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視察行程
• ６月１３日
• 6:00―7:15 各自一路関空へ 関西空港着
• 9:05－10:30 ＣＡ１６４便 上海浦東空港着
• 11:30-11:40 リニア試乗、一路上海市内へ
• （昼食）
• 13:00－14:00 上海リニア交通科学技術館にて視察
• 15:00-1７:００ 日中教育医療文化交流機構 視察、日本語学校生徒と意見交換
• 18:00 上海ダウンタウンフォレストホテル泊
• 6月14日
• 9;30 上海ＢＳＣとホテルにて合流・出発
• 10;00-11;00 月桂冠（月桂冠(上海)商貿有限公司）訪問（中尾総経理）
• （昼食・移動）（江村議員合流）
• 13;30-15;00 森ビル上海（中国法人「上海環球金融中心有限公司」）視察
• 16;00-17:00 舞妓の茶本舗上海支店視察
• 18:30 上海ダウンタウンフォレストホテル泊
• 6月15日
• 10;00-11;30 上海ＢＳＣ（京都府ビジネスサポートセンター）にて
• ブリーフィング（富岡代表）
• （昼食・移動）
• 13:15-14:00 ＪＮＴＯ（日本政府観光局上海支店）訪問ブリーフィング
• 移動
• 15:30 上海浦東空港着
• 17:30－20:30 ＣＡ16３便にて関空へ
• 21:10－22:55 各自シャトルタクシーにて一路京都へ
• 23:00 京都着



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（1）

名称
一般財団法人日中教育医療文化交流機構

JCEMCE

所在地 上海市徐汇区漕溪北路88号

事業内容

日中両国間の教育・医療・文化交流・合作を推進する事業

日中両国の留学生の交流及び支援事業

日中両国に関する各種セミナーを開催する事業

日中両国の母子健康増進を支援する事業

事業に必要な施設を設置運営する事業

●JCEMCEの概要

中国大陸を
中心に日本
の大学進学
を目指す海外
の漢字ネイテ
ィブの学生に
あらゆる情報
を提供する書
籍「日本留学
指南」

中国の中心拠
点「上海」で展
開する日本の
大学進学の為
だけの進学指
導塾。日本人
教師が、全科目
日本語で、主に
現地の高校生
に受験指導。

海外での受験
者獲得を念頭
に置いた、母国
語受験＋渡日
不要制度の下
に独自開発した
、大学進学のた
めの試験「日本
大学連合学力
試験」



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（２）

●留学生マーケット①

世界の留学生市場は約370万人規模。
受入先1位がアメリカで約72万人。日本
は、受入先7位で約17万人となっている
。

海外に向かう中国人留学生数の推移世界の留学生市場
（受入留学生の多い国家－2012年）

中国人留学生は毎年20％以上の割合
で急拡大。2012年に40万人を突破。特

にアメリカへの留学が急増しており、ここ
数年で一気に3倍に。



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（３）

●留学生マーケット②

2007年当時は、アメリカ同様に日本も中
国人留学生の人気の留学先であった。

ここ数年で、日本からアメリカへのシフト
が顕在化している。

現在日本に留学中の留学生の国籍2007年当時の人気の留学先国家

現在日本に留学中の留学生は17万人。
うち、10万人強が中国人留学生で、全体
の6割以上を占めており、圧倒的なシェ
アを占めている。



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（４）

●留学生マーケット③

日本への中国留学生 地域別人数

山東省 1,500－2,000人
東北三省 1,500－2,000人
上海 1,500－2,000人
北京 800－ 900人

山東省や東北三省では、日本語を第一
外国語として学んでいる学生が多く、日
本への親近感も高い。上海や北京だけ
でなく、山東省や東北三省へのアプロ
ーチは有効と考えられる。



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（５）

●中国人から見た留学先としての日本

【魅力的な点】
・卒業後に、日本での就業機会が多い （アメリカでは留学からの就業は１％程度）
・製造業を中心に、技術力の高い就業先が豊富
・留学にかかる諸費用が相対的に安く、コストパフォーマンスが高い

【課題点】
・来日して、小論文や面接をしなければいけない
（アメリカはスカイプが多い）
・日本留学試験が中国では香港でしか受験できない
・奨学金制度があっても、着金が入学後
（他国では、試験に通った時点が多い）

概して、日本への留学は「受験時～入学まで」に不
便が多い。スカイプ面接の導入や試験会場の拡大な
どの対策だけでも大きく改善が見込まれる。また、次
ページで詳細を記載する渡日不要試験制度「日本大
学連合学力試験」は、大きな可能性を秘めている。



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（６）

●日本大学連合学力試験

母国語による各国高校カリキュラムにあわせた「筆記試験」と日本の大学教授が現地に出向い
て実施する「面接試験」を組み合わせた試験。受験生の負担が大幅に軽減される。
本試験で各大学の合格を受け取った学生は、その時点から現地で約6ヶ月間の日本語指導を
中心とした「留学間準備教育」を受講、6ヶ月後にＮ２以上の日本語レベルに達した各学生は、
各大学教授とのスカイプ等による最終面接を経て、翌年4月に来日し留学を開始します。
従来の日本語を学習している学生のみを対象としていた選抜制度を、全高校3年生を対象に拡

