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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。 
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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 

販売を勧めたら良いか 

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。 
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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） 
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Ⅲ．支援概要 

１．製品の現地化（ローカライズ） 

①中国人にあった（中国人向けの）翻訳，広告，パッケージデザイン，等 

②中国人にあった（向けの）嗜好等の調査及びアドバイス 

③中国国内で販売するための適正販売価格調査及びアドバイス 

④中国人の購入意欲を引き立てる方法の調査及びアドバイス 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

２．市場調査 

①展示会を活用した代理販売店や一般顧客へのアンケート調査 

②専用の試食会や試飲会を開催してのアンケート調査 

③支援会と提携しているお店を利用したテスト販売を通じての調査 

④インターネットや携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を使用したアンケート調査 
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Ⅲ．支援概要 

３．宣伝・広告及び販売支援 
 
 
 
 
 
 
 

①インターネットでの宣伝・広告（専用ホームページ利用,等支援）及び商品販売 

④支援会と提携・連携している店舗やネットショップでの宣伝・広告及び販売 

②携帯電話の「微信」（ＷｅＣｈａｔ）を使用した宣伝・広告及び商品販売 

③人脈を利用した、中国国内の販売代理店や販売店舗での宣伝・広告及び商品販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

⑤展示会や新聞等を利用した宣伝・広告 

４．アフターサービス 
 
 
 
 
 
 

①個人購入希望者や販売代理希望企業からの問合せ対応と、日本企業への連絡 

④物流企業の紹介及び代行や、税関手続きの代行 

②商品に対する質問やクレーム対応（中国語対応） 

③中国国内で販売代理を希望する企業や店舗とのマッチング 

⑤その他（商標などに関する調査や、商標登録代行など） 
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Ⅳ．宣伝広告・アンケート調査・市場調査 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

１．中国では、ネットで情報を入手する人達が非常に多く、 
  ネットでの宣伝広告が有効である。 

  特に、携帯電話を使用したＷｅＣｈａｔ（微信）を利用して 
  いる人達が多く、「口コミ」の手段としても使用している。 

パソコン画面 

携帯電話画面 

商品にコードを塗布しＷｅＣｈａｔ（微信）で読込＆表示。 

コード 

WeChat 
（微信） 
での読込み 

商品の説明 
（中国語） 
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２．中国では、ネットを日常的に使用しており、特に、携帯電話を 
  使用したＷｅＣｈａｔ（微信）を利用している人達が多く、 
  アンケートを取る手段としても非常に有効である。 

  なお、アンケート内容は、顧客の希望により、個別に作成し、 
  結果は、電子データ（ＥＸＣＥＬ）などで顧客へ報告する。 

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） 

収集した情報はＤＢに格納し、 
電子データで顧客へ送信。 

Ⅳ．宣伝広告・アンケート調査・市場調査 
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３．アンケート結果の例（ジュース，ジャム，ゼリー） 

Ⅳ．宣伝広告・アンケート調査・市場調査 
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Ⅴ．展示会出展支援 

１．展示会の事前準備 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

①ブースの手配や、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）を利用したアンケート画面の作成（調査項目決定） 

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、アンケート調査への誘導 

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（出展者が出張して来ない場合など） 
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Ⅴ．展示会出展支援 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

４．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販売状況のまとめと、出展企業への状況報告（アンケートの集計や日本語翻訳も） 

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） 

展示会の風景 
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Ⅵ．試食会・試飲会・テスト販売支援 

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 
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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） 

Ⅵ．試食会・試飲会・テスト販売支援 

試食会・試飲会・テスト販売の風景 
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Ⅶ．ネットでの販売 

２．ネット販売の事前準備 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

①適切なネット販売サイト企業の推薦や、支援会として運営しているネットでの実販売 

②中国人にあった（中国人向けの）翻訳と、パンフレット（画像）などの作成 

③ネットや携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用した宣伝 

１．ネットでの販売目的 

①市場の拡大（地域や時間に限定されない） 

②中国側での輸入が面倒な商品や、個人購入に向いた商品等の販売（フェースマスク等） 

③中国国内でネット販売をしたい企業とのマッチング 

３．ネット販売の開始以後 

①ネット販売企業からの問合せ（中国語及び日本語）対応 

②企業への売れ行き状況報告など 
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Ⅶ．ネットでの販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

１．ネット販売（携帯電話）の実画面 

メイン画面 

カテゴリー別の画面 
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Ⅶ．ネットでの販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

２．商品紹介画面及び支援会のホームページ画面例 
  （現在、新ホームページを構築中） 

メイン画面 

日本語 中国語 

商品紹介画面の一例 
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Ⅷ．店舗での販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

２．店舗販売の事前準備 

①適切な店舗や企業の推薦や、支援会として運営している店舗での実販売 

②中国人にあった（中国人向けの）翻訳と、パンフレット（画像）などの作成 

③ネットや携帯電話（ＷｅＣｈａｔ－微信）を利用した宣伝 

１．店舗での販売目的 

①ネットで購入する消費者は、事前に実際の商品を確認するため、実商品の展示 

②新商品や類似商品が多い分野の商品に関する展示と商品説明（中国語での説明） 

③ＢｔｏＢを行っている会社や商店と、実商品を見せながらのマッチング 

３．店舗販売の開始以後 

①店舗販売企業からの問合せ（中国語及び日本語）対応 

②企業への売れ行き状況報告など 
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Ⅷ．店舗での販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

