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Ⅰ．越境ＥＣの概要（概略図） 

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 

（原則としては店舗での販売は不可） 

中国国内の消費者 

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） 
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Ⅰ．越境ＥＣの概要 

 日本を含む海外からの輸入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、日本を含む海外からの輸入商品を中国企業が輸入する際、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開始されたのが越境ＥＣである。 

●越境ＥＣには以下の２つの方法が有る。 

 ①「直送モデル」   ：海外のＥＣサイトで商品を注文し、海外から商品を直接郵送する方法。 

 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ら、この倉庫から郵送する方法。 

●今回の資料で説明している「越境ＥＣ」とは、上記②の「自由貿易区モデル」の事である。 
 
（１）一般貿易と越境ＥＣでは、税率が異なる。 

   ①一般貿易では、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 ） 

（２）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 ） 
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Ⅰ．越境ＥＣの概要 

（３）一般貿易と越境ＥＣでは、輸入・販売できる商品の制限が異なる。 

   ①一般貿易では、日本の「塩」などの輸入・販売は制限されている。（一例） 

   ②越境ＥＣでは、日本の「塩」などの輸入・販売は、ほとんど制限が無い。（一例） 

（４）一般貿易と越境ＥＣ（貿易）では、商品の保管場所が異なる。 

   ①一般貿易では、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）では、商品の保管場所は越境ＥＣ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）一般貿易と越境ＥＣでは、商品購入の支払い方法が異なる。 

   ①一般貿易では、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。 
    （注）上記の金額を超えた場合は、超えた分の税金を支払えば購入できる。 

（６）一般貿易と越境ＥＣでは、商品販売の方法が異なる。 

   ①一般貿易では、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の許可を取得している会社の倉庫から消費者へ郵送。 
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Ⅰ．越境ＥＣの概要（商品流れ概略図） 

越境ＥＣ（貿易）の許可を取得している中国側の企業 

（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

中国の輸入元・販売元企業 

日本の商品販売企業 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 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，消費者への 
 商品発送などを担当 

消費者 

・商品に関する注文管理，在庫管理， 
 販売管理など、全てを担当 

日本の物流企業 ・日本側の通関や輸出手続きなどを担当 

・日本の商品販売企業が直接自社で 
  輸出まで行う場合は、日本の 
  物流企業を経由する必要は無い 

消費者へ商品を発送 
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Ⅰ．越境ＥＣの概要（費用流れ概略図） 

越境ＥＣ（貿易）の許可を取得している中国側の企業 
（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

中国の輸入元・販売元企業 

日本の商品販売企業 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 消費者 

日本側 

中国側 ・物流費用，手数料費用， 
 税金費用などが入金後、 
 税金（９.１％）の支払い 

消費者 

・商品の販売価格は、税込金額で 
 日本の港引渡し価格で契約した 
 ほうが簡単。 
 （一括先払いを基本とする） 

・還付金制度を申請すると、 
 消費税が戻る。 

商品購入費用 

契約した商品購入費用 配送料や税金（９.１％）などの各種費用 

日本の物流企業 

物流費用 

商品代金 

商品代金 
商品代金 

先払いの費用 

商品の購入代金 
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Ⅱ．支援会とは 

 「支援会」とは、２０１５年に中国遼寧省大連市で設立した民間企業の有志一同による 
「日本製品中国市場販売支援会」（略称：ＪＰＣＳ）の事で、日本と中国の間に位置し、ビジネスなど 
全般的な事を支援する民間の団体です。 

（１）日本側を支援している項目概要 

   ①インバウンドの支援（中国の旅行会社誘致や、訪日中国人個人旅行者の誘致など） 

   ②アウトバウンドの支援（日本のメーカーと中国のバイヤーのマッチング支援など） 

   ③人材，教育，文化交流などの支援 

   ④その他（悩み事や相談事などの全般支援） 

（２）中国側を支援している項目概要 

   ①インバウンドの支援（日本の旅行会社誘致や、訪中日本人個人旅行者の誘致など） 

   ②アウトバウンドの支援（中国のメーカーと日本のバイヤーのマッチング支援など） 

   ③人材，教育，文化交流などの支援 

   ④その他（悩み事や相談事などの全般支援） 

（３）支援方法の概要 

   ①約６億人以上の中国人が日常的に利用している「微信」（ＷｅＣｈａｔ）を利用し、 
    ＱＲコードを活用した宣伝，口コミ，紹介。（文字，写真，音声，動画，などを表示） 

   ②日本の商品が中国側として輸入できるかどうかなどの事前調査。 

   ③大連で越境ＥＣ（貿易）の許可を取得している会社と連携した、日本商品の輸入及び販売支援と、 
    人脈を活用した中国側バイヤー（中国で日本商品を販売している企業）への日本商品の紹介。 

