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【著作権について】 

 

 

｢タオバオマニュアル～初めてタオバオを利用される方へ～｣（以下本レポート）は著作権

法で保護されている著作物です。 

本レポートの使用に関しましては、以下の点にご注意戴きご利用ください。 

 

本レポート、すべての特典の著作権は【チャイナバイヤーズクラブ】に属します。 

著作権者の許可を得ずして、本レポート（付録、特典含）の一部または全部をあらゆるデ

ータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＩＣレコーダなどの電子メディア、イン

ターネットサーバ等）により複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

本レポートの開封をもって、あなたは下記の事項に同意したとみなされます。 

 

本レポートに含まれる情報は、著者との書面による事前許可を得ずして出版及び電子メデ

ィア等の配信により、一般公開並びに転売してはならないものとします。 

上記の規定に違反した場合、法的手段による解決を行う場合があります。 

 

 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。 

できない場合は最新の Adobe Reader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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1.タオバオについて 

1-1.中国大手通販サイト「タオバオ」とは 

中国の超巨大ネットショッピングモール「タオバオ」につい

て簡単に説明をさせていただきます。 

まず、タオバオですが、色々なお店が出店しているいわゆる

オンラインのショッピングモールです。（日本の楽天のよう

なもの） 

1-2.市場規模 

中国のネットショッピングの 7 割以上のシェアを持ち、年間

流通金額は 6 兆円以上という圧倒的な金額を誇ります。（今

ではもっと多いかも知れません・・・。） 

その規模は、日本の楽天はおろか、Amazon の全世界の売上

をも凌駕しております。 

まさしく、世界一のショッピングサイトと言って差支えはな

いでしょう。 

取り扱い商品は、ファッションからデジタル、さらに怪しい

コピー品のような物まで幅広く、見ているだけでもとても楽

しいです。 
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1-3.タオバオ URL 

淘宝网（タオバオ） 

www.taobao.com/ 

中国のサイトですから、もちろんすべてが中国語です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

慣れると単語が徐々にわかるようになります。 

 

2.おススメの PC 環境（ブラウザ・翻訳機能） 

最初のうちは、翻訳機能付のブラウザを使うといいでしょう。 

ちなみにおススメは、「Google Chrome」です。 

http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/ 

http://www.taobao.com/
http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/


中国輸入（タオバオ・アリババ）はチャイナバイヤーズクラブで。 

~タオバオマニュアル編～ 

 

Copyright (c) 【チャイナバイヤーズクラブ】. All Right Reserved 

Google Chrome を使って、海外のサイトを開くと下記のよ

うなメッセージが出るので、「翻訳」を選びます。 

 

 

※中国語翻訳には、他にエキサイト翻訳等のサービスを使う

のもオススメです。また、有料の翻訳ソフトを使うと、さら

に翻訳精度はあがります。（といっても、機械翻訳では、完

全な翻訳は厳しいので、ご注意ください。 

下記が、Google Chrome で翻訳されたタオバオページです。 

 

 

 

 

 

かなり怪しい翻訳が多いですが、中国語のページをそのまま

見るよりはだいぶわかりやすくなります。 

 

適宜、翻訳をしてページを閲覧しましょう。 
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3.商品の検索方法と検索画面の見方 

次に商品を探す方法について簡単にご紹介します。 

探し方はいくつかありますが、一つは、上部の検索バーを使

う方法があります。 

 

 

検索バーで単語を入力してみましょう。 

検索は基本、中国語で行う必要があるので、翻訳サイトや中

国語辞書サイトを使うのがオススメです。 

例）NEVAR 中国語辞書 

http://cndic.naver.jp/ 

英語での検索で引っかかる商品もありますが、その数は中国

語に比べると少なくなります。 

例えば、ソニーの中国名「索尼」を検索バーに入力してみま

しょう。検索候補が幾つか表示されます。 

 

 

