費者であろう。



そこをターゲットに戦略を練り、広告やキャッチコピーを考えてきたはずである。福岡

のお客にとっては「福岡らしさ」はあまり必要ない。「福岡」は日常である。むしろ「福

岡以外の商品」の方が非日常である。そこで、「海外から直輸入」や「東京から初出店」

といった戦略が効果的になる。福岡の地元のお客に訴求するなら「福岡以外＞福岡」の

方が効果的だと言えるだろう。しかし、海外からの観光客は真逆である。「福岡」が非

日常であり、「福岡以外」が日常なのだ。彼らに対する訴求を考えるのなら「福岡＞福

岡以外」としなければ効果が出ない。 

この点は、上手く PR できていない店舗もあるように思う。外国語に翻訳した広告物

でも、福岡の地元の顧客向けに作った宣伝文句をそのまま外国語に翻訳しているケース

が見られる。しかし、残念ながら、仮にその中に「海外で人気」とか「東京からやって

きた」とかの文句が入っているのなら、その翻訳の苦労はむしろ逆効果となるだろう。

そんな言葉を見かけたら、わざわざ「福岡らしさ」を求めて福岡にやってきた外国人観

光客は、効率的な時間の過ごし方の中から、その店舗を除外するだろう。 

外国人観光客に PR するつもりなら、物販でも飲食店でも同じだが、自らが経営して

いる店舗の中で、どの点が「福岡」独自のものなのか、どの点がほかの地域では絶対に

体験できないことなのか、そうした視点で切り取っていかなければ、せっかくの広告が

無駄になってしまう。つまり、国内市場相手に行っていることの延長線上で戦っても外

国人観光客には届かない、という基本的な事実を認識しておくべきなのである。 

 

ただ、注意しておいてほしいのは、ここにおいても、「非日常」がキーワードとなる

ということである。中国人観光客にとっての「非日常」とはなんだろうか？ 

それを知るためには、とても簡単な方法がある。実際に中国に行ってみることである。

そして、彼らにとっての「日常」を自分の眼で見るのだ。飲食店なら普段中国人が何を

どんな風に食べているのか、アパレル店なら彼らが普段どんな店で何を買っているのか、

そうした点を知っておくことが重要である。すると、自分の中に、彼らにとっての「非

日常」のアイディアが仮説として浮かんでくるかもしれない。いや、むしろ次々に湧い

てくるはずである。数日間の中国出張など、費用的にも日数的にも大した投資ではない

だろう。とにかく、「日常」を知らなければ、「非日常」は分からない。「日常」の中に

こそ答えはあるだろうと思う。 

 

どうやって伝えるか 

 

それから、①で切り取った情報を、②どのように伝えるか、という点についても考え

てみたい。どの媒体で広告を仕掛けるかと考えた場合、日本で伝統的に根強いのは、雑

誌の広告、フリーペーパー、チラシなどではないだろうか。また、日本人向けの顧客に

対しては、ポイントカードを発行して、割引サービスなどを提供するパターンもある。



広告代理店の業者と話していても、費用対効果が見えやすいということで、クライアン

トからは「クーポン券」を発行して外国人観光客に配布してほしいという依頼が多いと

聞く。これらの点について、効果を否定する気はないが、中国人観光客に対する場合、

果たしてそれが最善の方法なのか、と考えてしまうことがある。なぜなら、中国での生

活では、雑誌の広告も、フリーペーパーも、チラシも目にすることは少なくなった。ポ

イントカードで誘客されるようなサービスも浸透していない。もちろん、それらが存在

していないという訳ではない。しかし、主流ではなくなってきているように思うのだ。 

 

では、主流はなにかというと、SNS やネット広告など、ネット上の世界である。中

国人は、日本人以上にスマホなどに依存しているように思う。常に誰かと SNS でやり

とりし、ニュースもネット上から仕入れて新聞購読などしない。当然、折り込みチラシ

のような手法もほぼ皆無である。「上海レポート その２」の電子決済の話でも述べた

ように、現在は、財布さえ持たずに、携帯だけを持って出かけるような生活に変わりつ

つある。クーポンもあるが、それは全て携帯のアプリ上のものである。そうなってくる

と、持ち歩くものも減る。カバンのような類も小さくなる。街中でフリーペーパーをも

らっても荷物になるだけで持とうとしない。バックの中に、ポイントカードやクーポン

券を収納することも想定していない。日常生活から「紙」が離れていっているのである。

そうした習慣を持ちつつある中国人に、いくら「日本式」といえども、紙ベースの配布

物を押しつけることに、少し疑問を感じてしまう時があるのである。やはり、情報の伝

達については、日本式の「おもてなし」ではなく、相手の生活に寄り添ったような形で

提供しなければ、なかなか伝わらないのではないかと考える。 

 

では、アプリを作ればいいのであろうか？実は、この手法は、数年前から日本企業の

インバウンドの世界でもよく見かけるようになった。私の事務所にも色々なアプリの話

が舞い込んできた。日本の大手の企業から名も知らぬ企業まで、中国人観光客向けに街

歩き用のアプリを開発している。私もその内のいくつかを目にしたことがあるが、よく

あるのは、日本での飲食や小売りの店舗情報を集めて検索ができるようにし、GPS と

連動、その中でクーポン券などの割引サービスを提供するというものである。 

インバウンド市場での売り上げを伸ばしたいと考えてみたいという店舗にとっては、

こうしたアプリは参入障壁が低く感じるだろう。日本語で情報を提供すれば、それを中

国語に翻訳して提供してくれるのだ。営業に来る人も日本人か日本語が喋れる中国人。

日本語で会話ができ、日本円で決済が可能である。ましてや、大企業が作成したアプリ

であれば、信頼性も高い。あっという間に参入する企業の数が増え、サービスの提供に

至る。 

しかし、ここでも注意すべきなのは、そのアプリをどのようにして中国人に届けるか

という部分である。日本観光用のアプリであれば、当然中国人の日常生活の中では必要



がない。普段はダウンロードなどをする必要は感じないだろう。携帯のメモリにも容量

の限界がある。普段は気にもかけない「日本観光用のアプリ」。恐らく、何度も日本に

来るリピーターでもなければ、そんなアプリの存在など全く考えたこともないだろう。  

そんな彼らが、「非日常」を求めて日本に旅行に行くその瞬間を狙って、ピンポイント

でアプリの存在を伝えなければならない。 

しかし、考えて欲しい。皆さんは、どこかの海外へ旅行や出張に行く際に、日本語で

現地情報を提供してくれているアプリがないかと探すところから始めるだろうか？日

本人にとっては知名度の高い大企業でも、中国人には知られていないことも多い。それ

では、あまり名前を知らない企業が提供するアプリが乱立していた場合、それを一つず

つ比較し、ダウンロードして、会員登録して、使い方を覚えて、といった作業をするだ

ろうか？私自身は、海外に行く場合に、どうしてもこの発想がないのだ。 

そうだとすると、放っておいても水が流れないところに水を流す、という作業になる。

まずは、こうした便利なアプリの存在を知らしめる所から始めないといけない。しかし、

中国での広告宣伝費はあまりかけられない。ピンポイントで日本旅行に出かける人だけ

が必要とするアプリなのだ。大々的に中国で宣伝しても、砂に水をまくようなものだ。 

だから、例えば空港や、登録店舗の店先で、観光案内所で、旅行社で、チラシや QR

コードのポップなどを使って情報拡散をはかることがある。ここで、本来ネットで完結

させるためにアプリを開発したのにもかかわらず、その宣伝のために「紙」に頼るとい

う、本末転倒の状況が生まれている。 

もちろん、こうしたアプリは日々進化しているので、私の知らないだけで非常に人気

のアプリがあるのかもしれない。ただ、もしこのような話を聞いて参入に迷っているの

なら、アプリの機能や登録企業の数ではなく、アプリそのものをどのように中国人観光

客に拡散していこうとしているのか、その点をじっくりと聞いた方がいいと思う。こう

した観光客向けのサービスというのは、サービスの内容よりも、そのサービスを知らせ

るための戦略の方が重要であると思う。 

 

