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Ⅰ．今までの問題点（中国側） 

日本の安心で良い商品を 

購入したいが、同類の 

商品が多く、何を購入したら 

良いか分からない。 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

日本から購入したい 

商品が有るのだが、 

探せない・見つからない。 

偽物やコピー商品も 

多く、安心・信頼できる 

購入先や連絡先が 

分からない。 

展示会やネットで日本の 

商品を見たが、何処へ 

連絡すれば良いか 

分からない。 

日本へ個人旅行で行きたいのだが、 

何処へ行けば良いか分からないし、日本語もできない。 
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Ⅰ．今までの問題点（日本側） 

日本の安心で良い商品を 

販売したいが、どのように 

販売を進めたら良いか 

分からない。 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

展示会やネットで商品を 

販売したいが、 

中国語対応や現地化などの 

問題で、進められない。 

中国市場の状況や、 

中国の人達の嗜好などが 

把握できていない。 

物流の方法や税関の手続き 

などが分からず、 

代理商を経由してるため、 

販売価格が高くなり、 

利益もあまり出ていない。 

中国からの旅行客を誘致したいが難しく、 

中国語もできない。 
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Ⅱ．目 的 

日本の安心できる良い 

｢製品･商品｣の正しい情報を 

中国の人達に伝え､体験して
もらい、知ってもらう。 

日本の「製品・商品」を、 

中国市場で販売するための 

良い方法をアドバイスし、 

販売も支援する。 

日本企業に､中国市場での 

「製品・商品」販売で 

成功していただく。 

信用や信頼を大切にし、 

中国の消費者にも満足を 

提供し、維持･継続した 

社会貢献を行う。 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

日本の特徴有る良い場所や日本文化を体験できる場所 

等の情報を中国で紹介し、双方に満足してもらう。 
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Ⅲ．組織構成概要 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

運営会 

日本側担当 中国側担当 

実務担当 
（チーム） 

実務担当 
（チーム） 

運営会主要メンバー 

会 長 ：白石 久充 

副会長 ：孫 吉斌 

特別顧問：石原 永年 

顧 問 ：陳 琳 

補 佐 ：陳 鈺淇 

補 佐 ：馬 麗娜 

顧 問 ：呉 剛 

補 佐 ：里見 翼 

その他（順次増員中） 
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Ⅳ．主要メンバー概要 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

１．日本側との連絡窓口責任者 

  ①「白石 久充」（現職：大連毅信グループ） 

２．中国側との連絡窓口責任者 

  ①「孫 吉斌」（現職：大連利众互联网有限公司） 

３．通訳及び翻訳窓口責任者 

  ①「陳 鈺淇」（現職：大連毅信軟件有限公司） 

４．ネット販売サイト窓口責任者 

  ①「陳 琳」（現職：大連毅信国際貿易有限公司） 

６．全体のフォロー責任者 

  ①「石原 永年」 

５．ＷｅＣｈａｔ窓口責任者 

  ①「呉 剛」（現職：大連共創軟件有限公司） 
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Ⅴ．支援の３本柱 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

日本のインバウンド 

（日本） 

日本から見た 

アウトバウンド 

（中国） 

お手軽 
テスト販売プラン 

（中国） 

途切れないサイクル 

（情報の活用と口コミ） 
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Ⅵ．支援概要（日本のインバウンド） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

１．日本のインバウンド支援 

  約６億人の中国人が日常的に利用している「微信」（Ｗｅｃｈａｔ） 
  を活用したサービス。 
  （日本語が出来ない中国人が日本で不便を感じないサービス） 

（１）支援会が独自に作成したプラットホームである 
   「東瀛Ｇｏ」（ドンインゴー）の活用 

   例１．訪日中国人旅行者を誘致するための「中国語での紹介」 

   例２．日本で商品を購入する中国人向けの「中国語での説明」 

   例３．日本で飲食をする中国人向けの「中国語での紹介」 

   例４．日本へ留学したい中国人向けの「中国語での紹介」 

   例５．日本で就職したい中国人向けの「中国語での紹介」 

（２）ＱＲコードの活用 

   日本の店舗，陳列棚，商品などにＱＲコードを塗布し、 
   通訳者を削減するための「中国語での説明」 

（３）その他 
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Ⅵ．支援概要（日本から見たアウトバウンド） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