 

http://cndic.naver.jp/
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それでは、一番上の候補「索尼手机」を選んで検索してみま

しょう。 

すると下記の検索結果が表示されました。 

 

 

 

 

 

 

ページの下部にはソニーのスマートフォンが並んでいます。 

どうやら「手机」はスマートフォンか携帯電話という単語と

いうのがわかりますね。（手机は、携帯電話です。） 
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スマートフォン本体の値段は、中国といえども安くはないで

す。これだと、輸入をしても利益を上げるのは難しいでしょ

う。それでは、検索キーワードを変えてみましょう。 

「手机」が携帯電話という事がわかりましたので、「手机」

に何かキーワードを加えれば、関連アイテムが探せるという

のが推測できますね。 

スマートフォン関連のアクセサリは、激安価格で購入でき、

日本でもよく売れるので、オススメです。 

関連ワードを探すため、「手机」を検索バーに入力すると、

下記のような検索候補が出てきました。 

それでは、この中から、検索結果の多い「手机套」を選択し

てみましょう。 
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すると、スマートフォンケースらしき、検索結果が表示され

ました。 

 

 

 

値段は、1 元 14.6 円で計算しても、日本の市場価格より安

そうな商品がゴロゴロしていますね。 

 

 

 

これなら、利益の取れる商品も見つかりそうですね。 

※ 安いものなら、日本で必ず利益が取れるというものでは 

 

※ また、キャラクターものやブランドものは偽物のリスク

が高いので、避けた方が無難です。 

※検索結果の上部には、関連商品や絞り込み機能があるので、

活用をすることで、より精度の高い検索が可能です。 
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4.タオバオ HP 上の文言・アイコン表示の見方 

続いて、商品ページを開いて具体的に中身を見てみましょう。 

見たい商品の「画像」もしくは「タイトル」をクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

例として、Xperia ケースを一つ開いてみましたので、ペー

ジの中身について簡単に解説します。 
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まず一番上ショップのバナーがあります。 

 

 

 

ページの作り込みをしっかりしているショップは信頼度が

高そうですね。 

下記の部分には、店舗の評価、会社名、ショップの所在にな

どが表示されています。 
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さらにこの商品ページの下部を見ていきましょう。 

 

タブを切り替えると他の情報も見られます。 
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さらにスクロールをしてみます。 

日本の楽天ばりに長い商品ページですね。 
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一つの商品ページを例に出しましたが、タオバオのページは

中国語で表示されている以外は、日本のショッピングサイト
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とそれほど変わらないことがおわかりいただけたかと思い

ます。では实際に購入となるとどうでしょうか？ 

实は、タオバオで直接購入するのは、普通の日本人には大変

ハードルが高いのです。 

5.代行業者を使う理由 

タオバオでのショッピングで必要なもの 

・タオバオ ID 

・中国銀行口座 

・中国で使用可能なクレジットカード 

これでは、タオバオで仕入れは通常はできません。 

タオバオから仕入れをするときに、一般的に利用するのがタ

オバオ購入の代行業者です。 

代行業者を使えば、中国語が全くわからなくてもタオバオ

ID、中国銀行口座がなくても、タオバオでのショッピング

が可能になります！ 

タオバオ代行で Google 検索をすれば、代行業者は、たくさ

ん出てきます。 
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代行業者によって、申込方法は若干異なりますが、 

ほとんどの代行業者は、欲しい商品の URL、商品名、金額、

数量等の情報をお伝えするだけなので、とても簡単です。 

支払いは日本円で OK ですので、中国元も必要ありません。 

6.代行業者を判断するポイント 

代行業者を選ぶポイントは人それぞれだと思いますが、いく

つか当店の観点から列挙させていただきます。 

代行業者は、商品価格の 10％前後を代行手数料として取る、

海外配送料、為替手数料などの差益をとるところが多いと思
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います。それよりも重要なのが、代行業者が設定する海外配

