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「Ｏ２Ｏ体験店」（概略図） 

「Ｏ２Ｏ体験店」 

大連視点山水科技有限公司（Ｂ） 

（越境ＥＣ貿易とＯ２Ｏ体験店の許可を取得） 

日本の商品販売企業（Ａ） 

「Ｏ２Ｏ体験店」に来る 

中国国内の 

観光客や近隣客 消費者 

船便＆航空便 

日 
本 
側 

中 
国 
側 

・中国側の通関手続き，物流， 
 商品保管，税金支払，商品発送， 
 商品販売，提携バイヤーへの紹介 
 などを担当 

消費者 

日本の取り纏め企業（Ｃ） 
・日本商品の輸出取り纏めを担当 

・日本側の通関や輸出手続きなどを担当 

・「Ｏ２Ｏ体験店」で販売した 
  商品の費用振込を担当 
 （「Ｂ」→「Ｃ」→「Ａ」） 

提携している 

ネット販売のバイヤー 

提携している 

越境ＥＣのバイヤー 

提携している 

一般貿易のバイヤー 

中国国内の 

スーパーやコンビニ 

・多くの中国バイヤーに商品を 
 宣伝できる 

・中国国内の観光客などに商品を 
 越境ＥＣ価格で販売できる 

・委託販売方式で、販売した 
 商品代金が入金される 

・販売状況が見え、商品を 
 見た人数も把握できる 
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１．概 要 ：現在、大連市政府は「越境ＥＣ」の発展を重要課題と考えており、「越境ＥＣ企業」の 
       支援に注力している。 

       今回、既に「越境ＥＣ貿易」の許可を取得している「大連視点山水科技有限公司」に対し、 
       中国の東北三省で初めて＆唯一となる「Ｏ２Ｏ体験店」方式の正式許可を与えた。 

       本来の「越境ＥＣ」は、ネットでの販売に制限され、店舗での販売はできないが、 
       この「Ｏ２Ｏ体験店」では、店舗での販売が出来る「越境ＥＣ貿易販売」である。 
       （Ｏ２Ｏ：Ｏｎｌｉｎｅ ｔｏ Ｏｆｆｌｉｎｅ） 

２．目 的 ：①中国国内のバイヤー達は、販売したい日本商品を日々探しているが、頻繁には日本へ 
        行けないため、日本の商品を沢山展示し、中国全土のバイヤーが販売したい日本商品を 
        探しに来る場所として位置付け、実際に商品を見て価格交渉もできる場所とする。 

        ・日本商品を中国全土のバイヤーに紹介するプラットホームとなる場所。 

        ・中国での宣伝販売効果が非常に大きい「インフルエンサー」（中国名：網紅）の 
         発信（生中継）場所。 

       ②大連市は中国国内では観光都市のため、沢山の国内旅行者が来るため、 
        大連の旅行社と連携し、観光バスを誘致し、国内観光の旅行者に「越境ＥＣ貿易販売」の 
        価格で日本商品を販売する場所とする。 

３．運営企業：大連視点山水科技有限公司（越境ＥＣ許可取得企業） 

４．場 所 ：大連市自由貿易区内（中国の超大手ネット販売企業と提携し、杭州にも近々開設予定） 

５．購入方法：中国人が所有している身分証を提示し、電子決済で購入。 

「Ｏ２Ｏ」体験店（概要） 
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６．来場者 ：①中国全土のバイヤー企業 
         （中国のバイヤー企業は、販売したい日本商品を日々探しているが、頻繁に日本へ 
          行けないため、この体験店に来て実際に商品を見て価格の交渉をする場所。） 

       ②中国国内の観光客 
        大連市は中国国内の観光都市であり、大連の旅行社と連携することで、観光客達を 
        この体験店に誘致し、展示している日本商品を購入させる。 
        （「越境ＥＣ価格」で購入でき、直接持って帰ることもできるし、配送でも良い。） 

       ③近隣の一般消費者 
        体験店の近隣に居る一般消費者に、展示している日本商品を購入させる。 

７．メリット：①中国全土からバイヤー企業が来るため、常設の展示会場として商品を展示することで、 
        ビジネスマッチングができる。 
        （インフルエンサー（中国名：網紅）がこの店舗から商品広告を宣伝する。） 

