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上海TU お客様配付資料 

13億人の巨大マーケットへ挑戦する御社へ！ 

上海斉優商務諮詢有限公司 
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中国のEC市場-ネット接続人口 

中国のネット接続人口はすでに3.4億人レベル。普及率はまだ
25.5％にすぎず、今後の急激な伸びが期待される 

※CNNIC2009年中国网购总结和2009年中国网购展望より 上海TU作成 
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中国のEC市場-C to C市場の急激な拡大 

中国のＥＣ市場において、C to C市場はすでに1000億元＇1.5兆
円（以上の規模。今後急激な拡大が見込まれている。 

※CNNIC 2008年中国网购总结和2009年中国网购展望 より 上海ＴＵ作成 
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ネット接続者のうち、26％の8788万人はネットショッピングの利用者で、
前年末と比べると1388万人も増え、ネットショッピングは急速に普及して
いる。ネット決済の利用者も7571万人で、45.6％伸び率を示している。 

EC利用者の規模及び目的 

EC利用者割合及び目的の2008年と2009年の比較 

  2008年末 2009年中 半年の変化 

利用目的 使用率 利用者数＇万人（ 使用率 利用者数＇万人（ 増加数 増加率 

ネットショッピング 24.8 7,400  26.0  8,788  1388 18.8 

旅行予約 5.6 1,700  4.1  1,386  -314 -18.5 

ネット決済 17.6 5,200  22.4  7,571  2371 45.6 

株取引 11.4 3,400  10.4  3,515  115 3.4 
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なぜタオバオか？-圧倒的なシェア 

TOM易趣
8%

拍拍網
9%

淘宝網
83%

※ただし、「百度」がすでに同市場へ進出、「楽天」が同市場への進出を表明しており 

動向を注視する必要はある 

※CNNIC 2008年6月 

中国のC2Cモールにおける淘宝網のシェアは圧倒的で、 

当面は他サイトを考慮する必要がないと言える。 

タオバオ 

83.9％ 

拍拍網 

７．４％ 

ＴＯＭ易趣網 

８．７％ 
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淘宝網と楽天市場の比較 

淘宝網 楽天市場 

設立 2003年 1997年 

店舗数 約210万＇2009.10.22（ 約2.6万＇2009.1.31（ 

 会員数 
＇09.10.22（ 

1億４５００万人 4254万人 

流通総額 

2700億円＇169億元、2006年（ 4235億円＇2006年（ 

6500億円＇433億元、2007年（ 5370億円＇2007年（ 

1.5兆円＇999.6億元、2008年（ 4695億円＇2008年Q1-Q3（ 

淘宝網はすでに会員数・流通総額で楽天を大きく上回り、さらに成長を
速めている。※2009年は上半期だけで約1000億元に達した 

各社発表データから上海TUが作成 



7 

タオバオについて 

CtoC（消費者と消費者の間の取引）のためのサイトとして 
作られたため、オークション機能などもついている。 

 
 

が、 
 
 

「売れる」ため、企業も次々と参入。結果的にBtoC的に。 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

理由その１ 

出店・落札、すべて無料！ 

出店しやすいので、たくさんの出店者・商品が集まる 

              ↓ 

それを求め、たくさんのユーザー（購入者）が集まる 

              ↓ 

だから、さらに出店者・商品が増える…… 

              ↓ 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

おかげで今や…… 

登録ユーザー数 約1億5千万人 

出店店舗数    200万店以上 

流通総額     年間1兆5000億円以上 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

理由その２ 

中国の商習慣にマッチした 

決済システム 

ネットショップならではの「決済」の問題。 

 

中国の消費者に安心して使ってもらえる 

システムを用意している 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

タオバオの決済システム「アリペイ」（支付宝） 

まず、お客さんがお店に注文を入れます。 

すると・・・・・・ 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

タオバオの決済システム「アリペイ」（支付宝） 

アリペイによって、お客さんの口座内の 

お金（代金分）が「凍結」されます。 

それが、お店に通知されます。 



13 

タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

タオバオの決済システム「アリペイ」（支付宝） 

安心したお店は、商品をお客さんに 

発送します。 
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タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