大し、現地高校とリレーションを構築することで、今までと異なるアプローチができ、受験層の拡
大と優秀な留学生の確保が期待できます。

試験場所 ： 上海、香港、台湾、マレーシア（今度インドネシア、フィリピンに展開予定）

試験日程 ： 12月、5月、7月

参加大学 ： （ ）は見込み
国立 香川大学、千葉大学、一橋大学、山形大学

（金沢大学、横浜国立大学、和歌山大学）
私立 桜美林大学、関東学園大学、杏林大学、国際基督教大学、芝浦工業大学、

昭和女子大学、中央大学、中部学院大学、帝京大学、帝京大学短期大学、
デジタルハリウッド大学、東海大学、東京情報大学、東京農業大学、
広島経済大学、福山大学、武蔵野大学、
（工学院大学、関西大学、上智大学、明治学院大学、成蹊大学など多数）



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（７）

●中国人受験生への7人へのヒアリング①

Q. どこの大学を希望していますか？

A. 京都大学、名古屋大学、東京大学など

Q. 希望学部は？

A. 工学部
情報学科、ロボット開発、
ロケット開発、建築学科など

Q. 希望大学は、どうやって選びましたか？

A. 世界大学ランキングで上位のところ
偏差値の高いところ



訪日留学生受け入れに向けた現地調査（８）

●中国人受験生への7人へのヒアリング②

Q. 留学先に日本を選んだ理由は？

A. 昔から日本のアニメやゲームが好きだった
「宇宙兄弟」を読んで日本でロケットを作りたいと思った

Q. 卒業後はどうしたいですか？

A. 日本で就職したい
日本で3年くらい働いて中国に戻りたい
アメリカの大学院に進学したい

中国人受験生に話を聞いて、改めて日本のゲームやアニメの力を
実感させられた。その場にいたほぼ全員が、日本のアニメやゲームが
好きで日本留学を決めていた。
その上で、勉強するからには偏差値の高い大学、世界大学ランキング
で上位の大学で学びたいという意向であった。



上海ヒルズにみる上海の都市計画（1）

上海環球金融中心
所在地中国上海市浦東新区世紀大道100号
面積30,000m²

延床面積381,600m²

用途 事務所、ホテル、店舗、他階数
地上101階／地下3階
竣工2008年8月構造SRC造、
S造設計
森ビル(株)一級建築士事務所（設計・監修）
コーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツP.C.（KPF）、

(株)入江三宅設計事務所（建築設計）
レスリー・イー・ロバートソン・アソシエイツR.L.L.P

（LERA）（構造設計）
上海現代建築設計（集団）有限公司、
華東建築設計研究院有限公司（顧問設計）

進化する中国の中でも最も発展著しい上海・浦東地区に位置する、地上101階、高さ492mの「上海環球金融中心」
は、国境を越え、これまでの森ビルグループの都市づくりのノウハウを注ぎ込んだプロジェクトです。
世界最高水準の国際金融センター機能を中心に、オフィス、世界一の高さを誇る展望台、ホテル、商業施設、メディ
アセンター等を擁し、金融センターであるだけでなく、情報センターとしての役割も果たします。 （森ビルＨＰより）

概要



上海ヒルズにみる上海の都市計画（２）

陸家嘴（りっかし）地区は中国政府主導で金融貿易区に設定。世界の金融
センターをつくると位置づけスタート。

「グローバルマグネット」というコンセプトのもと、強力な磁力により、世界中
の情報や人々を引きつけ、流れを生み、影響を与え、従来型の国際金融セ
ンターの概念を超えて、ビジネスだけでなく文化、観光の拠点としての賑わ
いや魅力をも備えた、アジアを代表する新たな金融センターおよびメディア
センターに成長するためのコンセプト作りから森ビルは参画し、上海都市開
発における不動の地位を確立した。

陸家嘴（りっかし）地区とは？



上海ヒルズにみる上海の都市計画（３）

1990年 浦東地区

2008年 浦東地区

歴史
1990年上海・浦東地区の改革開放が宣言。
1993年森ビルが初めて上海における事業展開の検

討を開始し、この地に新しい金融センターにふさわし
いオフィスビルの建設計画 。唯一の外資系企業とし
て耳目を集める。
1995年に上海での初のプロジェクトとなる上海森茂
国際大厦（現HSBCタワー）の建設を開始
1998年竣工。日本の金融機関・商社を中心に、欧

米系金融機関も多数入居。特に上海の外資系金融
機関としてトップの地位にあるHSBC（香港上海銀行

グループ）がここに中国本部を構える。その後、ビル

名称権を導入、恒生銀行大厦となる。
1997年上海環球金融中心を着工。その頃発生した

アジア経済危機を背景に、地下の杭工事を完了した
ところで一旦工事を中断。
2003年その後国際的な金融機関の求める最新の
スペックに対応すべく設計の見直しを行ない
工事を再開。