それでは、他に中国人観光客に情報を提供する方法はないのであろうか。 

実は、もう既に効果的な方法は存在している。それは、中国人が日常的に使っている

アプリの中に存在している。試しに中国に行ってモニターをしてもらえれば分ると思う

が、中国人の携帯中には、ほとんどの人がダウンロードし、日常的に利用している必須

のアプリがいくつか存在している。簡単にレストラン検索ができるアプリ「大衆点評」

や、旅行の手配が簡単にできるアプリ「C-trip（携程）」などは、その代表例である。 

こうしたアプリは既に数億人を超える会員数を抱えている。一般の人々の利用頻度も

高い。そして、こうしたアプリでは最近、日本を含む海外の現地情報も提供しているの

である。 

 



例えば、レストラン検索アプリの「大衆点評」を福岡で開いたら、自動的に情報が福

岡のページに飛ぶ。通常の使用方法に沿って、レストランを検索すると、もう既に数多

くのレストランが登録されている。もちろん全て中国語だ。このアプリは、利用者によ

る情報提供によって成り立つ口コミサイトである。利用者が店舗の情報をアップし、口

コミを記入し、食べたものの画像などをアップする。星五つの中から自分の主観で評価

を与えることもできる。利用者の口コミで成り立つので、他の利用者にとっても信頼性

が高い。これらは全て無料である。ひょっとすると、自分の店舗がアップされているの

に全く気付いていない場合もあるかもしれない。 

このように、中国の IT 企業は、通常利用しているアプリの中で、海外の情報も取り

込めるための企業努力を続けている。日常的にこうしたアプリを利用している人からす

れば、わざわざ専用のアプリをダウンロードして、面倒な会員登録手続きを経なくても、

情報は手に入るようになってきているのだ。 

 

こうした中国系のアプリの特徴は、情報を無料で大量に配布し、利用者を一気に増や

すことである。そして、囲い込んだ大量の会員に何かを宣伝したいという企業があれば、

広告費をとって PR の場として提供するというビジネスを行う。これが中国式のビジネ

ススタイルになっている。 

したがって、中国企業であれば、迷わずこうした会員数の多いアプリに対して効果的

な宣伝が行えないかと考える。例えば、手の内の人間を使って宣伝したい内容を口コミ

としてアップさせるというようなことは序の口である。なるべく星の評価をあげて、検

索してもらいやすく、そして目についた時には選んでもらえるための工夫を、宣伝費を

投下して行うのだ。更に、この中でクーポンや割引サービスなどを展開することもでき

る。当然、アプリ側も、この口コミの信頼性が利用者にとっての肝であると分かってい

るので、不正を排除し、健全な競争を促す。そして、その健全な競争が、更なる利用者

の増加を招いているという循環なのだ。 

 

このように、中国系のアプリの中でも既に日本の情報があふれているということを知

ることは非常に重要であると思う。これは越境 EC にも通じることだが、アプリやネッ

トサイトを通じた宣伝や販売というのは、①サイトまでたどり着いてもらえるか、②サ

イト内で自社サイトにたどり着いてもらえるか、の 2 段階の苦悩が存在している。こ

の内、中国系のアプリに直接コミットするのは、①の部分をショートカットすることに

つながるからである。 

もちろん、こうしたアプリへ注力することは、中国人観光客に対しては効果的かもし

れないが、欧米や東南アジア、韓国など、異なる地域からくるインバウンドの需要には

対応できない。各国で使用されている必須のアプリというのは、それぞれ異なるアプリ

であろう。それらを一つ一つ調べて戦略を練っていくのは大変な作業である。一つの情



報を多言語で提供できる便利さは、日本企業が提供している観光用アプリの方が効率的

であろう。情報を、①どのように切り取るのか、②どのように伝えるのか、この点は、

それぞれの事業者が自社のインバウンド戦略と共に数多くの選択肢の中から選んでほ

しいと思う。 

 

 

（２）福岡で「おもてなし」 

 

 訪日する中国人観光客の分析 

 

それでは、ここで少し、福岡で中国人観光客をおもてなしする場合について考えてみ

たい。 

訪日中国人観光客を①個人旅行（FIT）、②団体旅行、③クルーズ船ツアーの三種類に

分けた場合、現在福岡に来訪する中国人観客の内、圧倒的に大きいボリュームを占めて

いるのは、③のクルーズ船ツアーである。2016 年には年間 328 回のクルーズ船が寄

港した博多港は、日本でも断トツの寄港数を誇っている。そのため、行政側でも、急増

するクルーズ船旅行客の増加によって引き起こされる様々な問題に対応を迫れている。 

しかし、中国人観光客全体で考えると、今後は、①の個人旅行が増加することが見込

まれている。在上海日本国総領事館が発行しているビザの発券件数では、既に個人ビザ

の発券件数が、団体ビザの発券件数を上回っている。②の団体旅行では、ツアー料金は

安めに設定されている代わりに、自由に動ける時間が少ない。更に免税店など、自分が

望んでいない場所への行程がセットされている場合も多い。こうした状況を嫌がり、①

の個人旅行へと流れていくのだ。 

そこで、ここでは、①の個人旅行対策と③のクルーズ船ツアーに絞って考えてみたい。 

 

まず、①の個人旅行というと、通常想像するのは、家族や友人などの少人数での旅行

であろう。日本人の感覚だと、フリープランの旅行商品に参加するような感じに近いか

もしれない。飛行機のチケットと宿泊先だけを確保し、残りの時間はフリーに動くとい

うスタイルだ。地図を片手にキョロキョロしているイメージだろう。 

こうしたスタイルで旅行しているのは、若い人や日本語を少しでも勉強している人に

多い。特に日本語学習経験者の中には、個人旅行の達人と呼べるような人たちがいる。

日本のドラマを見たり、アニメなどを見たりして、日本に対する予備知識を持つ彼らは、

予備知識も多く、割にマイナーな所にまで足を延ばす傾向にある。JR のローカル線の、

日本人でもあまり知られていないような駅で降りて、観光客があまり行かないような所

を巡る。私が上海で知り合った上海在住の女性は、日本の城が好きで、九州でもマイナ

ーな城郭跡をめぐる個人旅行をしていた。 



こうした達人クラスになると、それぞれ好みも多様化してくる。必要な情報があれば

ネットを駆使して日本語のページでも探し出すので、ありきたりの情報しかない観光パ

ンフレットなどは意味をなさない。これが個人旅行化した中国人観光客の究極の状態だ。

つまり、個人旅行を極めていくと、彼らはもはや中国人観光客というより、日本人の観

光客と同じようなレベルになってくるのである。 

 

インバウンド市場に関わる企業側からすると、こうした日本人に近い中国人観光客に

対する戦略は考えやすい。彼らは、中国人観光客向けに提供される一般的な情報よりも、

日本人同士が交換している地域の情報に興味を持つ。なるべく中国人観光客がいないよ

うな場所に行きたいのだ。 

したがって、企業の側からすると日本人に対する戦略がそのままこうした個人旅行客

に通用するということになる。また、こうした観光客をターゲットにすると、イベント

の営業もしやすいし、社内の会議でも話がスムーズだ。 

また、旅行の達人の側でも、自分たちが日本のインバウンド関係企業から目をつけら

れていることは意識しているため、こうした企業からスポンサー契約を取り、中国国内

で日本の観光地を宣伝する役目を買って出る。KOL（Key Opinon Leader）と呼ばれ

る、人気ブロガーの招聘ツアーなどが組まれるのである。彼らは実際に SNS 上で多く

のフォロワーを抱えている場合が多い。こうした例は、上海で何件も見てきた。これは、

情報が浸透していない地域における情報発信に効果的だと思う。これにより効果が上が

っている地域もあるだろう。 

 