       ②提携している中国全土のバイヤー企業に、入荷した日本商品の情報を紹介できる。 

       ③中国人の約８億人が使用している「ＷｅＣｈａｔ」（中国名：微信）を活用した 
        商品の宣伝広告ができる。 
        ・展示する商品には「専用のＱＲコード」を添付するので、商品の中国語紹介ができる。 
         （文字，写真，動画，イラスト，添付ファイル，などなどが活用できる。） 
        ・来場者が「専用のＱＲコード」を読むことで、商品の市場調査ができる。 
         （商品を見た人数などを日々オンラインで見られる。） 
        ・「専用のＱＲコード」は、日本語のできない訪日中国人向けにも日本で活用できる。 

       ④販売した商品の価格が入金され、販売状況も日々オンラインで見られる。 

       ⑤越境ＥＣに関するサービス，物流サービス，コンサル，その他の疑問点や質問など、 
        日本と中国のビジネスで必要な様々なサービスを日本語で受けられる。 

       ⑥その他 

「Ｏ２Ｏ」体験店（概要） 
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８．サービス：①日本から中国へ商品を輸入する時の「税関申請」，「検疫検査申請」，「通関物流」 
        などの各種支援サービス。 

       ②商品を紹介するための日本語を、中国語へ翻訳するサービス。 

       ③商品を宣伝するための「専用ＱＲコード作成」及び「専用システム」への登録。 

       ④「専用ＱＲコード」の商品貼り付け 

       ⑤専用サイトでの、商品情報表示サービス。（商品を見た人数や販売状況など） 

       ⑥商品の展示，販売，保管サービスなど。 

       ⑦提携している中国全土のバイヤーに対する商品オンライン紹介サービス。 

       ⑧インフルエンサー（中国名：網紅）を活用した商品の紹介サービス。 

       ⑨販売した商品の費用を出展元日本企業に振り込むサービス。 

       ⑩中国人が好む包装デザインなどのアドバイスなどサービス。 

       ⑪中国のバイヤーと正式に販売取引が成立した時（マッチングが正式成立した時）の 
        契約や取引に関する支援全般サービス。 

       ⑫その他 

９．費 用 ：「３万円／１商品／６ヶ月」（１ヶ月５，０００円相当で、６ヶ月の期間延長は２万円） 

       ①出展したい商品の数が多い場合は、費用を別途相談して決定する。 

       ②棚の上部に会社名の看板を付けたい場合は、別途相談して決定する。 

       ③本費用には、前記項目８の「サービス」（①～⑫）が含まれる。 

       ④展示する商品を最初に日本から中国へ輸送する費用が含まれる。（日本の指定港引渡し） 

       ⑤その他（委託販売方式のため、販売した商品の費用は出展元日本企業へ振込） 

「Ｏ２Ｏ」体験店（概要） 
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１０．流れ ：①出展希望の日本側企業（以下Ａ）は、出展したい商品の情報を「指定様式」に記入し、 
        展示側（以下Ｂ）の日本窓口担当者へ連絡する。（ｅｍａｉｌを基本とする） 