上海ヒルズにみる上海の都市計画（４）

1990年の陸家嘴中心緑地
3000世帯が密集

2007年の陸家嘴中心緑地

苦難とリスクの連続。先見性のある投資が結実。

現在は上海市と一緒に同プロジェクトに欠かせな
いコンサルティングとして存在感を増す。

２階の回廊で当エリアの全てのビルを結ぶ案も
森ビル起草。現在進行中。回廊を歩く人々。



上海ヒルズにみる上海の都市計画（５）

10万㎡に及ぶ公園

100階建てクラスのスーパー超高層3棟

東西南北地区に50階建てクラスの超高層ビル群

100m幅の幹線道路



上海ヒルズにみる上海の都市計画（５－１）



上海ヒルズにみる上海の都市計画（６）

森ビル所有の２つのビルには日本企業のみ
ならず世界のメガバンクや最先端企業が入
居。文字どおり金融センターと言う名に相応
しい。

セキュリティーも非常事態への備えも世界最
高レベルで、常時火薬探知犬が待機、非常
用自家発電も最高レベルのものを備えてい
る。また、世界情勢に合わせてセキュリティ
ーレベルを管理。

（蛇足だが、我々が訪れる２日前上海空港で
爆発事故があり、当日のセキュリティーレベ
ルは通常よりも二段階引き上げられていた）

上海ヒルズはパークハイアットなど最高級の
ホテルのみならず、企業のプロモーション用
イベントスペースも充実。世界唯一１００階以
上に車を輸送できるエレベーターも完備。顧
客ニーズにこたえるべく途方もない過剰イン
フラが施され、一万人が働く。



上海ヒルズにみる上海の都市計画（７）
森ビルの都市計画コンセプト Vertical Garden City - 立体緑園都市

緑に覆われた超高層都市

上下を伸ばし
高く使う

横は制限し、
広く使う

窓が不要な施設は
地下空間へ

宴会場、コンサートホール
図書館、ショッピングモール

道路、鉄道など

地上と屋上は、
徹底的な緑化空間へ

高層空間は、
オフィス、ホテル、住居

移動楽

究極の空間有効利用



ヴァーチャルガーデンシティーの考え方
無秩序に広がった巨大都市の中心部をスーパーブロック
で再生していく都市モデルで、建物を超高層化し、地下も
活用していけば、空間は増す。
地上面積を出来る限り増やし、緑をたくさん配置する。地
上からどれだけ空がみれるかという
天空率という指標を用い、天空率をしっかり確保することを
旨に、高層ビルを配置する。そこに都市機能を縦に集約す
れば、移動時間は減り、自由に使える時間が倍増する。さ
らに地下で全てをつなげば横の移動も容易になる。ちなみ
に上海ヒルズには91台の超高速エレベーターを配置して
いる。空と地下を活用することによって、地上は緑と人に
開放。公園、広場、森、川、池などの環境整備をする。図
書館やコンサートホール、ショッピングモールなど窓を必要
としない施設は思い切って地下へ配置、高層階はホテル、
オフィス、住居と有効に利用するという実に思い切った戦
略である。自然とコンクリートの共存、これがガーデンシテ
ィなのだ。

上海ヒルズにみる上海の都市計画（８）

超高速、大量輸送の鍵
ダブルデッキエレベーター。
二つのかご室を備え、スペー
ス効率、運送効率を高める。
（写真は三菱電機ＨＰより）



１ 大きな街区で活用 2 環境配慮

上海ヒルズにみる上海の都市計画（９）
都市開発の７つの手法



４ 低層部の有効活用3 立体的な街づくり

上海ヒルズにみる上海の都市計画（１０）



５ 充実した移動手段 ６ 道路機能を整備

上海ヒルズにみる上海の都市計画（１１）



７ 防災性を向上

上海ヒルズにみる上海の都市計画（１２）

当時の森オーナーのパース
ＶＩＰ展示室の入り口に森ビルの精神として掲げられている。

変哲もない看板のない上海ヒルズの一室
ここが上海ヒルズのＶＩＰルーム入り口（秘密！）
この奥にとんでもないものが・・・



上海ヒルズにみる上海の都市計画（１３）

バーチャルリアリティー都市模型

リアルな3次元パース

都市づくりのコミュニケーションツール

窓の数から道路の幅員まで全て実測をベースに
精密な模型で街を再現。原価で２０００万？！



まとめ

上海ヒルズにみる上海の都市計画（１４）

ご案内頂いた福山副社長と。

「上海の都市計画を森ビルが？！」
最初日本で話を聞いたとき半信半疑だった。しかし、森ビルは実際に
異国の地で、政府や上海市に深く関わり確かに都市計画を練ってい
た。それは、未開の地で、将来不安の強い上海で、大いなるリスクを
とり、１９９０年代初頭、社運を賭けた莫大な投資に外資系で唯一踏
み切った功績の賜物だった。周りの建設はほぼ国営系企業ばかりの
中、燦然と輝きを放った外資系ビル。そして、当時の中国になかった
ランドスケープを中国に持ち込み、政府首脳はその虜になったと言っ
ても過言ではない。その結果、当該地区の計画作りに深く関わり、森
ビルが提案した政策が続々と採用、今も新たな都市計画を作り続け
ている。上海は、フランス租界、イギリス租界、そして日本ロシアなど
の共同租界、そして現地人の暮らすエリアに見事に別れ、足を運ぶと
今も尚その色彩は強く残っている。それらは次々と再開発の対象とな
り、共産主義国家ならではの住民不在の都市計画がどんどん進むが、
その分全体利益を最優先した整然とした都市が完成する。とはいえ、
２１世紀に入り、土地は未だ国直轄の定期借地のみだが、住民に借
家権が認められ（もともと土地も建物も国のものだった）、立ち退きが
発生。都市計画のスピードは鈍化している。未だ留まるところを知らな
い上海の快進撃に森ビルのコンセプトが深く定着し、未来型の都市を
実現しようとしている。京都市の都市コンセプトとは異なる形態だが、
ぶれないしっかりとした都市計画が都市に与える重要性を再認識さ
せられた一幕であった。



