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中国における企業間取引の開拓は、いまや「ＷＥＢ」が常識！ 
グローバル市場において日本の商習慣は“周回遅れ化”しています。 

知られざる中国Ｂ２Ｂ市場① 

ＷＥＢによる営業 訪問型営業 
売り手 買い手 

リアルタイム 
で商談 

製品検索 
問合わせ 製品掲載 

売り手 買い手 

自社サイトや 
アリババなど カタログを 

持参した 
直接営業 

が中心 

日本企業 中国企業 
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電話・メールでアポを取る 



産業が高度に変貌を遂げた「新・中国市場」では 
安心・安全・高品質な日本製品への需要が爆発的に高まっています。 

中国企業向けの 
ＷＥＢ・コンテンツの 
ノウハウを持っていない 

展示会にも出展 
して遠路はるばる 
訪問してるのに・・ 

知られざる中国Ｂ２Ｂ市場② 

日本企業 中国企業 

（ニューチャイナ） 

安心・安全で 
高品質な日本製品 
が欲しいのに・・ 

ニューチャイナの 

“うねり” 
大胆な構造改革が進み 
巨大な内需市場が誕生 

中国に拠点を持つ 
日本企業 

中国進出を検討する 
日本企業 
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「ニューチャイナＢ２Ｂ」 とは 

中国マーケティング支援サービス「ニューチャイナＢ２Ｂ」は、貴社の 
①中国での販路拡大と②中国でのマーケティング・調査 を実現します。 

生産性を向上 
させたい 

Ａ社 

貴 社 中国の製造業・卸業 
中国アリババ 

中国市場で 
当社の製品ニーズが 
あるか調査したい 

①販売、販路開拓 

②マーケティング・調査 

当社の製品を 
求めている中国企業や 
販売代理店を探したい 

省力化を 
推進したい 

Ｂ社 

環境対策を 
実施したい 

Ｃ社 

安心・安全性 
を高めたい 

Ｄ社 
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メソッド －どうやって実現するか？ 

中国ユーザーが仕入先を検索するプラットフォーム「中国アリババ」に、 
日経ＢＰ社の「日本工業通」を開設、貴社・製品情報を掲載します。 

中国アリババ（1688.com) 

日本工業通 中国の企業ユーザーにとっては、 

・質の高い日本製品と信頼できる 

・模倣日本製品の心配が不要 

・中国語で問合せできる 

http://nikkeibptech.1688.com/ 
あらゆる業種・業態の 
経営者、購買担当者が  
必要なものを検索 
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1688.com はアリババ・グループ（阿里巴巴集団）の中核サービス、 
中国の企業にアクセスするために必須のマーケットプレイス。 

Alibaba.com 

1688.com 

Taobao.com（淘宝網） 

Alipay（支付宝） 

Tmall.com（天猫） 

オンライン決済 

中国国内 

C2C （個人→個人） 

B2C （企業→個人） 

中国、中国外→世界 

対消費者の 
マーケットプレイス 

B2Bの 
マーケットプレイス 

クラウド Aliyun（阿里雲） 
その他サービス 

中国アリババ（1688.com ）とは？ 

ア
リ
バ
バ
・
グ
ル
ー
プ 
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レスポンスにつながる効果的なＰＲが可能 

中国アリババ内『日本工業通』ページでは、中国人ユーザーからの 
引合いが得られます。 

①中国人に伝わるコピー＆デザイン 

②受注に繋がるコミュニケーションツール 

『日本工業通』での 
貴社紹介ページ 

例）中国的なリッチデザイン 例）中国人が好むデータで訴求 

例）素早いチャット対応 例）商談がスムーズになる引合い情報 

中国アリババサイト内『日本工業通』に 
貴社のページに引合い窓口を設置 
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日経ＢＰ社の中文サイト『日経技術在線！』とも連携 

日本の技術情報を求める中国人エンジニアからも高い信頼を得る 
日経ＢＰ社の中文サイト『日経技術在線！』からのリンク誘導も実現。 

関連記事 
リンク 

タイアップ 
記事 

貴社ページ 

アリババ内特設ページ 
「日本工業通」 

クリックで 
直接リンク！ 

日経技術在線！とは 

日経BP社が運営する中国語による技術情報サイトです。 
会員読者：22万人、SNS月間閲覧量：500万超を誇り、 
中国の各種製造業に携わる管理者や技術者にとって 
欠かせない情報源になっています。 

サイドバナー 

トップページバナー 
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 中国ネットに精通した優秀な技術者たちが 
         徹底サポート！！ 

アリババ掲載で成果をあげる≪３つのノウハウ≫ 

① ② ③ 中国ネット特有の 
ＷＥＢマーケティング 
 

中国企業向けの    
   コンテンツ 

専用チャットによる  

コミュニケーション 

网销宝 阿里指数 
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アリババに商品を掲載するだけでは成果は出ません。多くの成功事例の 
裏には、じつは中国特有のノウハウがあります。 