２．日本から見たアウトバウンド支援 

（１）約６億人の中国人が日常的に利用している 
   「微信」（Ｗｅｃｈａｔ）を活用したサービス。 

   例１．口コミを利用した中国語での宣伝広告 

   例２．中国でのネット販売（販売代理店や個人消費者が対象） 

（２）本支援会としての店舗や、提携している店舗を利用した 
   市場調査，テスト販売，正式販売など。 
   （中国国内の販売店とのマッチング支援も含む） 

（３）中国国内で開催される各種展示会の支援。 

   例１．出展の申込みから最後の片づけまでの全支援 

   例２．ＱＲコードを活用した中国語での商品説明（通訳者削減） 

   例３．展示会が終了した後の、各種問合せ受付やフォロー 

（４）コンサル 

（５）その他 
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Ⅵ．支援概要（お手軽テスト販売プラン（中国）） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

３．中国の実店舗を利用するお手軽テスト販売プラン 

（１）中国の展示会に出展すると、費用はかかるし、詳細の市場調査にも 
   ならず、真のアドバイスも受けられないので、こう言った問題を 
   解決するための一つのプランです。 
   （まずは小規模で試してみたいと言う企業様向けプラン） 

（２）概要の手順 

   ①テスト販売してみたい商品（負担にならない数）を、 
    日本国内の指定場所へ送っていただく。 
    （時期により、ＥＭＳなどで中国へ送っていただく場合も有り） 

   ②日本国内の指定場所からは、本支援会内の企業がコンテナで 
    大連（中国）へ送り、大連の実店舗に展示する。 
    （輸送，税関手続き，費用などは、支援会内企業が担当） 

   ③大連の実店舗に展示すると共に、中国国内のネット販売サイト 
    にも掲載する。 

    ・販売した商品に関しては、その卸価格をお支払する。 

    ・販売状況結果や中国で販売するためのアドバイス情報を送る。 
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Ⅵ．支援概要（お手軽テスト販売プラン（中国）） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

（３）概要の手順イメージ 

依頼主  ⇒  商品  ⇒  本支援会が指定する日本国内の指定場所 

日本から大連（中国）への輸出作業（本支援会メンバー企業が費用も含め担当） 

大連（中国）での輸入作業（本支援会メンバー企業が費用も含め担当） 

本支援会としての店舗へ配送（本支援会メンバー企業が費用も含め担当） 

「店舗」及び「ネット」でのお手軽テスト販売 

依頼主に対し販売した金額を返金し、販売状況や今後のアドバイス情報も連絡 

最初に合意した期間が終了後に残った商品は、販売代理希望店などへ無償提供 

（時期により直接中国へ送っていただく場合有り） 



13 

Ⅵ．支援概要（東瀛ＧｏとＱＲコードの実例） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

「東瀛Ｇｏ」 

アンケート入力 

ＱＲコード 

「ＱＲコード」の実例 



14 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

本支援会の主要メンバーが運営しているネット販売の実例 

カテゴリー別の画面 

Ⅵ．支援概要（ネット販売の実例） 



15 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

外観 ２階：倉庫 ３階：総経理室＆会議室 

１階：店舗（ＢｔｏＢの顧客が多いですが、個人消費者も来店します） 

Ⅵ．支援概要（本支援会の店舗風景） 

本支援会として店舗風景（３階建ての１戸建） 
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１．展示会の事前準備 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