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
月桂冠（１）

2001年から広東省・深圳（しんせん）の販売代理店を通じて中国国内への供給を開始、2006
年には北京と上海の販売代理店とも契約を結び販路を拡大。2007年10月には上海に駐在
事務所を開設し、酒類市場調査、各地の販売代理店への支援活動を通じて、日本料理店を
はじめとする料飲市場などへ販売。2011年7月に現地法人設立により、中国において月桂
冠ブランドの日本酒販売の拡充に力を入れる。

名称
月桂冠(上海)商貿有限公司

Gekkeikan (Shanghai) Trading Co.,Ltd.

所在地 上海市長寧区愚园路1258号緑地商務大厦1208号

事業内
容

日本産清酒「月桂冠」・食品・化粧品の輸入販売

中国産清酒「月桂冠」（外部委託により製造）の販売

グルー
プ

会社

月桂冠株式会社 (日本本社) 

京都市伏見区南浜町247番地

Gekkeikan Sake (USA), Inc. （米国月桂冠株式会社）

1136 SIBLEY STREET, FOLSOM, CALIFORNIA 95630 USA

●概要



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
月桂冠（２）

ほとんどの商品は、日本でもお馴染みの月桂冠ブランドの清酒を輸入
している。

一部商品は、現地生産を行っている。丹陽に工場を持つ日本企業の
甘強酒造にて製造委託。これにより、輸入の日本製品より4割以上安
い値段での提供が可能となっている。

現地生産している清酒

日本から輸入のお馴染みの月桂冠ブランド

●商品



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
月桂冠（３）

●市場

上海や北京等の都市部では、すでに日本酒は
周知されている。上海には日本料理店が約
1,000店舗あり、月桂冠は350店舗と取引。ま
だ3割と考えるとまだまだ市場がある。日本料
理以外の現地居酒屋などでも廉価な日本酒が
飲み放題メニューで提供されているが、日本か
らの輸入商品は、40％という高過ぎる関税と運
賃の影響で日本の２～３倍とかなり高額になる
ため、今の環境ではこういった大衆店での販売
は難しい。一方で、高級な地酒は、ワインと同じ
ように富裕層が消費する。徳利でお猪口に注
いで呑むということ自体に楽しみを感じるとのこ
と。質の高い（日本でつくった）大衆向けの清酒
をどう展開していくかが課題。一般家庭向けで
は、小サイズの清酒をスーパーにおいてもらう
などの工夫がされているが、やはり値段がネッ
クとなっている。



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
月桂冠（４）

●まとめ
行政に求めることは２点
①関税の引き下げ
市での取り組みは難しいが、日本酒の海外進出の一番の障壁となっている。
関税が下がり、販売価格が下がれば、大衆向けの販売も展望が見える。

②実際の取引に繋がるようPRイベント
京都市が過去に上海で行った物産展のようなイベントはなかなか次に繋がっていない。
ぐるなび社が開催するイベントは、実際の契約に繋がり有難いとのこと。
現地企業の意向をしっかり把握した上で、イベントを企画していくことが大切である。



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
舞妓の茶本舗（１）

概要・沿革

本店所在地 〒610-0322 京都府京田辺市普賢寺上大門2-1
宇治茶カフェ　MAIKO茶ブティック
京田辺市田辺中央5-1-7　滝山ビル1F
北海道支店
室蘭市輪西町2丁目14-1
中国 上海支店
中国　上海市虹口区溧陽路649号（近哈尓濱路）
本店　http://www.maiko.ne.jp/
英語　http://www.maiko.ne.jp/english/
ドイツ語　http://www.maiko.ne.jp/german/
ロシア語　http://www.maiko.ne.jp/russian/
中国語　http://maikonocha.taobao.com/ 
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行　　　等

URL

支店所在地

取引銀行

1970年（昭和45年） 弊社玉露研究部として、山下壽一が全国茶品評会において、一等一席・農林水産大臣賞
を受賞したのを機に、茶製造卸・普賢寺製茶場から、地元・田辺玉露を中心とした、高級緑茶を自ら販売する
ため、社名を京都らしい名前にと「舞妓の茶本舗」に改名し、エンドユーザーに対する販売を開始。

本店



中国上海支店
（2015年8月28日オープン）

◆住所
上海市虹口区溧阳路649号
（近哈尔滨路。1933老场坊西侧约200m) 
◆営業時間・電話番号
10:00∼18:00（周二定休日）・13301692798   
※日本茶体験教室を実施（予約制）

上海店では消費者に、玉露の入れ方、抹茶のたて方の実演などにより日本茶を体験しても
らうとともに、日本茶・茶文化の良さを理解してもらうことを目指す。
交流を通じ消費者との信頼関係を構築することも狙い。