       ②Ｂは商品の展示に関する可不可を検討する。（商品によっては輸入制限が有るため） 

       ③商品の展示が決定した後、最初の展示数量や推奨販売価格などを双方で相談し決定する。 

       ④展示期間内が終了後、商品が売れ残った場合に関する取扱方法を双方で相談し決定する。 

       ⑤展示に関する契約を締結する。（日本側の取り纏め企業（以下Ｃ）も含めた３社契約。） 

       ⑥事前登録に必要な商品の各種資料をＢからＣ経由でＡに連絡し入手する。 

       ⑦Ｂは商品の事前登録を行う。 

       ⑧Ｂは商品に張り付ける「専用ＱＲコード」を作成し、「専用システム」に登録する。 

       ⑨商品を送る日本の指定港を、ＣからＡに連絡し、Ａは指定された場所に商品を送る。 
        （商品を発送したらＣに連絡する。） 

       ⑩日本の指定港に商品が到着したら、ＣとＢが連携し日本から大連（中国）へ商品を送る。 

       ⑪商品が大連（中国）へ到着したら、Ｂは所定の手続きをし、商品に「専用ＱＲコード」を 
        貼り付け、体験店に展示する。（展示した写真をＡに送る。） 

       ⑫商品を展示したら、Ｂは提携している中国全土のバイヤーに商品情報を紹介する。 

       ⑬展示してる商品の販売状況などが見られるサイト及びパスワードをＢからＡに連絡する。 

       ⑭販売状況を見ながら、販売した商品の金額をＢからＣ経由でＡへ送金する。 
        （送金する期日は、販売状況を見ながら、Ａ，Ｂ，Ｃが相談し、決定する。） 

●中国国内で販売したいバイヤーが見つかったら、ＣからＡに連絡し、バイヤーとの正式売買契約を 
 締結する。（Ｂ及びＣは、円滑に進むサービスを支援する） 

●展示期間内に商品が完売したら、Ａ，Ｂ，Ｃの３社で、商品の追加に関する相談を行って決定する。 

「Ｏ２Ｏ」体験店（概要） 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（展示対象商品） 

基本的には、全ての日本商品が対象。 

 １．化粧品類  ：スキンケア，パック，化粧水，乳液，日焼け止め，その他 

 ２．日用品類  ：洗剤，消臭剤，虫よけ剤，シャンプー，リンス，入浴剤，その他 

 ３．健康食品類 ：サプリメント，栄養補給，睡眠改善，その他 

 ４．ベビー用品類：オムツ，粉ミルク，栄養補助食品，離乳食，哺乳瓶，その他 

 ５．食品類   ：調味料，食用油，お菓子，フリカケ，レトルト食品，その他 

 ６．お酒類   ：ワイン，ビール，その他 

 ７．家電製品類 ：炊飯器，キッチン用家電，その他 

 ８．鞄・装飾品類：鞄，財布，ベルト，靴，スリッパ，アクセサリー，その他 

 ９．服装類   ：洋服，コート，Ｔシャツ，下着，靴下，その他 

１０．その他   ：陶器，民芸品，その他 

●バイヤー企業向け商品：①中国で、既に売れている商品で、卸価格が安い商品。（在庫処分商品も含む） 

            ②中国で、まだ販売されていない（販売量が少ない）新商品。 

            ③中国で、既に売れている商品で、原材料などが新しい商品。 

            ④その他 

●一般消費者向け商品 ：①価格が安い商品 

            ②その他 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 

１．ネット販売を行っている提携バイヤーの一例（日本から検索できない可能性有り） 

 （１）拼多多 ：https://www.pinduoduo.com/ 

 （２）有讚  ：https://www.youzan.com/ 

 （３）唯品会 ：https://www.vip.com/ 

 （４）雲集  ：http://www.yunjinet.com/ 

 （５）小紅書 ：https://www.xiaohongshu.com/ 

 （６）聚美優品：http://bj.jumei.com/ 

 （７）京東  ：https://www.jd.com 

 （８）万国優品：http://www.wgyp.com 

 （９）百草香 ：https://baicaowei.world.tmall.com/ 

（１０）燕文物流：http://www.yw56.com.cn/ 

（１１）海豚  ：https://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.yks.hkwscm&ADTAG=mobile 

（１２）宜起購 ：http://www.yqigou.cn/cpzx 

（１３）海惠越境：https://mobile.baidu.com/item?pid=2154828 

（１４）環球捕手：http://www.globalscanner.com/ 

（１５）淘宝  ：https://ai.taobao.com/ 

（１６）天猫  ：https://jx.tmall.com 

●提携バイヤーは中国全土に広がっており、随時拡大中。 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 

拼多多の画面例 有讚の画面例 唯品会の画面例 

雲集の画面例 小紅書の画面例 聚美優品の画面例 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 

京東の画面例 万国優品の画面例 百草香の画面例 

燕文物流の画面例 海豚の画面例 宜起購の画面例 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 

海惠越境の画面例 環球捕手の画面例 

淘宝の画面例 天猫の画面例 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 

２．インフルエンサーでも商品宣伝を行っている提携バイヤーの一例（日本から検索できない可能性有り） 

  （１）薇娅（ウェイヤー）      ：https://taobaolive.taobao.com/ 

  （２）ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）：https:// www.tiktok.com 

  （３）快手             ：https://www.kuaishou.com/ 

●提携バイヤーは中国全土に広がっており、随時拡大中。 

薇娅（ウェイヤー） 

の画面例 

ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック） 

の画面例 

快手（クワイショウ） 

の画面例 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（指定様式例） 

指定様式のイメージ 

指定様式の記入例イメージ 



「Ｏ２Ｏ体験店」（専用ＱＲコード例） 

①中国人の約８億人が利用している携帯電話用 
 アプリの「ＷｅＣｈａｔ」（中国名：微信）で 
 展示商品に張り付けてある「専用ＱＲコード」を 
 読み込むと、中国語で商品説明（紹介）が 
 表示される。 