   ④その他（展示会への出展支援など） 



9 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅱ．支援会とは 

●支援会で行ってる、ＱＲコードを活用した実例 
 （文字，写真，音声，動画，などを活用） 

携帯電話の「微信」（ＷｅＣｈａｔ）からＱＲコードを読み込むと、 
中国語で商品の説明が表示される実例。 

①中国での展示会に出展する場合の通訳者削減として活用 
 （展示する商品に事前に張り付けておく） 

②日本語が出来ない訪日中国人が日本のお店で商品を 
 見る場合に活用（日本の店舗に有る商品に張り付けておく） 

③その他 

携帯電話の「微信」（ＷｅＣｈａｔ）からＱＲコードを読み込むと、 
支援会が推薦している日本の地方（観光地）が中国語で表示される 
実例。 

携帯電話の「微信」（ＷｅＣｈａｔ）からＱＲコードを読み込むと、 
中国語で各種の説明が表示される実例。 

①日本語が出来ない中国人旅行者が日本の観光地へ行った時、 
 観光地の案内を中国語（音声付き）で表示する実例。 
 （日本の観光地の入口などに張り付けておく） 

②日本語が出来ない中国人旅行者が日本の宿泊施設へ行った時、 
 宿泊施設内の案内を中国語（動画付き）で表示する実例。 
 （宿泊施設の入口やフロントなどに張り付けておく） 
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 現在、「支援会」が連携している大連で越境ＥＣ（貿易）の許可を取得している会社の概要。 

１．会社名 ：大連視点山水科技有限公司 

２．業務概要：①物流業務や倉庫業務（一般貿易） 

       ②越境ＥＣ（貿易，販売）の全般業務 

３．特 徴 ：大連で越境ＥＣ（貿易）の許可を取得しているため、一般貿易とは別に、 
       事務所建屋の隣に税関と直結した４階建ての専用倉庫建屋が有り、海外から 
       輸入した商品はここで保管・管理され、消費者から注文が来たら、商品を梱包して 
       この倉庫から消費者へ発送する。 

       ●税関と直結しているため、２４時間監視のカメラが設置されている。 

４．役 割 ：①中国側の通関手続きなど（越境ＥＣ（貿易）全般） 

       ②商品の保管と、消費者への商品梱包及び発送（越境ＥＣ（貿易）全般） 

       ③社内展示場所で日本の商品を展示し、来社する中国側バイヤーへの日本商品紹介 

       ④人脈を活用した中国側バイヤー（中国全土）への日本商品紹介 

       ⑤自社でも運営している日本商品のネット販売（越境ＥＣ（販売）全般） 

       ⑥その他 

Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要 
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●「大連視点山水科技有限公司」の風景（写真） 

Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要 

事務所建屋 越境ＥＣ倉庫建屋 

商品展示室 

越境ＥＣ倉庫内（税関と直結した監視カメラ付き倉庫） 
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Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要 

５．概要手順： 

  （１）越境ＥＣに興味が有る人，利用してみたい人，検討している人、質問などがある人 
     などは、本資料の最終頁に記載している「日本側との連絡窓口者」（以下「連絡窓口者」）へ 
     連絡をする。 

  （２）実際に越境ＥＣを利用したい人は、「連絡窓口者」が指定する商品情報を連絡し、 
     越境ＥＣで取扱い出来る商品かどうかを確認してもらう。 

  （３）越境ＥＣで取扱える商品である事が確認できたら、「連絡窓口者」が指定する情報を連絡し、 
     越境ＥＣの対象商品であることを事前登録してもらう。 

  （４）越境ＥＣの対象商品として商品を日本から中国へ発送する。 

     ①中国側の輸入元企業が決まっている場合 

      ・日本側の販売元企業（以下「日本企業」），越境ＥＣの許可取得企業（以下「越境企業」）， 
       中国側の輸入元企業（以下「中国企業」）の３社間で、３社契約を締結する。 

      ・「日本企業」は「中国企業」から商品代金（全額先払いを基本とする）が振込まれた事を 
       確認した後、「越境企業」と連絡を取り合い、商品を発送する。 

      ・「日本企業」は「越境企業」と連絡を取り合い、商品が届いた事を確認した後、 
       「中国企業」へ商品が到着した事を連絡する。 

     ②中国側の輸入元企業が決まっていない場合（テスト販売してみたい場合など） 

       「連絡窓口者」が指定する日本側支援企業（以下「日本支援企業」）と 
       「日本企業」の２社間で、２社契約を締結する。 

       また、「連絡窓口者」が指定する「日本支援企業」，「越境企業」， 
       中国側支援企業（以下「中国支援企業」）の３社間で、３社契約を締結する。 
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Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要 

