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2 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

「一般貿易」と「越境ＥＣ貿易」の相違概要（流れ概要） 

一般貿易 

日本の商品販売企業 

日本の税関 

船便 ＆ 航空便 

中国の税関 

日本の商品を購入した中国企業 
（店舗や倉庫など、制限は無い） 

日本の商品を購入した中国企業 

店舗販売 ネット販売 他の販売代理店 

店舗販売 ネット販売 

日本の商品販売企業 

日本の税関 

船便 ＆ 航空便 

中国の税関 

日本の商品を購入した中国企業 
（越境ＥＣ専用の倉庫） 

日本の商品を購入した中国企業 

限定の店舗販売 
（許可を得たＯ２Ｏ体験店のみ） 

専用のネット販売 

・中国国内の卸販売も可能 

・店舗販売もネット販売も可能 
越境ＥＣ貿易 

・中国国内の卸販売は不可 

・専用のネット販売のみ 

商品は越境ＥＣ専用 
の倉庫から郵送 

（越境ＥＣ貿易には「直送方式」と「自由貿易区方式」が有るが、本資料は「自由貿易区方式」） 



3 日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

「一般貿易」と「越境ＥＣ貿易」の相違概要（項目概要） 

一般貿易 越境ＥＣ貿易 

 １．販売方法は、店舗販売もネット販売も可能 
 

 ２．商品を購入できる金額には、制限なし 
 
 

 ３．税に関しては、商品の種類により税率が異なり、 
   商品が中国に届いた時に支払う 

 ４．商品輸入や販売に関する各種資料に関し、 
   事前登録が必要で、面倒なことが多い 

 ５．輸入して販売できる商品に関し、制限が多い 
   （「塩」などは、特別の許可が必要など） 

 ６．輸入した商品の保管場所に関し、店舗や倉庫など  
   どこで保管しても良い 
 

 ７．販売代理方法に関し、商品を輸入した企業は、 
   国内の販売企業に対しての卸販売も可能 

 ８．一般貿易で輸入した商品を、越境ＥＣ商品に 
   変更することは不可 

 ９．販売する全ての商品に中国語のラベルを張付ける 
   事が必要 

１０．その他 
 

 １．販売方法は、専用のネット販売のみ（税関と連携） 
   （許可を得た「Ｏ２Ｏ体験店」では店舗販売も可能） 

 ２．商品を購入できる金額には、制限有り 
   ・１人１日： ５，０００元以内 
   ・１人１年：２６，０００元以内 

 ３．税に関しては、全ての商品で税率が同じであり、 
   商品を販売した時に支払う（販売価格の９．１％） 

 ４．商品輸入や販売に関する各種資料に関し、 
   事前登録は必要であるが、簡素化している 

 ５．輸入して販売できる商品に関し、制限が少ない 
   （「塩」などは、特別の許可が不要など） 

 ６．輸入した商品の保管場所に関し、許可を取得した 
   専用の越境ＥＣ倉庫で保管する 
   （注文を受けたら、越境ＥＣ倉庫から商品を郵送） 

 ７．販売代理方法に関し、商品を輸入した企業は、 
   国内の販売企業に対しての卸販売は不可 

 ８．越境ＥＣで輸入した商品を、一般貿易商品に 
   変更することは可能 

 ９．販売する商品に中国語のラベルを張付ける事は不要 
 

１０．その他 
 

（注）中国では良く法律が変更となるため、最新の情報に関しては、都度確認する必要が有る。 
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「中国側」及び「日本側」の現状 

１．中国側 

（１）中国では日本を含む海外の商品を購入する消費者が非常に多く、特に日本の商品に関しては、品質が良いため、 
   沢山の商品が購入され続けている。 

（２）中国政府としては、日本を含む海外の商品を輸入して販売する手続きを簡素化し、税金を安くすることで、国内での 
   消費を高めるため、今までの「一般貿易」とは別に「越境ＥＣ貿易」を開始した。 
   （海外での消費を国内消費に切り替えて行きたい政策） 

（３）中国政府が２０１９年４月７日時点で越境ＥＣを許可した地区は、１０５か所に拡大している。 

（４）中国政府は運用しながら法律を整備していくため、「越境ＥＣ貿易」に関しても頻繁に法律が変わる。 

（５）中国政府としては、「越境ＥＣ貿易」を開始したことで「輸入裏ルート」や「代購」などを厳しく取り締まって行く。 

（６）中国の物価は高騰しているが、日本の物価はあまり変わっておらず、中国の商品と日本の商品を比べると、商品の 
   価格差が小さくなり、少し高いだけであれば、やはり品質が良く安心な日本の商品を購入する人達が増加している。 

（７）日本の商品を販売したい中国企業（バイヤー）は多く、特徴が有る商品，新しい商品，新しい素材の既存商品， 
   安価な既存商品などを探している。（現段階は、こだわりの高い商品よりも安価な商品を好む初期段階である） 