②商品説明（紹介）の内容としては、 
 文字，写真，動画，イラスト，添付ファイル 
 などが使用できる。 
 （商品の使用方法や特徴説明で動画活用は有効） 

③体験店の来場者で、気に入った商品に関しては、 
 この「ＱＲコード写真」を友人に口コミで拡散する。 

④この「ＱＲコード」は、何処でも利用できるので、 
 色々な場所で有効に活用できる。 

 ・中国の展示会に出展する商品に張り付ければ、 
  商品の中国語説明要員が削減できる。 

 ・日本の店舗で販売している商品に張り付ければ、 
  日本語が出来ない訪日中国人旅行者が来店しても、 
  商品の中国語説明として利用できる。 

 ・欧米などの店舗でも販売している商品が有る場合、 
  中国人旅行者が来店しても、商品の中国語説明 
  として利用できる。 

サプリ説明（紹介）の例 

フェースマスク 

説明（紹介）の例 

美容機器 

説明（紹介）の例 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 14 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（外観写真例） 

●大連市は中国国内の観光地であり、 

 大連市内から観光地の一つである 

 「金石灘」へ行く途中に有ります。 

 （旅行社と連携して観光バスを誘致） 

●運営会社の「大連視点山水科技有限公司」は 

 本業が物流会社のため、中国国内の数多くの 

 バイヤーと提携しており、この人脈を 

 活用して日本商品を宣伝しマッチングする。 

 （インフルエンサーでの宣伝も行う） 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（店舗写真例） 

商品数の多い企業には 

専用の看板を準備 

（要相談） 
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「Ｏ２Ｏ体験店」（運営企業の概要） 

・大連で発行されている 

 日本語フリーペーパー雑誌の 

 Ｗｈｅｎｅｖｅｒ大連８月号に 

 掲載された越境ＥＣ貿易入門で 

 紹介されているインタビュー記事 
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１．中国国内で「越境ＥＣ」販売を実施している超大手企業 

  ①会社名 ：杭州謙寻電子商務有限公司 

  ②事 業 ：中国国内で「越境ＥＣ」販売を含むネット販売を行ってる超大手企業 

  ③概 要 ：淘宝（タオバオ）の生中継（ライブ）で商品を宣伝・販売している会社で、 
        アリババも出資をしてる会社。 

        淘宝（タオバオ）が運営しているプラットホームの中で、売り上げがＮｏ１の会社。 

        主な取扱商品分類は、「レディーズファッション関係」、「アクセサリー関係」、 
        「食品関係」、「化粧品関係」、「運動機械関係」、「健康サプリ関係」、その他。 

        生中継のファンは累計で１千万人以上居て、１回の生中継販売の金額は、最高で 

        「３．４億元」。 

        この会社で有名なキャスター（インフルエンサー）は「薇娅」（ｖｉｙａ）さん。 

●淘宝（タオバオ）の生中継：大多数のユーザーが携帯電話で見ている生中継（ライブ）で、メインとなる 
              有名なキャスター達が商品を紹介し、商品を販売する方法。 
              商品の分野は、「洋服」、「赤ちゃん用品」、「化粧品」、「食品」、 
              「日用品」、「健康食品」などなどで、出演しているキャスター達は、 
              ファンのイメージキャタクターであり、バイヤー達からも重視されている。 

「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 
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２．中国国内で「越境ＥＣ」販売を実施している超大手企業 

  ①会社名 ：杭州愛娅電子商務有限公司 

  ②事 業 ：中国国内で「越境ＥＣ」販売を含むネット販売を行ってる超大手企業 

  ③概 要 ：国営企業である湖南衛星テレビ（大美時尚（上海）文化メディア有限公司）の 
        子会社で、ネットで商品を販売する専門の会社であり、テレビショッピング 
        などの企画も担当している会社。 

  ④その他 ：この会社のテレビショッピングで人気が有るサイトは、「我是大美人」， 
        「快楽購」，「辣妈学院」，「唯品美美搭」など。 

中国国内で有名な人気が有るテレビショッピングの画面 

「Ｏ２Ｏ体験店」（提携バイヤー企業一例） 
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日本側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「白石 久充」（日本製品中国市場販売支援会会長） 

    携 帯 ：（＋86）13904110159（日本語）  

    メール ：shiraishi@e-trust.com.cn（日本語） 

         shiraishi@tios.co.jp（日本語） 

中国側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「孫 吉斌」（日本製品中国市場販売支援会副会長） 

    携 帯 ：（＋86）15998540888（中国語）  

    メール ：sunji_bin@163.com（中国語） 

日本側及び中国側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「下田 麗麗」（日本製品中国市場販売支援会担当） 

    携 帯 ：（＋86）15140498255（日本語・中国語）  

    メール ：shimoda@e-trust.com.cn（日本語・中国語） 

 