      ・ 「日本企業」は「日本支援企業」と連絡を取り合い、「日本支援企業」が指定する 
       日本の物流企業（以下「日本物流企業」）へ商品を発送し、「日本支援企業」に 
       商品を発送した事を連絡する。 

      ・「日本支援企業」は「越境企業」と連絡を取り合い、商品を発送する。 

      ・「日本企業」は「日本支援企業」と連絡を取り合い、商品が届いた事を確認する。 

      ・「中国支援企業」は「越境企業」と協力し合い、中国国内のバイヤー達に商品を紹介し、 
       越境ＥＣでの販売を営業する。 

      ・「日本企業」は「日本支援企業」と連絡を取り合い、商品の販売状況を確認する。 
       （月に１回など） 

      ・商品が販売できたら「日本支援企業」から「日本企業」へ連絡し、商品の代金を 
       「日本支援企業」経由で「日本企業」に送金する。（月に１回など） 

  ●「越境企業」の役割及び費用概要 

      ・商品の受け取り，商品の保管や管理，商品の梱包及び発送など 

      ・中国側の通関手続きなど 

      ・商品を販売した時の税金支払いなど 

      ・基本の費用概要は以下となります。 

       １４元（１件につき３Ｋｇ以内）＝商品の保管費＋梱包費＋消費者への発送費＋手数料 
       （新疆やチベットなどの一部地域を除く中国全土が対象） 

  ●日本の「還付金制度」とは、「日本企業」が海外に商品を販売した場合、この制度を申請すると 
   消費税分の金額が戻る制度です。 
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Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要（商品流れ概略図） 

「越境企業」 

（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

「中国企業」 

「日本企業」 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 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，消費者への 
 商品発送などを担当 

消費者 

・商品に関する注文管理，在庫管理， 
 販売管理など、全てを担当 

日本の物流企業 ・日本側の通関や輸出手続きなどを担当 

・日本の商品販売企業が直接自社で 
  輸出まで行う場合は、日本の 
  物流企業を経由する必要は無い 

消費者へ商品を発送 

 （①中国側の輸入元企業が決まっている場合） 
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「越境企業」 
（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

「中国企業」 

「日本企業」 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 消費者 

日本側 

中国側 ・物流費用，手数料費用， 
 税金費用などが入金後、 
 税金（９.１％）の支払い 

消費者 

・商品の販売価格は、税込金額で 
 日本の港引渡し価格で契約した 
 ほうが簡単。 
 （一括先払いを基本とする） 

・還付金制度を申請すると、 
 消費税が戻る。 

商品購入費用 

契約した商品購入費用 配送料や税金（９.１％）などの各種費用 

日本の物流企業 

物流費用 

商品代金 

商品代金 
商品代金 

先払いの費用 

商品の購入代金 

Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要（費用流れ概略図） 

 （①中国側の輸入元企業が決まっている場合） 
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「越境企業」 

（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

「中国支援企業」 

「日本支援企業」 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 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，消費者への 
 商品発送などを担当 

消費者 

・商品に関する注文管理，在庫管理， 
 販売管理など、全てを担当 

日本の物流企業 ・日本側の通関や輸出手続きなどを担当 

・日本の商品販売企業が直接自社で 
  輸出まで行う場合は、日本の 
  物流企業を経由する必要は無い 

消費者へ商品を発送 

「日本企業」 

Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要（商品流れ概略図） 

 （②中国側の輸入元企業が決まっていない場合－テスト販売など） 
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「越境企業」 
（通関手続き完了後、専用倉庫で商品を保管） 

「中国支援企業」 

「日本企業」 

中国国内のネット販売企業 中国国内のネット販売企業 

消費者 消費者 消費者 消費者 

日本側 

中国側 ・物流費用，手数料費用， 
 税金費用などが入金後、 
 税金（９.１％）の支払い 

消費者 

・商品の代金は、販売できた 
 商品の金額が「日本支援企業」 
 経由で振込まれる。 
 （月に１回など） 

・還付金制度を申請すると、 
 消費税が戻る。 

商品代金  （委託販売形式） 

販売した商品代金 配送料や税金（９.１％）などの各種費用 

日本の物流企業 

物流費用 

商品代金 

商品代金 
商品代金 

「日本支援企業」 

Ⅲ．支援会としての越境ＥＣ概要（費用流れ概略図） 

 （②中国側の輸入元企業が決まっていない場合－テスト販売など） 
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Ⅳ．連絡先 

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/） 