しかしながら、私の印象だと、今増えている個人旅行客は、必ずしもこうした日本通

の達人ばかりではないように思う。日本語は話せないし、日本についてもそんなに詳し

くない。過去に数回日本は訪問したことがあるが、その時はツアー旅行だった、という

ような人が、団体旅行を嫌がり、個人旅行を選択しているように感じる。日本語も話せ

て、日本の文化に詳しい中国人の数にも限界がある。 

つまり、今後は放っておくと一人では行動できず、基本的な日本に関する予備知識も

持っていないような個人旅行客が、潜在的に増えていく可能性があるということではな

いだろうか。そして、若い人ならともかく、少し年齢層が高い個人旅行者は、地図を片

手に街をフラフラ歩いたりしないだろう。彼らは、誰かがサービスを提供しないと、路

頭に迷ってしまう存在なのである。 

 

 では、そんな彼らは、どのようにして日本旅行を組み立てるのだろうか。最も手っ取

り早いのは、日本通の友人に頼んでガイドをしてもらうことである。中国在住の日本語

が話せる友人であったり、日本在住の友人であったりする。依頼を受けた側は、車を借

り上げ、運転手を確保、もしくは自分で車を運転しながら各地を案内する。団体旅行で



はないので、行きたいところは自分のリクエストによって自由に組み立てる、とった具

合である。 

 

これは、中国人の旅行パターンに起因していると思う。私は、駐在中に中国の多くの

場所を旅してまわったが、概ね個人で手配して、自分で行程を組み、1 人で自由に動き

回ることを好んだ。しかし、こうした旅行パターンを多くの中国人の友人は理解してく

れなかった。「目的地に友人はいるのか？」「誰も知り合いがいないところに行ったら危

険ではないか？」「現地の友人がいないとその土地を満足に楽しめないだろう」「よかっ

たら、自分が知り合いを紹介するよ」と心配をされる。未知の地で感じる探検的な要素

は、あまり理解してもらえない。 

逆に、中国人の友人の旅行体験を聞くと、「〇〇の街に友人がいるので遊びに行く」

というパターンが実に多い。その友人の家にしばらく居候していたという話もよく聞く。

こうした依頼を受けた方は、数日だろうと数週間だろうと、遠方からきた友人を精一杯

もてなす。車を出して、食事を用意して、現地の観光地を連れてまわる。自分に時間が

なければ、時間のある友人に頼んででも案内をさせる。私は、正直言うと、こうしたフ

ルサービスのおもてなしを旅行先で受けると、逆に落ち着かなくなる。「上海レポート 

その２」で論じたように、それは「恩」のやり取りである。立場が変わり、受け入れて

くれた友人が自分の街に遊びに来たら、同じように精一杯のおもてなしをして恩返しを

するのが大原則だからである。 

 

したがって、日本旅行も、日本に友人がいれば中国人にとっては同じ感覚である。日

本を案内してほしいという依頼を気軽にしてくる。日本在住の中国人で少し顔の広い人

なら、放っておいたらたくさんそのような依頼が舞い込んでくるだろう。中には、そこ

に目をつけ、そのままビジネスにしてしまう中国人もいる。自分に直接来た依頼、もし

くは中国人仲間のところにやってきた依頼を引き受けるのだ。国内旅行程気軽に行き来

できないので、与えた「恩」は、報酬という形で恩返しを受ける。すると、そのまま旅

行会社のできあがりである。依頼する側からしてみたら、友人の延長線上でガイドをし

てもらえるので、安心して旅行が楽しめる。当然喜んで報酬を支払う。 

つまり、日本通ではない中国人の個人観光客のニーズが増えるということは、こうし

た個人の人脈から広がってきたような旅行会社の存在感が高まるということだと思う。

中国人の気質としては、有名な大手旅行代理店よりも、友人や友人が紹介してくれた人

に最も安心感を得るのだ。 

 

 それでは、そうした友人が周囲にいないような中国人もいる。また、特に若い人たち

は自分の足で旅行したいという人もいる。そんな人たちは、旅行の手配にどのような手

段を使うのだろうか。 



旅行アプリである。前述した中国のアプリ「大衆点評」や「C-trip（携程）」には、

既に日本各地のオプションツアーの販売が行われている。中国では、通常国内旅行を行

う際にもこうしたアプリを活用してオプションツアーに申し込むパターンが多い。その

ため、一般の中国人も、普段利用している延長線上で日本のオプションツアーを申し込

めるというのが特徴である。 

ここには現在様々なオプションツアーがあふれている。日帰りツアーや 1 泊 2 日の

ツアー、街歩きのガイド、車の手配、レストランの予約代行まで揃っている。こうした

情報を事前に集め、或いは現地についてから探して申し込むのである。恐らく、今後は

日本通の個人旅行客と団体旅行客に存在する、日本に不慣れな個人旅行客に向けて、こ

うしたネットを利用したオプションツアーの提供が増加してくることであろう。 

 

 

 

 

 

＊各カテゴリーの割合は筆者イメージ 

 

 福岡で個人観光客をもてなす 

 

 さて、改めてこうした状況を踏まえて、福岡における個人観光客に対するサービスを

考えてみよう。 

中国人の訪日観光において、「ゴールデンルート」と呼ばれるのは、東京から入って

関西方面に抜け、京都や大阪を観光して帰国するコースである。10 年ほど前まで、福

岡で観光商品の造成を中国の旅行社に依頼に行った場合、こうした既存のゴールデンル

ートに数泊加えて福岡まで伸ばし、最後に福岡から中国に戻るルートを提案されたもの

である。当時、中国における福岡の知名度は圧倒的に低く、九州観光も知られていなか

った。しかし、現在、このゴールデンルートや北海道・沖縄などに続く観光地として「九

州観光」は注目を集めている。 

 

 考えてみれば、現在、日本の拠点都市の内、東京から移動する場合に、新幹線ではな

く飛行機の利用率が高い都市といえば、「福岡」と「札幌」の 2 都市が代表格ではない

だろうか。東京—福岡間は、飛行機で約 1 時間半。ほぼ 30 分に 1 本は飛行機が飛ん

でいる。また、博多駅まで地下鉄で二駅の福岡空港の交通アクセスは、世界でも屈指の

利便性の高さである。東京までの出張も、日帰りで行うことも増えた。しかし、新幹線

だと片道約 6 時間である。昔に比べると格段にスピードアップしたとはいえ、まだま

だ飛行機で移動する方が速い。 

団体旅行・クルーズ船 FIT（日本不慣れ）  FIT（日本通） 



しかし、それ故に、東京を起点にした「東京＋○○」というツアーを海外旅行者に向

けて造成する場合、ツアーが組みにくくなるという弱点があった。せっかく東京に飛行

機でやってきたのだ。再び国内線に乗り換えて移動するよりも、新幹線に乗って数時間

で行ける場所の方が、身体的にも精神的にもストレスが少ない。当然、東京から数時間

で移動できる地域にとっては、こうした観光客をご当地に連れてくることが大きな戦略

となる。「東京＋○○」の○○の部分にどうやって入り込むか、である。地域の観光資

源を PR すると共に、東京からのアクセスの良さがポイントとなる。この点で、福岡や

九州はやや不利な立場に置かれていたのだ。 

 しかし、逆の視点から考えると、こうして東京とのアクセスを競いあう争いから九州

が切り離されていることで、「九州」を目的地とした観光形態を生むことができる。福

岡を起点にした場合、九州各地への交通アクセスは非常に便利である。概ね片道 2 時

間の行程で九州内の多くの地域に行ける。福岡は支店経済とも言われるが、日本の多く

の企業の九州地域統括部門が福岡にオフィスを構えており、実際のビジネスマンの移動

も多い。つまり、福岡を起点にした「九州観光」という視点で見た場合、エリア内の周

遊を容易にする交通網が既に整っているということになる。 

したがって、「九州」というコンテンツは、「東京＋○○」とは切り離された分、「北

海道」や「沖縄」と同じく、一つのまとまったパッケージとして九州を起点に九州だけ

で完結する商品を作りやすい環境にあると言える。 

  