京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
舞妓の茶本舗（２）



日本国内向け商品

京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
舞妓の茶本舗（３）

中国向け商品

中国語版公式サイトでは、抹茶やスイーツ
の他、茶器などもメインに掲載



京都産品・海外販路拡大に向けた取り組み
舞妓の茶本舗（4）

店舗 交流会 HPサイト

「お茶の発祥地、中国への日本茶進出」
ただでさえ企業の中国進出は難しいが、お茶の売込みはお茶大国とも言える中国で相当ハードル
の高いチャレンジと言える。貿易会社も日本茶を中国に入れるが、売り込む力がないため、これまで
苦戦してきた。しかし、舞妓の茶本舗は、上海で直接店舗を出店し、店舗での日本茶体験教室や、
ブースやイベント出店を通し販路構築を進める。お茶の中国輸出は関税が１５％かかり、輸送費など
も含め日本円の２倍の価格となるが、年配の女性を主軸に茶道の人気も徐々に広がりつつあるとい
う。また、抹茶を原料にしたチョコレートやクッキーも中国で受け入れられてきているため、加工用と
しても売り上げが伸びているようだ。
今後の展開として日本茶人気に火をつけられるかは、加工品の商品提案や日本茶への商品理解と
口コミをいかに加速できるかである。日本茶の商品説明や茶道にまつわる日本文化を伝えることは
容易ではない。文化というキーワードで日本の染物や織物などのコンテンツを融合させて京都ツア
ーを練っているアイデアも非常に興味深い。また、中国でも日本のアニメ・漫画は非常に人気を誇り、
影響力を持つことから、漫画と日本茶とのコラボなどが人気の着火剤となり得るのではないか。

まとめ



BSC・京都企業の海外展開サポート（１）

当センターは、京都府と京都商工会議所など経済界が一体となり、京
都企業の中国事業展開に対する支援、京都と中国の経済交流推進を
目的として設立され、京都府の産業支援機関である公益財団法人京
都産業２１により運営。

 各種事業の企画・運営
 上海他中国各地域との交流促進に関る各種事業
 各種マッチング事業、展示会などの企画、運営
 日中企業間の情報交流網構築・管理
 各種勉強会・研修の企画・運営ほか

 個別案件対応
 進出検討のための、事前情報収集に協力
 事業計画・プランのご相談
 法律・財務他各種専門家の紹介
 その他の経営相談
 中国での取引先の調査や紹介、商談をサポート

業務内容

京都府上海ビジネスサポートセンター
＜日本公益財団法人京都産業２１上海代表処＞
200336
上海市長寧区延安西路2201号
上海国際貿易中心1920室

開所 2010年10月17日
3名
代表（所長）富岡一十見
代表（副所長）加藤賢一
代表助理 馮明岩

所在地

スタッフ

名称

（公式サイト http://www.ki21-cn.com/）

●BSCの概要

http://www.ki21-cn.com/
http://www.ki21-cn.com/


中国ビジネスコーディネーター

中国で事業展開し、実務的に豊富な経験のある方が メンバーとして参画されています。
中国の地方都市を中心に配置しています。
支援を希望される場合、より現地事情を配慮した、密着した支援活動が実施されます。
その他の経営相談に応じ、支援条件などを都度決めた上で実行します。
※個別の案件では、有償支援となります。（契約書サンプル、価格表は別途）

スタッフは、ビジネス感覚・国際感覚豊かな民間の実務経験者

京都企業支援ネットワーク（事務局：京都銀行股份有限公司上海代表
処、参加企業１０５社）、中国ビジネスコーディネータとの連携により、敏
速且つ多方面からのサポートを実現

上海に事務所を置き、スタッフ間でも最新情報収集と共有を徹底してい
るため、より実務的・具体的・現実的な支援が可能

BSC・京都企業の海外展開サポート（２）

●支援業務の特色



平成22年10月の開設以降、「オール京都」支援ネットワークの上海拠点として、アジアや世界経
済の動きに対応。京都企業の海外展開を的確にサポートすべく、平成27年10月よりセカンドステ
ージとして、①対日投資促進②京都産品の販路開拓③観光インバウンド促進に力を入れている。

10月より職員4名（日本人3名、中国人1名）で運営。高級顧問（4名）の協力を得ながら、上記3項
目の促進及び進出している京都企業の支援活動を実施。製造業関係の企業及び伝統工芸・物
産関係（食品、実用品等）の企業からも販路開拓、事業提携等の相談に応じた。

（１）上海代表処の活動

（2）相談実績

年間総相談数：151件

相談内容：販路開拓の相談が約40％。昨年度と比較して円安が進み、中国での販売拡大の相談
が多数を占めた。
また、中国企業から日本商品を求める相談も増加傾向にある。

活動内容： 平成23年度より、中国内の自動化設備の受注を目的とした「京都自動設備支援ネット
ワーク（チーム京都）」を運営しており、平成27年度も販路開拓活動を強化。伝統工芸・
物産関係の販路開拓支援としては、マーケティング活動ができる現場確保と個別企業
の海外販路開拓の伴走支援も実施。