①ブースの申込みや、展示会で使用する備品等の購入（外資企業よりも安い賃借料） 

②中国人にあった（中国人向けの）翻訳と、パンフレットや看板などの作成 

③携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用した、商品の中国語説明及びアンケート準備 

④出展する商品の受け取りと、宣伝やアンケート調査で使用するコードの作成及び貼付 

⑤ブースの準備や、商品の搬入及び飾り付け 

２．展示会の開催期間中 

①展示会場での通訳や宣伝と、商品の販売管理や在庫管理と、アンケート調査 

②中国国内で販売代理を希望する企業及び店舗の誘致とマッチング 

③出展企業への状況報告（出展者が日本から出張して来ない場合など） 

Ⅶ．実績概要紹介（中国の展示会出展支援） 



17 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

３．展示会が終了後 

①ブースの片づけや、残った商品の引取り及び販売（一部は代理販売店への配送） 

②販売状況のまとめや出展企業への状況報告（日本語翻訳したアンケート集計報告等） 

③展示会に来場した消費者や代理販売希望企業及び店舗からの問合せ対応 
 （出展企業との連絡窓口） 

④中国国内で販売代理を希望する企業及び店舗への営業 

⑤今後のアドバイス（販売を推進・拡大するための提案など） 

中国の展示会の風景例 

Ⅶ．実績概要紹介（中国の展示会出展支援） 



18 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用する、商品の中国語説明例 

Ⅶ．実績概要紹介（中国の展示会出展支援） 

コード 

WeChat 
（微信） 
での読込み 

商品の説明 
（中国語） 

商品にコードを塗布しＷｅＣｈａｔ（微信）で表示＆入力。 

コード 

WeChat 
（微信） 
での読込み 

アンケート 
入力 

（中国語） 

（選択と入力の両方） 

携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用する、商品のアンケート入力例 
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２．試食会・試飲会・テスト販売の事前準備 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

①適切な場所の手配や、使用する備品等の購入 

②中国人にあった（中国人向けの）翻訳と、パンフレットや看板などの作成 

③適切な対象者や販売店舗の選定及び誘致・連絡と、商品の受け取り及び会場への搬入 

④携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用したアンケート画面の作成（調査項目決定） 

１．試食会・試飲会・テスト販売の目的 

①市場調査（中国の人の味覚に合っているかどうかや適切な販売価格の調査他） 

 ・対象は、料理人，代理販売希望の企業や店舗，一般顧客 

３．試食会・試飲会・テスト販売の開催期間中 

①通訳及び配膳手配と、アンケート調査の実施 

②中国国内で販売代理を希望する企業及び店舗とのマッチング 

Ⅶ．実績概要紹介（試食会・試飲会・テスト販売支援） 



20 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

４．試食会・試飲会・テスト販売が終了後 

①片づけや、残った商品の引取り（販売代理希望企業や店舗開拓の営業として利用） 

②状況のまとめと状況報告（アンケートの集計や日本語翻訳も） 

③消費者や代理販売希望企業及び店舗からの問合せ対応 

④今後のアドバイス（販売を推進・拡大するための商品改良提案など） 

試食会・試飲会・テスト販売の風景例 

Ⅶ．実績概要紹介（試食会・試飲会・テスト販売支援） 



21 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

アンケート調査結果のまとめ例 

Ⅶ．実績概要紹介（試食会・試飲会・テスト販売支援） 



22 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅶ．実績概要紹介（中国での店舗販売・ネット販売） 

本支援会の主要メンバー企業である「大連毅信国際貿易有限公司」が 

運営している店舗及びネット販売サイトを、本支援会として活用して 

おり、安心でき信用できる提携店舗及びネット販売サイトを順次拡大中。 

（日本側企業の希望により、日本での「引渡し」（売り切り）も可能） 

ネット販売サイトの画面（一部） 店舗の風景 
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 １．中国市場の現状調査や、中国人嗜好などのアドバイス 

 ２．商品パッケージ及びデザインなどに関するアドバイス 

 ３．中国の習慣にあわせた商品説明などの中国語翻訳 

 ４．輸出入や税関対応などに関するアドバイス及び実務代行 

 ５．中国市場で販売するための全体的なアドバイス 

 ６．中国で日本の商品を販売したい企業・代理店とのマッチング 

 ７．商標登録などに関するアドバイス及び実務代行 

 ８．会社設立などに関するアドバイス及び実務代行 

 ９．価格競争を防止し模倣品を排除のためのアドバイス 

１０．訪日中国人旅行者を誘致するためのアドバイス及び宣伝・広告 

１１．その他（インターンシップによるグローバル人材の育成など） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅶ．実績概要紹介（その他） 
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Ⅷ．その他（基本プラットホーム「東瀛Ｇｏ」の概要） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