 こうした特徴をいかして中国人観光客の取り込みを考えた場合、福岡は、中国からの

個人旅行客をどのように取り込んでいくべきであろうか。 

私は、今後増えていくだろう個人旅行客を見越して、インバウンドにおいても福岡が

九州を周遊するための拠点となることが重要だと思っている。具体的に言えば、福岡を

起点とする九州各地へのオプションツアーの充実である。日帰りや 1 泊 2 日などで行

ける九州各地の観光地への福岡発着ツアーを増やしていくのだ。 

「周遊」と言うと、ぐるりと九州を一周回るイメージがある。団体旅行などはこうし

た形態でツアーを組むことが多い。大型バスが用意され、荷物を持ってまわるのが苦に

ならないツアーならそれでもいいが、自分で荷物を持って歩かないといけない個人旅行

客の中には、そうしたことが負担になる人もいるだろう。それであれば、福岡と九州各

地域とのアクセスの良さを活かして、毎日宿泊先を変えて移動していく周遊ではなく、

福岡の宿泊地を拠点にして、ピストン運動で周遊していく旅行形態が増えてもいいので

はないかと思う。例えば、5 日間の滞在であれば、基本の宿泊先を福岡で固定。荷物を

置いたまま、2 日目を熊本日帰りツアー、3 日目と 4 日目は大分に１泊 2 日の温泉ツ

アーなどと組み合わせて九州観光を楽しむ…、という形である。そして、こうしたオプ

ションツアーが、中国人の携帯にインストールされているアプリの中で選べるようにな

れば、文字通り、福岡が「九州」の玄関口として、福岡に入ってきた観光客を九州中に



分散させる起点になりえるのではないかと思うのだ。また、このようなバリュエーショ

ンが増えていけば、有名な観光地だけではなく、旅行の個人化とともに多様化していく

だろう旅行に対するニーズも拾いやすくなる。季節によって見どころを変える観光地や

旬の料理を盛り込んだツアーも作りやすくなるだろう。 

 こうしたインバウンド事業は、地域に精通した事業者の出番でもある。個人旅行が増

加し、ニーズが多様化してくると、より地域が持っている細かいリソースが求められて

くるようになるだろう。是非、こうしたリソースを持っているところに、中国人へのア

プローチを確立してもらい、どんどん九州の良さを伝えていってほしいと思うのだ。中

国のアプリを通じて行えば、技術的にはそんなに難しくない時代が既に来ている。 
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・【日帰り】●●地域観光日帰りツアー
・【1泊2日】温泉地○○を楽しむ1泊2日ツアー
・【日帰り】今が見ごろ！満開の◎◎を楽しむ日帰りツアー
・【半日】旬の食材△△を食べつく半日ツアー
・【日帰り】家族連れに最適！▲▲体験ツアー などなど

組み合わせて選択！
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 クルーズ船の急増を考える 

 

 福岡にとって、訪日中国人観光客の増加が最も顕著なのは中国発着のクルーズ船市場

であろう。博多港に寄港するクルーズ船の回数は、全国でも群を抜く多さとなっている。

このクルーズ船については、以前クルーズに乗船し、中国人のツアー客と行動を共にし

たことをベースに作成した「中国発クルーズ船旅行体験記～クルーズ船のビジネスモデ

ルを考える～」においてじっくりとレポートしているので、ここでは、簡単にまとめる

だけにとどめたいと思う。 

 下の図は、博多港におけるクルーズ客船の入港実績の推移である。2011 年は震災

の影響で、2013 年は日中関係の悪化により寄港回数が激減するが、その後、一気に

爆発し、今や港の許容量を超えて寄港予約が殺到している。 

 

 

博多港 HP より 

 

こうした博多港におけるクルーズ船寄港の急増の背景には、中国におけるクルーズ船

市場の急速な発展がある。中国が大きなクルーズ船市場になると睨んだ世界のクルーズ

運営会社は、中国市場に続々と参入している。更に大型性を次々に投入し、運行される

船籍数は増え、超巨大クルーズ船が登場した。それに伴い、中国沿海部の各都市もクル

ーズターミナルの整備に力を注ぎ、この伸びゆく大きな市場の取り込みにかかっている。

ニーズを開拓し、供給量を増やし、それを皆で取り合う構図となっているのだ。 

しかしながら、クルーズ船のツアーであれば売れ筋の旅行日数が決まってくる。そし

て、上海を含む華東地域より北の地域で売れ筋の旅行日数の航路を組もうとすれば、距

35回 42回

84回

55回

112回

38回

115回

259回

328回

0回

50回

100回

150回

200回

250回

300回

350回

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

博多港へのクルーズ客船入港実績の推移

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年



離的な関係でどうしても九州北部に一度寄港することが望ましい、ということになる。

九州北部で最も発展し、乗客のニーズを満たせるのは、「福岡」だ。その結果、中国各

地からのクルーズ船が福岡に押し寄せることになった。 

 

 したがって、福岡側の受け入れ態勢がどうなっていようと、福岡で暮らす人々がどの

ように考えていようと、中国側のクルーズ市場に連動して、福岡へ影響が表れてくるよ

うな構造になっている。これは、「上海レポート その１」で繰り返し述べてきたよう

に、江戸時代の鎖国政策開始前、博多が日本の国際貿易拠点として中国で起こった変化

の影響を一身に受けてきた姿と重なる。この点で、中国が大国として台頭してきた時、

やはり福岡はその影響を受けやすい土地だということを感じさせる。 

 しかし、それがどのような構造によるものであろうと、中国発着のクルーズ船寄港が

増加することは、福岡にとって新たなビジネスチャンスが生まれていることを意味して

いる。例えば、年間 80 万人がクルーズ船に乗って来訪したとする。一人当たり 10 万

円消費したとしても、年間で 800 億円の市場が生まれていることになる。日本国内で

は人口減少が始まり、縮小していく限られたパイを奪い合うような状況を呈しているこ

とを考えると、純増として増加するこの市場を福岡が有していることの意味は大きい。 

また、福岡空港は過密を極めており、新たな航空路線の新設が難しくなっている。滑

走路の増設でいくらかの緩和がはかれるが、空路で入境してくる外国人観光客の増加数

には一定のキャップがかけられていることには変わりがない。そうした意味でも、港か

らの入境者が増えるということは、福岡へ訪れる外国人観光客に向けた玄関が広げられ

たことを意味している。 

  

 クルーズ船のビジネスモデル 

 