タオバオの決済システム「アリペイ」（支付宝） 

商品がお客さんに届いたら、お客さんは 

アリペイにそのことを報告。 

アリペイからお店に代金が振込まれ、取引完了。 



15 

タオバオはなぜ「売れる」のか？ 

おさらい：タオバオ成功の理由 

１．出店・落札＇購入（ともに無料にすることで、 

  多くのユーザー・商品、店舗をひきつけて 

  いる 

 

２．中国の商習慣にマッチした決済システム 

  により、安心して買い物ができる 



16 

中国でネット販売するために必要な要件 

タオバオ＇CtoC（個人としての出店は・・・ 

あくまで個人名義で登録・出店するため、 

ICPライセンスは必要ない 

            ↑ 

            ↓ 

逆に、法人名義ではタオバオ＇CtoC（には 

出店できない 
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中国でネット販売するために必要な要件 

法人として出店する場合は・・・ 

・タオバオ商城＇BtoC（に出店する必要 

・中国の内資企業であること 

・ただし、出店できる要件はICPライセンス取得 

 の要件に準ずる 

 



18 

タオバオで繁盛店を作り上げるには？ 

１．「信用度」を上げる 

 

２．売れる商品、効く集客の発見には 

  ひたすらテスト 

 

３．キレイなクリエイティブは大事。 

  でも「出し惜しみ」は禁物！ 
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タオバオで繁盛店を作り上げるには？ 

信用度とは？ 

ユーザーはまず「信用」をチェック。あまりに低いとなかなか買って
もらえない 
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タオバオで繁盛店を作り上げるには？ 

信用度とは？ 

第一チェックポイント 

第二チェックポイント 
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淘宝網での集客-バナー広告＇トップ（ 

トップページに多数のバナー広告枠 

費用は3.5万元～15万元/日＇公表資料（ 
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淘宝網での集客-バナー広告＇チャンネル（ 

各チャンネルごとのバナー広告枠 

費用は0.6万元～5万元/日＇公表資料（ 
個別商品の訴求も可能 
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淘宝網での集客-PPC広告 

画像は「女性バッグ」の検索結果画面 

淘宝網内の検索結果ページに表示 

費用は0.1元～5元/クリック＇平均0.5元/クリック（ 
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淘宝網での集客-セグメントチャット 

上海ＴＵは淘宝ユーザーのリストを数十万人単位で保有。 

購入価格帯や商品カテゴリでセグメントし、チャットにて御社の 

店舗や商品をアピールします。0.05元/通 

タオバオ標準装備の
チャットソフト 

「アーリーワンワン」 
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淘宝商城概要-B2Cサイト 

楽天式のB2Cサイト 出店には淘宝網にコミッション＇3％～8％（が必要 

中国国内に販売会社がないと出店できない＇日本からの直送は不可（ 
ブランド品の場合、販売委任状の提示が必要 

      → 品質保証のための仕組みが充実 
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淘宝商城概要-ユニクロサイト 



27 

上海TUのサービス内容 

淘宝網を利用し、主に以下の４つのサービスプランをご用意しています。 

プラン名 期間 料金 備考 

①出店代行プラン - 88,000円 
中国銀行口座開設、タオバ
オ・アリペイアカウント開設、
中国人保証人代行 

②本格出店・販売プラン 1年 
35万円＋売上

の８％ 

出店・開店作業、および開
店後の店舗運営を代行し
ます 

③メール相談会員サー
ビス 

月々 5000円 

運営や店舗づくり、集客な
どに関する相談をメールで
受付ます。その他セミナー
優待など特典も 

④10アイテム出品代行 年 
10万円＋売上
の10％ 

弊社運営店舗に10アイテ
ムまで掲載 
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上海TUのサービス内容 

本格出店プランセット料金表 

 
プランA 

43万円／年 

 

 基本プラン＋広告プロモーション 

2ヶ月間リスティング広告  1000元分/月 

２ヶ月間チャット配信 5万通/月  

 
プランB 

56万円／年 

 基本プラン＋広告プロモーション 

6ヶ月間リスティング広告  1000元分/月 

６ヶ月間チャット配信 5万通/月 

 
プランC 

73万円／年 

 基本プラン＋広告プロモーション 

12ヶ月間リスティング広告 1000元分/月 

１２ヶ月間チャット配信 5万通/月 
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サービス内容-出店代行プラン 