送料（＋燃油サーチャージ）と為替レートです。 

代行業者の海外配送料、為替レートは大きくは気にしない人

も多いと思いますが、非常に重要なポイントだと思います。 

為替レートについてですが、代行業者は独自で為替レートを

設定しています。場合によっては、市場相場より＋2 円程度

で設定をしている所もあります。 

この設定レートの違いが、仕入額に大きな違いをもたらしま

すので、ここが極端に高い業者さんは、避けた方がいいと思

います。 

たとえば、為替相場 1 元＝14 円の時に、設定レートが 15

円と 16 円の業者さんがあったとします。 

この設定レートは、代行費用のすべてにかかってきますので、

大量に仕入れをすると結構な金額の差になってきます。 

商品代金、代行手数料、送料、関税等を含んだ合計金額が、

3 万元だと仮定をします。 

為替レートの違いで、どれくらい差が出るのかというと、 

15 元で設定されている場合→3 万元×15 円＝450,000 円 
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16 元で設定されている場合→3 万元×16 円＝480,000 円 

ちょっと極端な例ですが、設定レートが 1 円違うと、3 万元

で仕入れをするのに、30,000 円も差が開いてしまいます。 

この差は、仕入額が大きくなればなるほど、広がっていきま

す。 

とはいえ、値段だけで決めると、安かろう、悪かろうという

事もありえるので、最初のうちは、少量の注文で、対応を試

してみる事をオススメします。 

（安くても、納期がめちゃくちゃ遅い業者さんもありますの

で・・・。） 

当店が考える代行業者の対応のチェックポイントは下記の

通りです。 

・代行手数料 

・海外配送料の金額（燃油サーチャージなどトータル費用は

いくらか） 

※DHL 配送の業者は燃油サーチャージが別途送料の 20～

30％が発生しますのでよくご確認ください。 

・為替レート 
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・注文のしやすさ・HP の見やすさ 

・問い合わせへの返信スピード 

・発送のスピード 

・梱包の丁寧さ 

・見積もり金額は妥当か 

以上となります。 

参考：販売者の方へ～販売商材、販売チャネルの紹介～ 

参考：販売先 

仕入れた商品の販売先ですが、参考までに以下に記載いたし

ます。近年、Amazon の FBA をメインに行う方が最近増え

ています。（知っている方は読み飛ばしてください。） 

・取引先様への店舗販売、卸販売 

・オンライン 

 ・オークション（ヤフオク、楽オク、モバオクなど） 

 ・ショッピングサイト（楽天、Amazon.jp、Amazon.com、

DeNA ネッシー、ヤフーショッピング、ネットショップなど） 

AmazonFBA についていくつか記載いたします。 

Amazon FBA 
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http://www.amazonservices.jp/services/fulfillment-by-am

azon/merit.html 

Amazon の FBA と中国輸入の組み合わせは素晴らしいです。

本当に自動販売機のようにバンバン商品が売れていきます。 

また、Amazon のマルチチャネルサービスを使えば、他の販

売サイトで売れた場合も、Amazon 倉庫から出荷が可能です

ので、活用しない手はありません。 

残念ながら、AmazonFBA でも、全く売れない商品もあり

ますが、そんな商品は、赤字覚悟の値下げやヤフオクで 1

円出品をして在庫処分をしてしまいます。 

商品単品での利益よりも仕入額全体で利益が出るかどうか

の方が重要ですので、単品での赤字を気にしても仕方ありま

せん。赤字を恐れずどんどん仕入れて、どんどん販売してい

きましょう。赤字商品が出た場合は原因を分析して、次の仕

入れに活かしましょう。赤字を防ぐには、とにかくリサーチ

を繰り返して、需要の予測をすることです。以上、ご参考に

なれば幸いです。 

     チャイナバイヤーズクラブ 

http://www.amazonservices.jp/services/fulfillment-by-amazon/merit.html
http://www.amazonservices.jp/services/fulfillment-by-amazon/merit.html