BSC・京都企業の海外展開サポート（３）

●活動実績



京都上海代表処
からの定期情報 「京都Cloud」データ庫

「京都」に関心の
ある会員をスクリ

ーニング

励業公社・携鋭の
会員企業及び個人
会員4,800万人

データ蓄積・更新

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
抽
出
・分
類
・次
段
階
へ

目的別対京都
投資セミナー・座談会

物販商談会

企業マッチング

販促相談

観光促進

文化講座・交流
「投資」・「貿易」・「サービス」等
複数キーワード選択で分類

■京都データ庫（「京都Cloud」）

BSC・京都企業の海外展開サポート（４）

①「京都」に関心のある有力企
業・個人データの蓄積

②説明会・イベント開催時における、
ターゲットを絞り込んだ迅速な集客

④的確・迅速かつ広域にわたる、成長
企業とのマッチング

③広範囲かつ的確な
ニーズの掘り起こし

⑤全国規模の事前マーケティング調査
及びアンケート調査

⇒ 京都ファンの拡大・拡散につながる



■越境EC貿易への参画

現時点では、明らかにその商品価値や価格が分かっている「生活用品」「生活必需品」が越境ECサイトでの主流で
あり売れ筋。食品についても同様で、「初めてのもの」「珍しいもの」については、その特徴を伝えにくく、売りにくい。
また京都の伝統工芸品については、その商品紹介をサイトで行うこと自体が、安っぽさを招き、「伝統工芸品」の価
値そのものが、埋もれてしまうのではないかと懸念している。越境ECは、販路拡大には非常に有効な手段ではある
が、些か慎重さも必要である。

BSC・京都企業の海外展開サポート（５）

越境ECとは
ECサイトと同様、インターネットを
使った通信販売を指すが、 自国内
向け(母国語)のサイトではなく、外

国語のサイトを設け、積極的に海
外の消費者に販売する形態を越境
ECと呼ぶ。また、WEBサイトに留

まらず、「自由貿易区」内での倉庫
を「保税区」扱いとして店舗のよう
に商品を陳列し、同時にネット販売
にも対応している。市内の百貨店
にも展開。

（参考）越境ECモデルの例

https://ecnomikata.com/original_news/6666/

https://ja.wikipedia.org/wiki/EC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E8%B2%A9%E5%A3%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E


（２）越境EC貿易への参画

越境貿易展示区 取扱い 販売形態

1 上海高島屋 高島屋百貨店 BtoC 高島屋5階、7階スペース。日本工芸品、生活用品が中心。サン
プルは高島屋が買取可。現在中山商事経由で京都商品が半数以
上を占めている。

2 上海伊勢丹 伊勢丹百貨店 BtoC 改装準備中。１階に日本館をオープン予定。食品については試
食販売も行う予定。

3 上海全洲超市（GL Plaza） 全洲超市 BtoC 越境ECによる日本館スペース

4 寧波市自由貿易区 寧波市進口食品交易中心 BtoB, BtoC 寧波市が設置した、展示会場内の自由貿易区。長岡京市の物産
が展示販売されている。

5 広州跨境通 南寧百貨 BtoC 南寧百貨店が展開する広州最大の越境EC販売サイト。広東省
に点在する店舗内での陳列も有り。

6 深セン食品城日本館 深セン万国食品超市 BtoB 龍崗区に新設された大規模食品市。１階は小売りもあるが、基
本は全国バイヤー向け。全国に１０００店舗を有する万国食品
超市が、傘下に入っており、人気商品はすぐに全国流通に乗せ
ることができる。また万国食品超市はカルフールやウオルマー
への外国食品を提供する中間業者でもある。日本館内は食品の
他、工芸品も陳列可。

7 深セン自由貿易区日本館 イオン BtoC 深セン西に新設された自由貿易区内ビルにある日本館。イオン
が間に入り、日本商品を取り扱うことにほぼ確定。

BSC・京都企業の海外展開サポート（６）

京都物産の中国国内販売網の拡大に向けた新流通システムとして注目をあびている。



BSC・京都企業の海外展開サポート（７）

「中国人にとって『京都は日本の一地方都市に過ぎない』、
という現状認識に立った挑戦」
上海BSCでは「対日投資促進」、「京都産品の販路拡大」、「観
光インバウンドの促進」という３本の柱を設け、個々の事業に取
り組んでいるが現実は甘くない。例えば京都への企業誘致はセ
ミナーや座談会の開催に加え、500件を超える企業への個別ア
プローチや優良成長企業への直接アプローチを展開して４年が
過ぎるが、誘致実績はゼロ。担当者は、実績があがらない要因
として、「中国人にとって京都は日本の一地方都市に過ぎない」
という都市イメージが築けていない点を指摘する。アメリカの雑
誌で世界一観光都市に選ばれることもある京都だが、中国での
知名度は東京→大阪→北海道→九州→ようやく京都か？という
厳しい現状だと言う。京都の持つ、文化や観光、食などの特色
を売り出し、一定の都市イメージを構築する段階、というのが現
状と言えそうだ。
京都産品の販路拡大や観光インバンドの促進も根っこの課題
は同じで、京都のブランドイメージが勝負となる。近年急拡大す
る越境EC貿易や京都データ庫などの新たな試みを通して、中

国の企業ニーズや国民の商品ニーズとのマッチングを図りなが
ら京都の知名度を上げるより他ない。

まとめ



●概要

（公式サイト http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html）

政府観光局とは、主要な市場に海外事務所等を設置し、外国人旅行者の誘致活動を行う政府機関のことで、世界の主要な国々が
政府観光局を有して、熾烈な外客誘致競争を展開。
日本政府観光局（JNTO：Japan National Tourism Organization、正式名称：独立行政法人国際観光振興機構）は、東京オリンピッ
クが開催された1964 年より日本の公的な専門機関として50年間にわたって訪日外国人旅行者の誘致に取り組んでいる。
JNTO は、世界14 都市に海外事務所を持ち、日本へのインバウンド・ツーリズム（外国人の訪日旅行）のプロモーションやマーケテ
ィングを実施。