（８）「新型コロナウイルス」の影響も有り、ネットでの商品購入者が一層増加し、日本の商品を販売したい中国の 
   バイヤーは増えているが、日本の商品に関する情報が少ない。（販売したいが、人気以外の日本の商品を知らない） 

２．日本側 

（１）中国での商品販売は市場が大きいので非常に魅力的ではあるが、実際には難しい事が多く、なかなかチャレンジする 
   ことができない。（チャレンジしても良い結果が出せていない） 

（２）日本の中小企業でもチャレンジし易い「越境ＥＣ貿易」と言う新しい貿易・販売方法が中国に出来たが、詳細の内容や 
   進め方がわからないために、チャレンジ（利用）できない。 

（３）「越境ＥＣ貿易」の活用を検討してみたいが、実務を経験していて気軽に相談に乗ってくれるような企業や相談相手が 
   ほとんど居ない。 

（４）インバウンド事業の景気が良く順調だったが、「新型コロナウイルス」の影響など、将来のリスクを考えると、今から 
   少しでもアウトバインド事業も実施したいが、気軽に相談に乗ってくれるような相談相手を知らない。 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の概要 

中国で商品を宣伝し、販売したい 

中小企業なので、資金も少なく、経験もない 

売れるかどうか不安 

資金回収が心配 

越境ＥＣ貿易は良さそうだが、どうすれば良いのか 

その他（心配な事が多い） 

日本の商品販売は価格競争になっており、 

「新しい商品」や「知られていない商品」を宣伝して 

販売したいが、どのような商品が有るのか知らない 

中小企業なので、日本企業との取引経験が無い 

日本の商品をテスト販売したいが、商品も無く、 

どうすれば可能なのか 

越境ＥＣ貿易を活用したネット販売をしたいが、 
正式に許可されたネット販売システムが無いので、 
どうすれば良いのか 

その他（日本商品のサンプルを見たいが無い） 

「越境ＥＣ貿易」を利用し、少ない費用で、中国側のバイヤーが良く見ているサイトに商品情報を載せ、 

中国側のバイヤーが自社のサイトで商品を宣伝し、実際にテスト販売できるサービス 

（商品を中国大連にある「越境ＥＣ貿易」の倉庫に保管しておき、注文が来たら発送） 

日 本 側 中  国  側 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の概要 

１．目的 

  日本製品中国市場販売支援会として、現段階で最適と考える「越境ＥＣ貿易」は、以下の項目を提供（実現）する 
  事であると考え、「Ｏ２Ｏ体験店」方式の拡大型である「越境ＥＣサービス」を提供。 

  ①多くの中国側のバイヤー達が見ているサイト（ＷｅＣｈａｔ）に商品情報を載せて商品の良さや特徴を宣伝する。 
   （詳細を知りたい中国側のバイヤー達には「卸価格」や「希望販売価格」も提供） 

  ②多くの中国側のバイヤー達やインフルエンサー達がテスト販売できる体制を提供。 
   （商品は先に「越境ＥＣ貿易の倉庫」で保管して置き、バイヤーからの注文連絡を受け、商品は直接消費者へ発送） 

  ③テスト販売を通じ、中国側バイヤーと日本側企業のビジネスマッチングを支援。 

２．メリット 

  ①「越境ＥＣ貿易」は「一般貿易」に比べ、税金も安くて手続きも簡単である。 

  ②ネット販売が更に増えているので、今からでもチャンスが多い。（「一般貿易」でのネット販売より安く販売できる） 

  ③中国全土のバイヤー達やインフルエンサー達が見られるサイト（ＷｅＣｈａｔ）で商品を紹介するので、特に 
   「新しい商品」や「あまり知られていない商品」を宣伝してテスト販売するに最適である。 

  ④「越境ＥＣ貿易」を知らない日本の企業でも、安価で良い実務サービスを受けられる。 

  ⑤委託販売方式のため、テスト販売された商品の代金は回収でき、中国側バイヤーとのマッチングチャンスも増える。 
   （実際にマッチングとなれば、契約など全般に関する支援も受けられる） 

  ⑥テスト販売で人気が出た商品で、店舗（デパート，スーパー，コンビニ，他）販売も実施したい場合は、 
   「一般貿易」への変更も出来る。（「越境ＥＣ貿易」から「一般貿易」への切替手続きなどの支援も受けられる） 

  ⑦その他 

３．手順概要 

  ①希望者は商品の情報を「検討依頼書」（定型様式）に記入して送信。 

  ②「検討依頼書」の内容をもとに中国側の輸入可否を調査すると共に商品のアドバイスなどを記入して希望者へ返信。 

  ③１年間１商品３万円（基本）の「越境ＥＣサービス契約書」を締結（希望者と支援会の日本窓口企業の２社契約） 

  ④希望者は商品を日本の指定港へ送付。（指定港から大連の越境ＥＣ貿易倉庫までの郵送全般は日本窓口企業が担当） 

  ⑤支援会が中国のネット上に商品を紹介し、テスト販売の受付を開始。 

  ⑥毎月月末締めで商品の販売状況を集計し、販売した商品の卸価格を日本窓口企業経由で希望者へ送金。 

  ⑦販売希望の中国側バイヤーから連絡が来たら、希望者に連絡し、正式契約の締結を支援する。 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の全体概略図 