 それでは、クルーズ船におけるビジネスモデルを考えてみたい。クルーズ船ビジネス

において、核となる存在は当然クルーズ船である。世界のクルーズ船各社は、自社が所

有する大小様々なクルーズ船を中国エリアに投入してきている。現状、最も大きい船は、

ロイヤルカリビアン社の「クォンタム・オブ・ザ・シーズ」であり、約 16 万トン級。

搭乗可能客数は、4,860 人という超巨大船だ。 

こうした船は、航路を決め、日程が決まると客室が中国の旅行会社に卸されることに

なる。中国の旅行会社側では、仕入れたクルーズ船の客室を、自社の販売ルートに乗せ

て販売する。上海発着の船であろうと、江蘇省、浙江省などの周辺の都市、成都や重慶

などの内陸地域の都市の旅行会社が仕入れて販売をすることがある。彼らは鉄道や飛行

機で上海までやってきて、クルーズ船に乗り換えることになるのだ。したがって、今や

クルーズの乗船客は、発着港の都市の住人であるとは限らない。これは、客室を中国の

各旅行会社に卸すことで可能となった中国という巨大な市場の掘り起こしでもある。 



また、中国側の旅行会社は、旅行中の寄港地でのオプションツアーも企画しなければ

ならない。しかし、それを自社で行うことはほとんどない。通常は、寄港地側の手配会

社にツアーの企画と催行を委託することになる。こうした受け手側の現地手配会社のこ

とをランドオペレーターと呼ぶ。その他、時折、会社のインセンティブツアーなどで大

口の発注を行ってくるお客がいる。一隻丸ごと客室を埋められるような大口の顧客にな

ると、船を貸切ることもできる。そうなると、チャーター船である。こうしたツアーで

あれば、日程や航路なども顧客の要望に合わせることも可能である。 

 このクルーズ船需要の掘り起こしに一役買っているのが、ビザの問題である。クルー

ズ船による訪日旅行の場合、中国人は「船舶観光上陸許可書」によって入境してくる。

つまり、通常のビザ発給の手続きが必要ないのである。日本への旅行の場合、ビザの申

請には面倒な手続きの他、所得制限なども設けられている。中国側の旅行会社より 100

万円近い保証金を請求されることもある。つまり、所得が低い人は、訪日旅行をしたく

ても事実上門戸が閉ざされているのである。 

しかし、クルーズ船旅行であれば、こうした層までツアーに参加できる可能性が出て

くる。人口の多い中国では、制限のハードルが少し下げられただけでも、掘り起こせる

人数が大きく増加する。したがって、通常の個人旅行や団体旅行と比べた場合、クルー

ズ船による訪日ツアーであれば、対象とできる潜在顧客の数が多いのである。 

 

 しかし、ここで一つ問題が起きる。市場に投入されるクルーズ船の増加によって引き

起こされた競争の激化である。中国側の旅行会社によると、クルーズ船によるツアーの

場合、売れ筋の商品は 4 泊 5 日のツアーということである。例えば、上海を発着とし

て 4 泊 5 日の行程を組むと、船が大きくても小さくても、また、どこのクルーズ船社

が運営をしていようと、行程上の違いはあまり生まれない。ましてや、大型船の客室を

数社で分け合って卸されたような場合、同じ船の同じ日程の同じ行程の商品を数社同時

に販売することになる。そうなるとお客の側もネット上などで値段を比較して申し込ん

でくるようになる。旅行会社側からすれば、折角仕入れた客室が在庫として残っておく

と損失にしかならないので、値段を下げてでても販売をしてしまおうとする。そうして

生まれてくるのが過度の価格競争である。船によって人気の違いがあるが、今や最も安

い船は 2 万円以下で 4 泊 5 日のクルーズ船ツアーが楽しめるようになっている状態で

ある。 

 

 クルーズ船市場の激化と免税店 

 

 こうして、高級志向だったクルーズ船旅行は、最も手軽な訪日旅行のツールとなった。

しかし、その結果犠牲になってしまったものもある。寄港地でのオプションツアーであ

る。オプションツアーは、通常最初に申し込む際のクルーズ船ツアーの料金に含まれて



いる。2 万円以下で行けるクルーズ船ツアーに申し込んだら、客室料金、船上での無料

レストラン、各種アトラクションやイベントへの参加、寄港地でのオプションツアーが

パッケージとして含まれている。そこに、価格競争の余波が及んでいる。 

断っておくが、クルーズ船旅行における重点は、あくまで「クルーズ船」である。今

流行りの高級観光列車豪華旅行に感覚が近い。そうなると、各クルーズ船社とも、競争

の中核部分である船内でのサービスについて質は落としたくない。そうなると削れるコ

ストの部分があるとすれば、日本側のランドオペレーターに委託している寄港地でのオ

プションツアーの部分しか残っていない。こうして、ランドオペレーターに対する報酬

の低価格化が進んだ。ここに至り、多くの日系の旅行会社は採算が合わないと手を引い

てしまう。 

しかしながら、寄港するクルーズ船はどんどん増加する。ランドオペレーターを必要

とするニーズもどんどん増した。誰かがサービスを提供しなければならないので、主に

中国系の旅行会社や新たに設立された旅行会社がそのニーズを埋めた。しかし、彼らも

安い報酬では採算が合わない。そのため、彼らの中から、ツアー客を中国人観光客に特

化してサービスを行う免税店に連れていき、免税店からキックバックを受け取るという

やり方が生まれた。 

そして、これが先ほど述べた円安によって引き起こされた「爆買い」の時期に重なる。

中国人観光客の購買欲はピークに達していた。一方、お客を連れてきてもらうためには

キックバックを支払う必要がある免税店側は、商品の販売価格にそのコストを上乗せす

るしかない。当然、市中で売られている物より販売価格は高くなる。そのままでは、購

入してもらえないだろう。そこで、中国人ガイドと結託して、あの手この手で不当に高

い商品を売りつける悪徳な業者も現れた。彼らは、「日本で大人気」とか「日本人なら

誰でも使っている」と売り込んでくる。しかし、そんな話も、街中の小売店を覗かれた

ら一発で見抜かれてしまう。そこで、ツアー客を囲い込んで、なるべく他店へは連れて

行かないようになった。 

このようにして、かつては天神や博多などでも見られたクルーズ船ツアーの観光客は

街中から去り、福岡におけるオプションツアーの周遊ルートはパターン化されてしまっ

た。また、免税店同士の競争も激化し、一時期、中国系旅行代理店と免税店の関係者が

ガイドの不法就労助長の疑いで書類送検される事態が起こった。 

 

 なお、囲い込みという点では、実はクルーズ船のツアー客は囲い込まれやすい事情を

抱えている。それは、滞在時間の短さである。現状のスケジュールだと、クルーズ船は

早朝博多港に着いて、乗客は午前中から観光に出かける。大体、６～７時間の滞在時間

を経て船に戻ってくる。クルーズ船のツアーは、船の中が宿泊先である。夕食も船内の

レストランなら無料だ。通常は、夕方戻ってきて、夕食を食べている時間くらいに優雅

に出港していくことが望ましい。そうなると、その６～7 時間の間に、乗客が満足する



ようなサービスを提供しなければならないのだ。レポート「中国発クルーズ船旅行体験

記～クルーズ船のビジネスモデルを考える～」を作成するためにクルーズに乗船して分

かったことは、オプションツアーに参加する乗客は、①SNS で発信できるような日本

らしい観光地に行きたい、②日本の商品をお土産に買って帰りたい、という二つのニー

ズを抱えている。この①と②のニーズを６～7 時間の間に満たしてあげる必要がある。 

そうなると、これは最早時間との勝負である。①のニーズを満たすため、太宰府天満

宮や福岡タワーを駆け足でまわり、昼食を食べたら、もう午後になる。残りは数時間。

効率よくツアー客の②の買い物に対するニーズを満たしてあげなければならない。そう

なると彼らが欲しいものが全て揃っている免税店に行って自由に買い物をしてもらう

方がよい。ゆっくり、のんびり見て回るような時間など根本的に存在していないのだ。 

 また、クルーズ船受入れの難しい点は、乗客のほとんどがその同じコースをまわると

いうことである。例えば、４000 人の乗客があって、大型バスに 40 人乗せたとする

と、100 台の大型のバスが必要になる。100 台のバスが、限られた時間の中、同じよ

うなルートを一斉に周遊するのだ。瞬間的に大混雑が起こり、道路も大渋滞する。そし

て、決められた時間が来ると、一斉にどこかへ消えてなくなる。まるでイナゴの大群で

ある。そうした毎日が繰り返されるのだ。例えば、天神や博多の商業施設、観光地など、

瞬間的に受入れのキャパシティを越えてしまう。それは、結局既存の顧客や地域の住民

の反発を招く。こうして、ツアー客をなるべく囲い込みたいランドオペレーターと、受

け入れに戸惑う地域社会との思惑は一致し、クルーズ船ツアーの乗客をターゲットとし

た免税店の存在は益々必要視されていくこととなったのだ。 

 