途切れないサイクルを実現するプラットホーム「東瀛Ｇｏ」 

日本語が分からない 

訪日中国人旅行者が 

日本滞在中に便利な 

サービス（中国語） 

中国国内での 

「口コミ」宣伝拡大 

（日本に関する事） 

訪日旅行者の誘致や 
日本商品の販売拡大 

（中国語） 

中国人の大多数が、何処に居ても日常的に 

使用している「ＷｅＣｈａｔ－微信」を 

活用したプラットホーム（携帯の活用） 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

中国から日本へ 

訪日旅行に行く 

① ② 

③ ④ 

第１段階：訪日してる中国人旅行者が、「ＷｅＣｈａｔ－微信」で 

     ＱＲコードを読み込むと、中国語での説明が表示されるサービス。 

日本のお店に
入ったが、 
同類の商品が 
多く、どれが 
良いのか 
わからない。 
 
●商品の詳細 
 説明は、 
 ほとんどが 
 日本語表示 

商品に貼られて 
いるＱＲコードを 
「ＷｅＣｈａｔ」で 
読み込むと 
中国語での説明が 
表示される 

中国語での 
説明を読み、 
理解し、 
自分が目的と 
した商品を 
購入できる 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅷ．その他（基本プラットホーム「東瀛Ｇｏ」の概要） 

25 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

① ② 

③ ④ 

第１段階：訪日旅行をしたいが、自分の目的にあった場所が分からなかったり、 
     数回訪問しているが、今までと違う良い場所が分からない人達に対し、 
     良い旅行先を紹介するサービス。 

訪日旅行を 
したいので、 
「ＷｅＣｈａｔ」
で本新サービスが 
紹介している 
訪日場所を見て 
探す 

目的にあった 
訪日旅行が、 
安心して 
楽しめる 

「ＷｅＣｈａｔ」 
から 
本新サービスを 
利用し、また 
次に行く場所を 
見て探す 

目的の 
訪日場所が 
見つかり、 
本新サービスから 
中国語で 
日本滞在中の 
手配をする 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅷ．その他（基本プラットホーム「東瀛Ｇｏ」の概要） 
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日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

① ② 

③ ④ 

第１段階：訪日旅行から中国へ戻った人達が、中国国内で「ＷｅＣｈａｔ－微信」 
     を使用し、日本の商品をネットで購入できるサービス。（「口コミ」） 

訪日旅行から 
中国に帰国した 
友人が、 
「ＷｅＣｈａｔ」 
で本新サービスの 
事を口こみ宣伝 
する 

「ＷｅＣｈａｔ」 
から中国語で 
日本の商品を 
注文する 
 
●全て本物 
 なので安心 

中国内の自宅や 
指定場所に、 
注文した 
日本の商品が 
届く 

日本へ旅行には 
行かない友人が、 
「ＷｅＣｈａｔ」 
で本新サービスを 
見る 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅷ．その他（基本プラットホーム「東瀛Ｇｏ」の概要） 
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Ⅷ．その他（参考サイト） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

２．支援会主要メンバー企業が運営しているネット販売サイト 

  （大連毅信国際貿易有限公司） 

   https://wap.youzan.com/v2/showcase/feature?alias=11n5reac4&redirect_count=1   

   http://shop111761388.taobao.com/ 

 

３．支援会と連携するサイトを順次拡大中 
 

１．日本製品中国市場販売支援会サイト 

   http://www.jpcs-dl.com/ 
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Ⅷ．その他（連絡・問合せ先） 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

日本側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「白石 久充」（責任者－会長） 
    携 帯 ：（＋86）13904110159（日本語）  
    メール ：shiraishi@e-trust.com.cn（日本語） 

   ②氏 名 ：「里見 翼」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）15040562083（日本語）  
    メール ：satomi@e-trust.com.cn（日本語） 

   ③氏 名 ：「石原 永年」（特別顧問） 
    携 帯 ：（＋86）13942854289（日本語）  
    メール ：mitsuka701@yahoo.co.jp（日本語） 

中国側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「孫 吉斌」（責任者－副会長） 
    携 帯 ：（＋86）15998540888（中国語）  
    メール ：sunji_bin@163.com（中国語） 

   ②氏 名 ：「陳 鈺淇」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）18842220897（中国語＆日本語）  
    メール ：chen.yuqi@e-trust.com.cn（中国語＆日本語） 

   ③氏 名 ：「馬 麗娜」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）13050550567（中国語＆日本語）  
    メール ：13940966863@163.com（中国語＆日本語） 