日本政府観光局とは

名称 独立行政法人　国際観光振興機構
通称 日本政府観光局（JNTO）

所在地 〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-10-1
設立 平成15年10月1日

海外における観光宣伝
外国人観光旅客に対する観光案内
その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ること
外国人観光旅客の来訪促進

外国人観光旅客の受入対策

通訳案内士試験の実施に関する事務代行

国際観光に関する調査及び研究

国際観光に関する出版物の刊行

国際会議などの誘致促進、開催の円滑化

事業目的

主な事業活動

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（１）



JNTOの海外事務所ネットワーク

2014年まで 2015年以降

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議決定）、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０
１４」（平成２６年６月１７日観光立国推進閣僚会議決定）及び「『日本再興戦略』改訂２０１４」（平成２６年６月２４日閣議決定）において、
JNTOは訪日プロモーション事業の実施主体と位置づけられ、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据えたインバウンド
（訪日外国人旅行者）の飛躍的拡大に向けた取組において、中核的な役割を果たし、観光立国の実現に向けて国が掲げる目標の達
成に貢献することが期待されている。

2015年、JNTOが訪日プロモーション事業の実施主体へ

JNTO海外事務所における事業の企画と現地発注により、外国人目線でのプロモーションを展開するとともに、市場動向の変化に迅
速・臨機応変に対応していくとともに、諸外国との競争に打ち勝つ効果的なプロモーション活動を実現していき、また、受入体制整備、
魅力ある観光地づくりを推進する。

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（２）

さらなるインバウンドの拡大に向けて



今、中国人訪日旅行市場に起きているコト

旅行スタイルの二極化とニーズの多様化

主要訪日客層は景気減速の影響を受けていない

個人ビザ取得要件達成＝FIT化の進行
LCCやチャーター便、クルーズが拡大し格安ツア
ーが市場に多数流通

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（３）



《参考》 団体/個人旅行の割合（2014年）

中 国 ：団体61.6％、個人38.9％
東アジア平均 ：団体37.1％、個人62.9％
主要18市場平均：団体22.6％、個人77.4％
出典：2014年訪日外国人消費動向調査
平均値は各市場数値を単純平均したもの

在上海日本国総領事館の査証発給件数
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2016年1～4月 団体
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個人
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出典：在上海日本国総領事館
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日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（４）

旅行スタイルの二極化とニーズの多様化により、
個人旅行の比率に顕著な伸び。



＜28年度プロモーション＞
【主要ターゲット層】①30～40歳代家族層 ②20～30歳代女性 ③教育旅行
【基本方針】
北京・上海・広州では、FITに向けて「個人の趣向に合った日本の魅力」を訴求し、北京・上海・広州を除く重点都市においては、団体ツ
アー（クルーズ含む）向けに日本食、温泉、四季、ショッピングなど「日本の代表的魅力」の情報発信を行う。プロモーションは比較的訪
日客が少ない時期（5月～6月、10月～12月）を中心とし、地方誘客強化の一環として九州プロモーションを引き続き重点的に実施すると
ともに、東北プロモーションも行う。同時に旅行の質の向上にも力を入れ、訪日旅行市場の持続可能な成長を目指す。

＜JITO上海事務所：28年度プロモーション スケジュール案＞ ○重点都市：上海・杭州・南京・成都・重慶・無錫・蘇州・寧波○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月10月 11月 1月 2月 3月

B
 to

 C
B

 to
 B

WEB/SNS/メディア招請による情報発信（年間）

WTF出展
（上海）

KOL招請
（WEB/SNS）

屋外広告（FIT向け）
（杭州/南京）

屋外広告（団体向け）
【杭州/南京）

WTF出展
（上海）

KOL招請
（WEB/SNS）

屋外広告（団体向け）
【重点都市：上海除く）

消費者向けイベント
【成都/重慶/無錫/寧波）

消費者向け
イベント
（蘇州）

Eラーニング（中国全土）
東アジア
商談会
（仙台）

昇龍道招
請（上海）

タイアップ
（CTRIP

等）

共同広告（夏休み）

セールスコンテスト（上海等）
SP招請（ｺﾞｰ
ﾙﾃﾞﾝﾙｰﾄ）

ｾﾙｺﾝ招請
（北海道/九
州/昇龍道）

VJTM商談
会（東京）

CITM商談
会（上海）

教育旅行
関係者招
請（未定）

OTAタイ
アップ
（CTRIP

等）

共同広告（閑散期）
共同広告
（桜）

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（５）



個人旅行を意識し、ウェブサイトやSNSを活用し、常にタイムリーな情報発信を行って
いる。口コミによる情報拡散が最も効果的。綺麗な画像を選ぶことがポイント

JNTO上海事務所の微博会員数は20万以上。
また、パワーブロガーの発信力も効果大。

JNTO公式中文簡体字サイト( www.welcome2japan.cn )