日本窓口企業（日本の指定港から大連の越境ＥＣ貿易倉庫までの輸送全般や、テスト販売した費用の送金などを担当） 

中国市場に商品を販売したい日本企業（日本国内の指定港で商品を引渡しするだけで良い） 

インフル 
エンサー 

中国市場に商品を販売したい日本企業の 
紹介企業・仲介企業 

大連の越境ＥＣ倉庫で商品を保管（商品展示，宣伝，管理，テスト販売，購入者への商品発送，など全般を担当） 

中国側のバイヤー達やインフルエンサー達が良く見ている「ＢｔｏＢサイト」で商品を紹介 

（人脈が有る中国側のバイヤー企業や関係者にもサイトを口コミ紹介） 

ネット販売 
企業 

実店舗 
販売企業 

ライブ配信 
企業 

WeChat上の 
店舗企業 

代理販売 
企業 その他 

上記各社の販売方法を通じて「中国国内の消費者」へテスト販売 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の日本側概略 

日本窓口企業（ＴｏｔａｌＬｉｆｅ国際（株）） 

中国市場に商品を販売したい日本企業 

中国市場に商品を販売したい日本企業の 
紹介企業・仲介企業 

大連の越境ＥＣ倉庫 

①出展したい商品情報の提供（検討依頼書） 

②必要に応じ、中国側で必要となる各種証明書の提供 

③出展したい商品の宣伝用資料提供（写真や動画なども） 

④委託販売した代金の入金確認 

⑤日本の指定港までの商品発送 

⑥その他（中国での販売許可書の提供など） 

①出展したい商品情報の提供（検討依頼書） 

②必要に応じ、中国側で必要となる各種証明書の提供 

③出展したい商品の宣伝用資料提供（写真や動画なども） 

④委託販売した代金の入金確認 

⑤日本の指定港までの商品発送 

⑥その他（中国での販売許可書の提供など） 

①出展する商品の混載期日や集荷する日本の指定港の調整 

②出展する商品の輸出手続き全般 

③契約費用の回収 

④委託販売した代金の送金受窓口（中国からの送金受付） 

⑤委託販売した代金に関する日本企業への代金送金 

⑥その他 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の中国側概略 

大連の越境ＥＣ倉庫 

①商品の中国語翻訳など 

②商品の中国語翻訳や成分の輸入可否調査と、中国側としての 
 意見記入（検討依頼書で日本側へ回答） 

③商品宣伝用資料の中国語翻訳（翻訳量により費用は別途相談） 

④商品の輸入手続き全般 

⑤ネット上での商品紹介と、関係企業への商品紹介 

⑥テスト販売の注文対応（受付や発送など全般） 

⑦商品に関する問い合わせ窓口対応 

⑧商品の管理（在庫管理，テスト販売代金管理，その他全般） 

⑨テスト販売代金の回収及び日本窓口企業への送金 

⑩中国側バイヤーとのマッチング（代理商談） 

⑪その他 

インフル 
エンサー 

ネット販売 
企業 

実店舗 
販売企業 

ライブ配信 
企業 

ＷｅＣｈａｔ 
での店舗企業 

代理購入 
販売企業 

商工会 
加入企業 

中国国内の消費者 

その他 

①各社の宣伝方法による商品紹介 

②商品のテスト販売 

③商品に関する情報収集 

④その他 
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「越境ＥＣ貿易サービス」の商品及び費用流れ概略図 

日本の指定港 

中国市場に商品を販売したい日本企業 中国市場に商品を販売したい日本企業の紹介企業・仲介企業 

大連の越境ＥＣ倉庫 

インフル 
エンサー 

ネット販売 
企業 

実店舗 
販売企業 

ライブ配信 
企業 

ＷｅＣｈａｔ 
での店舗企業 

代理購入 
販売企業 

商工会 
加入企業 

中国国内の消費者 

その他 

テスト販売 

・テスト販売社から 

 注文連絡が来たら 

 商品を直接 

 消費者へ発送 

日本窓口企業（ＴｏｔａｌＬｉｆｅ国際（株）） 

赤矢印（   ）は商品の流れ       青矢印（   ）は費用の流れ 
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日本側との連絡窓口者 

氏 名 ：「白石 久充」（日本製品中国市場販売支援会「会長」） 

            （現職：大連毅信軟件有限公司「総経理」） 

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 

氏 名 ：「孫 吉斌」（日本製品中国市場販売支援会「副会長」） 

           （現職：大連利衆日通国際貿易有限公司「総経理」） 

携 帯 ：（＋86）15998540888（中国語）  

メール ：sunji_bin@163.com（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/） 

連絡先・問合せ先 