 ただ、もし仮にこうした免税店の一部で、中国人観光客が嫌な思いをしているのだと

したら、それは非常に残念なことである。クルーズ船の乗客は、その手軽さから初めて

日本に来る人も多い。また、旅行の最大の目的がクルーズ船への乗客であるため、日本

のどこに寄港するかは無頓着な傾向にある。福岡に行きたいとクルーズに乗船してやっ

てくるような人は多くはないのだ。そんな彼らが、訪れて初めて知った「福岡」という

都市。そこで悪印象を持って帰ることがあるとすれば、福岡でクルーズ船受入れのため

に日々奔走している多くの人たちが報われない。 

しかし、誤解を恐れずに言えば、つまるところこの問題は、過当競争により供給量が

増え価格が下がり手軽になったクルーズ船ツアーのコストを誰が負担するのか、という

問題でもある。クルーズ船社はそれを中国側の旅行会社に求める。中国側の旅行会社は

それを寄港地のランドオペレーターに求める。ランドオペレーターはそれを免税店に求

める。そして免税店はそれを観光客自身の消費に求める。結局のところ、ツアー参加者

が安いツアーに参加できるのは、たまたま同じ船に乗り合わせた乗客が、自分が本来払

うべきであった原価との差額分を、日本での買い物を通して負担してくれているから、

という構造になっている。 



もちろん、観光客が相場を知らないことを利用して、通常の値段よりも高く売りつけ

るような商法は、賛成できるようなやり方ではない。しかし、それを是正しようとする

と、途中で誰かがコストを肩代わりしない限り、上流までしわ寄せが遡り、ツアー料金

の値上げという事態に陥る。中国の人口は多いので、単価が上がるとそれだけで市場に

おける潜在顧客が大幅に減る。それは結局クルーズ船の商品を販売する人たちにとって

は好ましいことではない。結果的になかなか事態の改善が見込めないのだ。 

 

 フリープランを増やす 

 

 とはいえ、こうしたビジネス形態も諸刃の剣である。円安で「爆買い」が文字通り爆

発していた時はよかったが、円高に振れ、観光客の購買金額が減っていくと、途端にク

ルーズ業界全体に影響が及ぶ。こうした手法を続けているところは、より一層観光客の

囲い込みを行い、より一層値段を高くして売ろうとするだろう。一方、観光客の方も注

意を始める。こうしたクレームは、日中の報道機関などを通じて、定期的に注意喚起の

報道がなされている。一部の旅行者は日本においてこうしたビジネス手法が広がってい

ることを察知し、既に団体旅行から外れ、個人旅行に切り替えようとしている。それが、

前項で紹介した「日本に不慣れな」個人旅行を増加させる一因ともなっている。 

いずれにせよ、全ての観光客が正しい情報を得て、不当に高いものを買わなくなった

ら、ビジネスの根幹を揺るがしてしまう、という不安定な構造を抱えている。したがっ

て、このままビジネスを継続するためには、日本に対する情報の少ない顧客を開拓して

いく必要がある。これが、中国だと人口が多い分、しばらくは開拓可能な資源が広がっ

ているのだ。しかし、いくら中国といえども、それも無尽蔵ではないだろう。そうであ

れば、同時にリピーターを増やす努力、つまり、こうしたキックバックによるシステム

に頼らずに収益を生む形にビジネスモデルを修正していく必要がある。そして、その点

に福岡としての地域戦略の鍵がある。 

 

 まず、最も重要なことは、団体ツアー参加者から、少しでもリピーターを呼び寄せ、

個人旅行のフリープランスタイルで福岡を観光してもらう人を増やすことである。中国

側の旅行会社も、今はこうしたフリープランでの福岡観光の旅行商品開発に協力的なと

ころもある。こうした所は、申し込み時点で「フリープラン」などのいくつかの選択肢

を選ぶことができるのだ。 

ただ、フリープランの方が、価格が高くなってしまうため、追加料金を支払う必要が

生じる。言葉が分からなければ、自力でバスを乗り継いで観光し、時間までに帰って来

るのも至難の業だ。博多港のクルーズセンターまでは、天神方面へのバスを増便するな

どして対応している。利便性は向上している。しかし、自力で移動できない人たちのた

めにも、やはり前項で挙げたようなアプリを利用した少人数向けのオプションツアーの



パッケージ造成を促進させ、様々なバリュエーションを増やすことで、寄港地観光の選

択肢を増やしていくことが重要ではないだろうか。例えば、ひと家族 6 人乗りの車で

迎えに来てくれて、ガイドがついて街歩きや買い物のサポートをし、時間通り船に送り

届けてくれるようなサービスが充実していけば、フリープランといえども、自分たちだ

けで観光をするハードルは一気に下がっていくだろう。 

もちろん、追加料金を払って既成のオプションツアーからフリープランに変更し、更

にツアー料金を払って別のオプションツアーに申し込むような乗客の割合は圧倒的に

少ないだろう。しかしながら、私は、せめて既成のオプションツアーに申し込んだ乗客

にも、福岡で６～７時間で遊べる様々な選択肢を見せてやることが大事だと思っている。

例えば、【佐賀県の呼子でイカの活造りを堪能する半日ツアー】【秋月で紅葉を楽しむ半

日ツアー】【湯布院で温泉＆昼食を味わう弾丸ツアー】などなど。片道 2 時間で行ける

ところだと往復で 4 時間。残り２時間～3 時間で楽しめる内容であれば、十分に行程

を組むことは可能だ。もちろん、【ガイド付き博多の街歩きツアー】や【ガイドが案内

する福岡の買い物ツアー】【エステ＆ネイル＆ヘアーカットの美容ツアー】など、福岡

市内でもアイディア次第で色んなツアーが組める。 

結局、初めて福岡にやって来て、既成のオプションツアーに参加している人は、自分

が体験した６～7 時間の福岡体験が、本来楽しめる内容の内の何割くらいを楽しんだだ

けなのか分からない。選択肢をたくさん与え、彼らにとっての福岡の楽しみ方の母数を

増やしてやれば、次回は追加料金を払ってでも別の楽しみ方を選びたいという人も増え

ていくだろう。そして、それがクルーズ船ツアーに「寄港地ツアー」という新たな付加

価値を与え、費用は多少高くて旅を満喫したいという人を生み、免税店に頼らずにビジ

ネスを継続させるモデルの確立につながってくると信じている。 

 

団体客を受け入れる 

 