商业习惯 



アリババの検索アルゴリズムとアリババ・ユーザーの嗜好に精通した 
専任技術者が、運用効果を高めます。 

1. 中国ネットに最適化したＷＥＢマーケティング 

例1) アリババ内 SEO 対策 

広告枠 
自然検索では、 

検索結果のトップに表示！ 

訴求力が向上し、 

クリック率が3倍以上に！ 

例2) サムネイル画像に広告コピーを配置 
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日本人と中国人の混成マーケティングチームが、 
貴社のブランドイメージを確実に伝えます。 

2.中国ユーザーに”刺さる”コンテンツ 

   “心”にアピール 
 
モノづくりに対するコダワリを伝えます。 

     “頭”にアピール 
 
   価格や品質をロジカルに説明します。 

 中国ユーザーの感情と理性に 
  訴求して引合いにつなげる 

＋ 
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チャット対応力の差がその後の成約率に大きく影響します。 
チャット対応のプロが中国ユーザーからの引合いをビジネスに導きます。 

3.中国ユーザーとの商談成約率を高めるチャット対応力 

この製品が 
100個欲しい。 

Ａ社 

中国の製造業・卸業 

この要求を満たす 
製品があるか？ 

Ｂ社 

商品のOEM生産 
できないか？ 

Ｃ社 

地域代理店として 
提携したい。 

Ｄ社 

1） 中国ユーザーの引合いに即答 
 
2） 中国ユーザーのニーズと   

バックグランドを貴社に報告 
 
「競合製品からの乗り換えを検討中！」 
 
「広東地域を網羅する販売網あり！」 
 

 

3） 次のアクションをアドバイス 
 

「具体的な単価と納期をメールで提示してく
ださい！」 

貴社 

ニューチャイナB2B 
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アリババ掲載の成果、中国企業の動向を“見える化” 

引き合い・顧客情報 

毎月の成果報告 
業界レポート 
※オプション 

アクセス解析 

市場分析シート 
※オプション 

アリババのアクセス解析や引合の状況を日本語でレポートします。 
中国ビジネスの羅針盤としてご活用ください。 
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アクセス解析（広告実施時） 



アリババ掲載企業の成功事例 

中国ユーザー向けに最適化したＷＥＢコミュニケーションで、 
アリババでの掲載効果・ＰＲ効果を最大化させることができます。 

Ａ社のケース 
（商社） 

Ｂ社のケース 
（工場備品製造） 中国全土から 

問い合わせが急増 
アリババ専門部署を 
設立するまでに 
なりました！ 

ゼロからの 
スタートでしたが、 
１年間で６００台の 
機器を受注する 
ことができました！ 

Ｃ社のケース 
（電子部品製造） 

Ｄ社のケース 
（代理販売業） 月間４０～７０件の 

問い合わせがあり 
その約３割が 
成約につながって 
います！ 

訪問営業から 
アリババ中心に。 
年間３６０台の 
備品を受注して 
います！ 
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サービス料金表 

サービス内容 金額（税別） 注記 

初期費用 
貴社紹介ならびに製品情報
の中文コンテンツ制作 

150,000円 
（8,000元） 

別途、入稿フォームに情報を   
ご入力いただきます 

月額費用 

中国アリババ内「日本工業
通」に、貴社紹介＆製品情
報の掲載 

60,000円/月 
（3,500元/月） 

ご契約期間は1年単位 
 製品：10ジャンルまで 
 製品数：合計100点まで 
 ※超過する場合は別途費用 

専用チャットにより 
ユーザーからの問合せに 
一次対応 

事前に想定される問合せ内容等、 
確認をさせていただきます 

※「日経技術在線!」は日経BP社が運営する中国語の技術情報サイトです（http://china.nikkeibp.com.cn/）。 
※ 「アリババ」掲載とチャット対応は、拓賽上海網絡科技有限公司が運営するサービスです。 

※日本：税別、中国：税込 

15 



お問い合わせ 

お問い合わせ 

日経ＢＰ社 
グローバル事業戦略室 
ニューチャイナＢ２Ｂ「アリババ」係 
電話：03-6811-8773 
Email：global@nikkeibp.co.jp 

 
株式会社東京ワンダーアワー 
ニューチャイナＢ２Ｂ「アリババ」係 
住所：東京都港区麻布十番1-5-10 4F 
電話：03-5848-3593 
Email：info@twh.co.jp 

 
拓賽（上海）網絡科技有限公司 
ニューチャイナＢ２Ｂ「アリババ」係 
住所：上海市長寧区古北路686号 長福公寓4A/B 
電話：+86(021)6208-8559 
Email：info@toiawasale.com 

販売代理店 
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