お客さまご自身で店舗運営できます。弊社のアドバイスとともに、 

御社の必勝パターンを見つけましょう！ 

88000円の低価格で、タオバオに開店できる準備をお手伝いいたします。 

 

日本人にはハードルの高い 

・アリペイ登録に必要な中国の銀行口座開設 

・アリペイ認証に必要な中国人保証人のご用意 

＋ 

タオバオ出店への３大プロセス 

 

タオバオID取得 アリペイ口座開設 アリペイ認証を代行いたします。 

 



30 

サービス内容-本格出店プラン 

出店・開店作業から日常の店舗運営までを請け負うサービスです。 

【出店顧客】 【弊社】 【タオバオ 

  ユーザー】 

出店・開店、 

運営の委託 

日常的な 

顧客対応 

問い合わせ、 

注文、クレーム 

問い合わせ・ 
注文等のフィードバック、 

運営上の提案など 

売上入金＇元（ 売上を送金＇円（ 

運営委託費、販売手数料 

商品を直送＇配送委託オプションもあり（ 

お金の流れ 

 

情報の流れ 

 

商品の流れ 

わずかな委託料と手数
料で中国市場に進出す

ることができる 
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サービス内容-メール会員相談サービス 

タオバオを運営する際に生じる疑問などをプロである
我々が直接お客様にお答えします。 

こんな方へ 

 

 

 

サービス内容は？ 

 

 

 

 

年間6万円＇月々5千円（でタオバオ出店をサポートします 

 

・これからタオバオに出店しようとお考えのお客様 

・自力で店舗運営は行いたいが分からない事は相談したいオーナー様 

・ご相談頂いたメールは２４時間以内にお返事します。＇営業日のみ（ 
・弊社オリジナルの各種、店舗運営に必要なマニュアルをご提供いたします。 

・弊社主催のセミナーに優待価格でのご参加 
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サービス内容10アイテム出品代行サービス 

弊社自社運営タオバオ店舗内に出品し 

テストマーケティングとしてご利用して頂くサービス 

まずは、御社の自信あるアイテム10種をご用意して頂きます。 

その後、1年間継続的に販売し中国市場の動向を見極めます 

結果により本格出店へのステップへ移行します。 

店舗運営は大変そうだけど一度中国で販売してみたいお客様には最適なプラン 
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上海TUのサービス内容 

2泊3日 タオバオセミナー＆中国消費スポット視察ツアー 

■中国の消費者が好んで通う、消費の最先端の地を見学 

■セミナーで、タオバオやアリペイについても完全理解 

■銀行口座・タオバオアカウント・アリペイアカウントも開設しちゃいます  

 

タオバオコンサルタントのアテンドで上海消費 

スポット視察＆物流拠点見学 

年数回実施 
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上海TUのコンサルタント 

【浅野 潤】   
2001年より上海に

駐在、堪能な中国
語力と市場分析力
で中国人のニーズ
を見つめます。 

 

【久能 克也】  
日夜、タオバオの
仕組みと集客方
法を研究。「日本
一タオバオで売
れるオトコ」を目
指しています！ 

 

【呉 非】        
日中両国のビジネス経
験を生かし、日本製品
の中国進出をサポート
します。  

【渡辺 篤】 

タオバオの事は私
にお任せ！ 

御社の水先案内人
になります。 
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会社概要 

 

会社名          上海斉優商務諮訊有限公司 ＇上海TU) 

            

住所            〒200061 上海市中山北路1759号D座1518室 

                    

 

事業内容    日本・中国間ビジネスに関するコンサルティング全般  

 

TEL＇上海        +86-21-6139-2265    

TEL＇日本            050-5809-6515 

            ＇Skypeを通じて上海の日本人担当者につながります 

           日本国内の通話料金のみかかります（ 
 

FAX                   +86-21-6139-2264  

 

E-mail        info@tuts-china.com 

URL           http://www.tuts-china.com/  
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