４．支援会として運営している店舗概要（場所） 

  ①運営企業：「大連毅信国際貿易有限公司」 

  ②責任者名：「陳 琳」（日本語ＯＫ） 

  ③電話番号：（＋８６）１３６１０８６１１１８２ 

  ④場 所 ：大連市開発区にある「五彩城」地区の中 

  ⑤店舗名 ：「毅信隆」 

億鋒 
現代城 

詳細地図 
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Ⅷ．店舗での販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

４．支援会として運営している店舗概要（風景） 

外観 
２階：事務所＆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、個人での購入も可能です） 
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Ⅷ．店舗での販売 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

５．支援会と連携している店舗の一例 

  ①店舗名 ：「東京味道」（日本のパン屋さん） 

  ②責任者名：「高尾」社長（日本語ＯＫ） 

  ③電話番号：（＋８６）１３９４２０３３３２１ 

  ④場 所 ：大連市港湾広場に近い「国運ビル」の１階 

  ⑤営業日 ：月曜日～金曜日の６：３０～１７：００ 

裏側出入口 

店舗 事務所 

国運ビル１階 
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Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 

日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

１．目 的 

   日本へ旅行に行く訪日中国人旅行者は増加しているが、全員が日本語を話せる 
   わけではなく、中国語が通じる場所も多く無く、不便を感じる場面が少なくない。 
   そこで、訪日中国人に少しでも満足していただき、楽しんでもらうと共に、 
   日本の発展にも貢献する目的で、日本製品中国市場販売支援会は新サービスを 
   開始した。（以下の文中では、日本製品中国市場販売支援会を「ＪＰＣＳ」と称す） 

２．サービス概要    

   ①第１段階：訪日中国人旅行者の大部分が利用している携帯電話の中のツールを 
         使用し、日本の商品や店舗などなどを、簡単に中国語で表示する。 
         なお、ツール名は「ＷｅＣｈａｔ」（中国名：微信－ウェイシン）と 
         言う。（以下の文中では、ＷｅＣｈａｔを「ウェイシン」と称す） 
   ②第２段階：訪日中国人旅行者が、日本滞在中や日本へ行く前に「ウェイシン」から 
         日本の商品を注文し、日本国内の指定場所へ届けるネット販売を行う。 
   ③第３段階：中国へ帰国した訪日中国人旅行者や、中国国内の人達が日本の商品を 
         「ウェイシン」から購入できる「越境ＥＣ」（ネット）販売を行う。 
   ④第４段階：商品以外の業種へも拡大して行く。（飲食店紹介，日本旅行紹介，他） 

３．メリット 

   ①中国語のできる通訳人材を削減できる。（人件費が節約できる） 
   ②訪日中国人旅行者が商品の特徴を直接中国語で見られる。 
    （中国国内の知り合いにも口コミで広がるので、宣伝広告費が節約できる） 
   ③中国人消費者に対する商品知名度が上がる。（中国国内のネット販売での知名度も） 
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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、「ウェイシン」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 
「ウェイシン」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 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 
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① ② 

③ ④ 

第２段階：訪日前や訪日中の中国人旅行者が、「ウェイシン」から日本の 
     商品を中国語で注文すると、日本に滞在中のホテルなど、希望する 
     場所まで届ける日本国内のネット販売サービス。 

訪日旅行前に 
「ウェイシン」 
で本新サービス 
を見て、 
中国語で商品を 
注文する 

宿泊先の 
ホテルや 
指定した 
場所に 
注文した 
商品が届
く 

日本に滞在中、 
目的の商品が 
探せなかったり、 
商品を購入する 
時間が無かったり、 
目的の商品の在庫が 
無いなどの場合、 
「ウェイシン」で 
本新サービスを 
見て、中国語で 
商品を注文する 

商品した 
購入が届き、 
中国へ持って 
帰る 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 
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① ② 

③ ④ 

第３段階：訪日旅行から中国へ戻った人や、その人から本新サービスを聞いた 
     人達が、中国国内で「ウェイシン」を使用し、日本の商品を 
     ネットから購入するサービス。（越境ＥＣ販売＆通常のネット販売） 

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

「ウェイシン」 
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、 
「ウェイシン」で 
本新サービスを 
見る 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

① ② 

③ ④ 

第４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、良い旅行先を沢山紹介するサービス。（旅行先の手配も行う） 

訪日旅行を 
したいので、 
「ウェイシン」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 

「ウェイシン」 
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 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

① ② 

③ ④ 

第４段階：訪日してる中国人旅行者が、「ウェイシン」でＱＲコードを 
     読み込むと、自分が居る付近の美味しいお店やそのメニューが 
     中国語で表示されるサービス。 

中国から日本へ 
訪日旅行に行く 

案内所や商店街 
などに設置した 
「ＱＲコード」を 
「ウェイシン」で 
読み込むと、 
美味しいお店や 
特徴の有る 
飲食店が中国語で 
表示される 

店内の 
「ＱＲコード」を 
「ウェイシン」で 
読み込むと、 
中国語の 
メニューが 
表示され、 
日本語が 
出来なくても 
注文できる 

訪日旅行先の 
駅付近や商店街 
などで、近くに 
有る、美味しい 
お店や特徴の 
有る飲食店を 
探す 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅸ．日本のインバウンドを活用する新サービス 

詳細に関しては、 

訪日中国人旅行者をＷｅＣｈａｔ（微信）で 

支援する「東瀛Ｇｏ－ドンインＧｏ」 

をご参照ください。 
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Ⅹ．連絡・問合せ 

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@tios.co.jp（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） 