ただ、現段階では、ほとんどの乗客が既成のオプションツアーを選択し、ほとんどの

乗客が似たようなルートを周遊しているという現状もある。いくらフリーで動けるオプ

ションツアーが増加したとしても、安い価格に惹かれて始めてクルーズ船ツアーを体験

するという人は確実に一定数存在し続けるだろう。こうした方々への対策も必要である。

恐らく福岡にとっては、こうした層が、来訪する中国人観光客の中で最もボリュームを

占めるゾーンになると思われるからである。 

このボリュームゾーンが、全て同じ行程を組んで周遊していたら、先ほど述べたよう

に、すぐにキャパシティを越えてパンクしてしまう。イナゴの大群のように、一定の時

間内で一気にやって来て、一気に去っていく行動パターンを、既存の商業施設や観光地

は想定していないからである。周辺の道路も大渋滞を引き起こしてしまい、周辺地域の

住人の通常の生活を阻害してしまう可能性もある。そして、旅行を企画する中国側の旅



行会社も、ランドオペレーター側も、予定した行程に影響を及ぼすような渋滞などの事

態は、決して望んでいることではないのだ。 

そうであれば、こうした大量のツアー客を分散化させる必要がある。既成のオプショ

ンツアーにとって重要なのは、なるべく余計な費用をかけずに、観光地と買い物のニー

ズを満たしてやることである。そして、その両方とも大型バスがゆっくりと駐車できる

スペースが必要だ。最大で数千人が収容できればベストだ。しかし、来訪する時間は、

昼前の時間から夕方の数時間に限定。更に、ガイドの負担も考えると、バスから降りて

再集合するまでの間、安心して放し飼いできるような場所がよい。観光地は、写真を撮

った時に日本らしいインパクトとストーリーを備えたところが好まれる。あっという間

に見終わるような場所は困るが、半日かけないと見て回れないようなところもダメだ。

入場料を払わないといけない場所は、たとえ少額でも追加料金になるので難しい。買い

物するスポットも中国語で対応してもらえたり、中国で人気の日本商品が揃っていたり

する所がよい。銀聯カードやアリペイなどの支払い機能も使える必要がある。免税の手

続きもスムーズにやってもらえないと行列が起こって、遅延の原因となる。できれば、

そういうところを２～3 か所まわって、ツアーとしてのお得感を出したい。なにより、

ほとんどのお客が納得するような最大公約数的な観光地でなければ困るのだ。 

 

こうして見てみると、クルーズ船のツアーにおける寄港地観光のニーズを分散化させ

ようとすれば、ある程度条件を絞って受け入れ可能な場所を検討していく、もしくは作

り出していく作業が必要であることが分かると思う。特に買い物のスポットは、通常の

日本人向けの販売戦略と重ね合わせると、両者が成り立ちにくいものであることが分か

るだろう。「やったらいいですよ」と言われて、簡単にできるようなことではない。 

しかし、私は、クルーズ船寄港の増加を本当に地域経済の果実とするのなら、やはり、

地元経済界も含めて、こうしたクルーズ船の観光客に特化した観光ルートの開発をする

必要があるのではないかと思っている。思えば、上海のような大都市の観光都市でも、

有名な観光地である「外灘」や「豫園」は、観光客は行くが地元の上海人はほとんど行

かない。地元で暮らす人々の普通の生活の延長線上に、特殊なニーズを重ねてしまうと

両者の間でハレーションを起こしてしまうのは必至なのだ。特殊なニーズが生まれてい

るのなら、その特殊なニーズに対応したサービスを提供してあげれば、そこに経済活動

が生まれる。 

いずれにせよ、日本語が分からない数千人の人々が、限られた数時間の中で、効率的

に買い物をしたいというニーズがあるのだ。80 万人が 10 万円購入して、年間 800

億円。これからも、中国のクルーズ船市場が定着していくのなら、やはり地元側が一丸

となって、これを自分たちの血肉に変えられるような地元の産業に変えていかなければ

ならないと思う。 

 



    

 

 

 

まとめ 

 

この章では、インバウンドとして日本で中国人観光客を迎え撃つための方法を考えて

きた。ここまで読んできていただければ分るように、一言で「中国人観光客」と言って

も、日本人も顔負けの「日本通」の個人旅行客から、数時間の間で効率的に日本体験で

きればいいという「クルーズ船ツアー客」まで、様々なニーズがあることが分っていた

だけたのではないだろうか。こうしたニーズに対してサービスを提供して対価を得るこ

とがインバウンド市場でビジネスを行うということであるのなら、サービスの質を高め

るためには、相手のことをよく知らなければならない。自分の店舗にやって来て目の前

を通る中国人観光客から得られる情報もあるだろう。しかし、彼らの全体的な旅行ルー

トを知れば、更に彼らのニーズが見えてくる。彼らの中国での生活を知れば、更に深い

潜在的なニーズまで見えてくる。ニーズが見えれば見えるほど、サービスには磨きがか

かり、より周到なサービスが用意できるようになるだろう。結局のところ、インバウン

ド市場というのは、中国から張り出してきた中国社会そのものを相手することに他なら

ない。中国へ進出しサービス業を展開することと、日本で中国人相手にサービス業を展

開することは本質的には変わらないのだ。 

また、自社のターゲットとする客層を見極め、ターゲットに特化したサービスができ

るようになることも重要である。日本通の中国人観光客に対する戦略は投資が少ない分、

競争も多く、ターゲットとなるボリュームも少ない。クルーズ船のツアー客は、ボリュ

ームも大きく市場も大きいが、その分特別な投資や新たな戦略を生み出していく苦しみ

がある。中国語が話せるスタッフを用意し、中国語の案内を作って「対応」を充分にし

ても、団体旅行客に向けたニーズを満たせなかったら、「爆買い」などは起こらないだ

ろう。Wi-Fi を整備し、銀聯カードに対応できる準備をしても、サービスが個人旅行客

のニーズに対応していなければ意味はない。中国人観光客の富裕層に限定したサービス



を展開したいというのなら、彼らが普段味わっている超高級のサービスを知らずにそれ

が展開できるのかどうか真剣に考えてみるべきである。 

いずれにせよ、インバウンド市場といえども、本気でここで収益をあげるつもりであ

れば、しっかりした中国人観光客のセグメント分析とそれぞれの傾向と対策を考えない

ことには始まらない。そして、しつこいようであるが、彼らの本当のニーズは、日本に

現れた時ではなく、日本に現れる前の中国での生活の中に隠さされている。 

ぜひ、実際に中国に行き、富裕層であったり、クルーズ船の乗客であったり、日本通

の普段の生活だったりを見極めてほしい。そして、地に足の着いたインバウンドでのサ

ービスを提供して、中国人観光客が更に日本を楽しめる環境を充実させていってほしい

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．おわりに 

 

 2017 年 3 月 30 日をもって、福岡貿易会の上海代表処は看板を下ろした。上海代

表処としての最後の仕事は何をすべきかと考えた時、思いついたことは、私が上海で過

ごした 3 年間で見聞きしたこと、感じたこと、考えたことを私なりにレポートにまと

めることだった。 

上海での業務は広く多岐にわたっていたが、反面、深くコミットするというより、上

海に訪れた方々をサポートしながら共に走っていくような仕事が多かった。したがって、

今回取り上げたいくつかの分野についても、最前線で仕事をしている方々から見ると、

どれもこれも表面的な話で、さぞかし独善的な意見の放出と映ったことだろう。私自身、

レポートをまとめながら、そうした意識に何度もさいなまれた。 

それでも、これから全く未知の世界である日中ビジネスに踏み出そうとしている人が

いて、少しでも中国に関する情報に触れたいという人が福岡貿易会の会員や会員以外の

方にいるのなら、現地で暮らした駐在員の稚拙な文章でも何かのほんの足しになるかも

しれない。そう言い聞かせて、ここまで拙文を重ねてきた。 

思えば、こうした経済団体の駐在員事務所というのは、そもそもの役割が現地の「ガ

イド役」のようなものである。右も左も分からずやってきた人たちに、効率的に進むた

めの道案内を行う。自分で歩いてまわれるようになってくると、それぞれ自分の決めた

道を進みだす。その時、ガイドは役目を終える。したがって、私が残せるのも所詮はガ

イドが使う説明文のようなものに過ぎないという自覚はある。 

 

そんな日中ビジネスのガイド役として過ごした 3 年間の中で、常に考えていたこと

は、「少しでも中国を理解し、それを伝えたい」ということであった。 

しかし、これがとても難しいことであった。中国は広く、長い歴史と世界最多の人口

を有している。それは、日本で数字を聞いていただけでは伝わらない奥行きと多様性を

作り出している。上海という都市だけ見ても、様々な人々が暮らし、複雑に入り組みな

がら巨大都市を構成している。したがって、その輪郭を掴むためには、一つ一つゆっく

り解きほぐしていく必要があった。 

 