 
 

●中国の法律は変更になる頻度が高いので、最新情報の確認など、お気軽にご相談ください。 

 （参考サイト：http://www.jpcs-dl.com/） 

「Ｏ２Ｏ体験店」（連絡先・問合せ先） 
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参 考 資 料 

参 考 資 料 
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参考情報（「一般貿易」と「越境ＥＣ貿易」） 

 日本を含む海外からの商品を輸入し易くし、税金なども安くする事で、中国国内の消費を増やす事を 
目的として開始されたのが「越境ＥＣ」である。 

 また、日本を含む海外の商品を輸入する際、税金を支払わない裏ルートなどを撲滅していく事も目的 
としている。（違法での輸入は、ますます厳しく取り締まっていく。） 
 

●「越境ＥＣモデル」には以下の２つの方法が有る。 

 ①「直送モデル」   ：中国国内の人が海外のＥＣサイトで商品を注文し、海外から直接商品を 
             郵送する方法。 

 ②「自由貿易区モデル」：中国国内で「越境ＥＣ（貿易）」の許可を取得している企業を利用し、 
             海外の商品を先に中国へ輸入し、この企業の倉庫で保管して置き、 
             中国国内のＥＣサイトで商品の注文があった場合、この倉庫から直接 
             注文者へ郵送する方法。 
 
●「一般貿易販売」と「越境ＥＣ貿易販売」の相違概要 

（１）「一般貿易販売」と「越境ＥＣ貿易販売」では、商品購入の支払い方法が異なる。 

   ①「一般貿易販売」では、消費者が商品を購入する場合、現金でも電子決済でも良く、 
    金額の制限は無い。 

   ②「越境ＥＣ貿易販売」では、消費者が商品を購入する場合、電子決済に限定され、 
    金額の制限も有る。 
    ・１名が１日に購入できる金額制限は「 ５，０００元」以内である。 
    ・１名が１年に購入できる金額制限は「２６，０００元」以内である。 
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（２）「一般貿易販売」と「越境ＥＣ貿易販売」では、税率が異なる。 

   ①「一般貿易販売」では、商品の種類によって税率が異なり、化粧品類などは４０％である。 
    （ 税金が高い → 販売価格が高くなる → 購入者が少ない ） 

   ②「越境ＥＣ貿易販売」では、商品の種類によらず一律「９.１％」の税金である。 
    （ 税金が安い → 販売価格が安くなる → 購入者が増える ） 

（３）「一般貿易」と「越境ＥＣ貿易」では、事前準備（商品登録）などが異なる。 

   ①「一般貿易」では、商品を販売する前の事前登録が必要で、面倒な事が多い。 
    （ 時間や費用が必要 → 面倒 → 販売したくない ） 

   ②「越境ＥＣ貿易」では、商品を販売する前の事前登録は必要だが、簡素化している。 
    （ 簡素化 → 販売したい ） 

（４）「一般貿易販売」と「越境ＥＣ貿易販売」では、商品の保管場所が異なる。 

   ①「一般貿易販売」では、商品の保管場所は購入者自身の倉庫など、何処でも良い。 

   ②「越境ＥＣ貿易販売」では、商品の保管場所は「越境ＥＣ貿易」の許可を取得している企業の 
    倉庫に限定される。（商品の販売や管理などは購入者（仕入企業）自身が行う。） 

（５）「一般貿易販売」と「越境ＥＣ貿易販売」では、商品販売の方法が異なる。 

   ①「一般貿易販売」では、商品の販売は店舗販売でもネット販売でも良い。 

   ②「越境ＥＣ貿易販売」では、商品の販売は原則としてはネット販売に限定される。 
    （店舗に商品サンプルを置くことは可能。） 
    ・消費者はネットで注文 → 「越境ＥＣ貿易」許可取得会社の倉庫から消費者へ直接郵送。 

参考情報（「一般貿易」と「越境ＥＣ貿易」） 
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日本側の販売元企業 

船便＆航空便 

（混載便でもＯＫ） 

越境ＥＣ（貿易）の許可を 
取得している企業の倉庫 

中国側の輸入・販売企業 

（税金は全て販売金額の９.１％） 

中国国内の 

ネット販売企業 

（原則として店舗販売は不可） 

中国国内の消費者 
（購入金額に制限有り） 

消費者へ商品を発送 

店舗販売できる一般貿易の 

商品として変更することも可能 

（一般貿易としての税金を支払う） 

参考情報（「越境ＥＣ貿易販売」の概略図） 