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（６）

http://www.welcome2japan.cn/


日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（７）



今後の中国人訪日旅行の展望

• 個人旅行（FIT）化が進展
旅行会社の84％が自由行＝個人旅行が進むと予想
出典：JNTO 2015年 旅行会社アンケート

• 日本人気は継続（日中関係の安定が前提）
各種調査が示す日本人気

☞日本は2016年最も人気の旅行先の第1位
出典：JNTO 2015年 旅行会社アンケート

☞日本は今後1年間で最も訪問したい国の第2位
出典：Hotels.com好訂網「中国遊客境外游調査報告

☞日本は2016年、注目の旅行目的地の第2位
出典：Lonely Planet Best in Travel 2016

• クルーズ人気は今年も継続（日韓線は増船）
価格競争の激化、上海では一社チャーターを実施しない旅行会社も多数

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（８）



「個人旅行誘致の背景にはKOL」
中国の訪日観光は爆買いを伴う団体旅行から、文化や食、ア
ウトドア、美容などの体験を行う個人旅行に大きく流れがシフト
してきている。「モノからコトへ」旅行スタイルが変わるなかで、訪
日インバウントの売り込むツアーの特徴や広報手段も当然変化
する。広報手段は紙媒体以上にネット媒体での閲覧が多く、中
でも中国国内においては個人のSNSでの情報源が信憑性が高
いと重宝されるという。そして、SNSの中でひと際耳にしたのが
KOLという聞きなれない言葉。KOLはキー・オピニオン・リーダ
ーの訳で、影響力を持つ有名人を指すという。KOLが実際に行
った場所、食事、体験、購入商品などをSNS上にアップする方
が、場合によってはテレビや雑誌、インターネットサイトよりも拡
散性が高く消費行動に結び付きやすいようだ。ところ変われば
品変わる、日本から海外へ一律発信する情報を、いかにその国
のニーズに合わせて加工し、適切な媒体で発信することが肝と
なる。
訪日旅行の満足度は高く、「必ず来たい」との再訪意向はなん
と過半数の５６％に達する。もともと爆買い観光よりも文化を中
心とした体験型に強みを持つ京都だからこそ、今後売込むコン
テンツをしっかり把握、整理しておく必要性がある。

まとめ

日本政府観光局（JNTO）・
中国からの訪日インバウンド拡大にむけて（９）



リニア誘致に向けた現地調査（１）

上海磁気浮上式鉄道
（通称 上海トランスラピッド）

浦東国際空港駅⇔竜陽路駅
区間距離 29.863km

所要時間 7分20秒
最高速度 430km／h

総事業費 13.3億USドル
2002年12月開通
2004年1月営業開始

地下鉄２号線と同区間を走行。地下鉄で40分程度かかる路線を7

分20秒で走る。15～20分毎に運行されている。

将来的には、上海万博会場を経由して上海南駅に延伸し、さらに
西南の嘉興市を経て杭州市まで延伸を計画している。



リニア誘致に向けた現地調査（２）

上海磁気浮上式鉄道は、2011年までドイツで

開発されていたトランスラピッドを購入されたも
の。技術的には、EMS（電磁吸引支持方磁気）

であり、日本のリニア中央新幹線に採用される
EDS（電磁誘導浮上支持方式）とは異なる。

技術比較

採用方式 EMS （上海） EDS （日本）

磁石の種類
永久磁石と

通常の電磁石
超伝導電磁石

コスト 相対的に安い 相対的に高い

停止時 浮上し続ける 浮上できない

走行時浮上量 約 1ｃｍ 約 10ｃｍ

※浮上量が1cmであると、地震等の災害時に車両と軌道の
接触事故の懸念があることも、日本でEDSを採用している一因
となっている。



リニア誘致に向けた現地調査（３）

【料金】

片道50元 （VIP席は100元）
航空券提示で割引20％（往路片道40元）
往復割引20％（往復80元）

※50元＝約800円

【車内】

座席スペースは、余裕をもってつくられてい
る。しかし、乗車時間が7分程度だからか、

内装はかなり簡素で高級感はない。また、
停車時は空調が入っていないなど、中国な
らではの車内環境。
電光掲示板に、現在の時速が表示される。



リニア誘致に向けた現地調査（４）

上海トランスラピッドの最高時速は438kmだが、実運行では430km。ただし、1

日のうち2時間半程度の時間帯だけ430kmで運行し、それ以外の時間帯は
300kmで運行されている。区間距離が30km程度のため、到着時間にはあまり
差が出ない。

日本のリニア中央新幹線は、最高時速603km。東京⇔大阪間は、438kmの区
間距離があるため、時速により到着時間は差が出る。計画では、同区間が1時
間以内になることを目指している。



リニア誘致に向けた現地調査（５）
まとめ

上海トランスラピッドは、超高速運転を行う磁気浮上式鉄道で一般営業を行ってい
る全世界で唯一の路線である。区間距離が短いため、その良さが活かしきれてお
らず、なおかつ値段が高い中でも同区間の地下鉄ではなくリニアを使う人が多数い
る。長距離区間になれば、リニアが走ることで、従来の在来線や新幹線の乗客が
奪われることは容易に想像でき、リニアが停車しないエリアへの人の行き来は大幅
に減少することが懸念される。また、空港から都市部への運行は重要で、関空⇔
京都間のリニア延伸は肝要ということが実感できた。

竜陽路駅に併設されている上海リニア科学技術
展示ホールにて

浦東国際空港駅内に展示されている上海トラン
スラピッドの説明コーナー