そのため「上海レポート その１ 中国と福岡の深くて長いお話」では、福岡が持っ

ている中国との深くて長い歴史の話から始めた。これは縦糸をほぐしていく作業である。

福岡という土地が持っている中国との切っても切れない関係というものを今一度振り

返っておきたいと思ったのである。特に「国際貿易の拠点・博多」の歴史は、中国の情

勢の変化を一身に受け、それを活力に変えてきた歴史そのものである。今また中国が経

済大国として台頭してきた中、時代を越えて福岡にもさまざまな影響が降りかかってく



るかもしれない。福岡はそれを再び活力に変えてほしいと願っている。 

 

「上海レポート その２ 中国大陸から福岡ビジネスを考える」では、現在の中国の

状況についてまとめることにした。中国の経済状況と政策、上海の発展の構造と日々変

化するビジネス、そして上海以外の都市が持つ多様性と中国人の傾向についてまとめた。

これは横糸をほぐしていく作業である。中国の経済状況を不安視する見方もある中で、

現地で感じた感想を伝えたいと思った。少なくとも、中国人は中国経済に様々なゆがみ

があると自覚しながらも、経済崩壊を前提に歩みを進めてはいない。少しでも何かのチ

ャンスを掴みたいと日々必死に戦っている中国人たちが、中国に日々新たな変化を生み

出している。 

 

「上海レポート その３ 中国大陸から福岡ビジネスを考える」では、福岡の方々が

中国ビジネスに乗り出す際の注意点のようなものをまとめた。具体的には、サービスの

提供を想定し、中国で販売する場合、中国で飲食を行う場合、日本で観光客を受け入れ

る場合などのパターンを想定して、自分の思う所をまとめた。縦糸と横糸を重ねるイメ

ージであったが、正直言えば、上手く重ねられたかどうかの自信はない。日々刻々と変

化していく日中ビジネスの中で、これからどのように進めていくかは、自分でも確固た

る答えが出ていないからであると思う。 

 

ただ、総括として言っておきたいことといえば、国際間のビジネスにおいては、どち

らか片方の国だけが利益を得て終わるということはないということである。「上海レポ

ート その３」で、特に強調したかったのはこの点である。海外の人を相手に商売をす

るのなら、お互いに何らかのメリットが与え合うような関係が築けなければ、長期的に

発展していくことは難しい。お互いに足りないものを見つけて、補っていけるのなら、

必ずそこに商売がついてくると信じている。 

例えば、今回はあまり取り上げなかったが、製造業の問題がある。かつて日本企業は、

中国に工場を進出させ、国際戦略における生産拠点として中国の開発区が大いに賑わっ

た。現在、中国の人件費が高騰し、物価が上昇する中、生産コストが上昇し、東南アジ

アなどへ拠点を移す企業もある。これは一つのチャイナリスクと言われた。 

しかし、これは中国の立場から見ると、自国の生産コストの上昇は、日本での生産コ

ストが相対的に下がっているということを意味している。かつて、日本は不動産が高い

国として知られていたが、今や上海の不動産は東京にも引けを取らない。給与水準に大

きな変化がない日本と、給与が上昇を続ける中国では、相対的な人件費の差は年々小さ

くなっている。数十年前には、コストがかかりすぎて決して手が出なかった「Made in 

Japan」の製品を、今度は中国企業のブランドで生産する可能性すら出てきている。 

私は、駐在中、多くの人にこの話をした。「今や、中国企業が日本のメーカーに OEM



で製造を委託し、中国に輸出するような時代が来ますよ」と。これは、自ら販路を開拓

する資金力を持たない中小企業等にとっては、生産量を高める一つの手段とも成り得る

はずである。中国市場での販売は中国各地に販路を持つ中国企業に任せて、日本の企業

は日本国内で生産に特化するのである。中国企業にとっては、ハイブランドの高品質商

品として、自らの商品ラインナップに「Made in Japan」を加えられる。それは、「安

心、安全」を求める中国の消費者に新たな付加価値となって、ブランド力向上に寄与す

ることだろう。 

3 年の間、このような話をしてきたら、最近、知り合いの事業者が、中国企業の PB

商品の生産を日本の企業に依頼するビジネスを行い始めたことを知った。念願がかなっ

たような、大変うれしい気持ちになった。 

技術力があって、資金力に乏しい日本の中小企業は、資金を潤沢に持っている中国企

業から見ると、とても投資価値のある商品に映るようである。実際に、日本企業に対す

る M＆A の話も多いと聞く。中国側のこうしたニーズを拒絶し、守りに入っていると、

今度は無理矢理買収されてしまうようなことも起こりかねない。そうであれば、先回り

して、自らに交渉力がある形でビジネスに乗り出しておくことは、とても重要な防衛策

だと思う。 

 

このように、状況が変化するということは、変化した先で新たなビジネスを生む。た

った数十年で、中国人が作って日本人が買う時代から、日本人が作って中国人が買う時

代にも変化する。最も危険なのは、変化の本質を掴めず、かつての自分の姿にしばられ、

思考が固まってしまうことだと思う。 

日本と中国の間では、政治体制が異なっていても、様々な規制で縛られていても、国

家間のビジネスのチャンネルが開いている限りは、必ずビジネスが生まれるだろう。少

なくとも、博多という都市はそのようにして中国から様々なものを取り込みながら発展

してきた。たとえ中国のバブルが崩壊しようと、政治体制に問題が起きようと、中国と

いう国が消滅するようなことは考えにくい。今後も、中国とのビジネスが続いていくと

いうことを前提に考えるのならば、好き嫌いではなく、したたかに中国とのビジネスを

進めていくような賢さも必要であると思う。 

 

商業都市として今や指折りの元気都市となった「福岡」。そこに、かつて存在した国

際貿易拠点都市としての「博多」の勢いを取り戻し、本当の意味で「福岡＋博多」が融

合された時、福岡は海外のビジネスを取り込みながら、更なる飛躍をしていくだろうと

信じている。 

中国では物事を成功に導くのに「天の時、地の利、人の和」が揃うことが大事だとい

う考え方がある。中国最大の経済都市であり、世界を代表する大都市の一つである上海

は、福岡からわずか 900 キロの場所にある。成長を続ける背後圏の江蘇省、浙江省を



合わせた人口は、約 1 億 6 千万人。クルーズ船の寄港が急増したように、福岡市は、

このエリアのビジネスを狙う世界中の企業がうらやましがる「地の利」という武器を持

っている。 

また、「上海レポート その２」で書いたように、中国経済が発展し、人々の所得が

増え、今後は第 3 次産業の成長が期待されている。第 3 次産業がメイン産業である福

岡市にとっては「天の時」がもたらされていると言える。 

あとは「人の和」を築き、蓄積させていくことである。「人の和」を作れるのは人。

是非、時間があれば中国で日々起こっている変化と、そこで暮らす人々の様子を度々実

際に見に行ってみてほしい。そして、できれば多くの人と意見を交換してみてほしい。

多くの「人の和」ができれば、自然とヒト・モノ・コトの交流が動き出す。これは福岡

市が今後の中国経済を取り込むための重要な鍵となりえるだろう。そう、あたかも、か

つて博多と中国を行き来しながら活躍した「博多商人」のように。 

そんな未来を切に願い、ここに中国に関する小さな一歩を残して、上海での駐在生活

を終えたいと思う。 

 

最後に、このレポートの執筆にご協力いただいた方々、ここまで読み進めてくださっ

た方々に心から感謝の意を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 3 月 30 日 

公益社団法人福岡貿易会 上海代表処 奥田聖 

 

＊このレポートに関する感想・ご意見・激励・ご叱責などございましたら、下記メー

ルアドレスまでご連絡ください。  

E-mail：Okuzo2003@hotmail.com 


