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◆推奨環境◆ 

この教材上に書かれている 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) 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

◆著作権について◆ 

この教材は著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用ください。 

 

この教材の著作権は東野克哉に属します。 

著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等する

ことを禁じます。 

この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

 

この教材は秘匿性の高いものであるため、著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部を如何なる手

段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害

賠償請求を行う等、民事、刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報

の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

この教材の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パート

ナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

この教材を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者

は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

https://get.adobe.com/jp/reader/
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第１章 全体像の把握 

 

 

 

この教材では、リサーチ・検品・納品などの作業を、中国人パートナーに依頼して自動化し

ていく方法について解説していきます。 

一度中国人パートナーとの関係を構築出来ると、中国輸入ビジネスをより楽に、そして有利

に進めていくことが可能となります。 

 

お互い Win-Win な関係を構築することで、ビジネスパートナーとして共に成長していくこ

とも可能です。 

国境を越えてパートナーを探していく方法になりますので、日本で外注スタッフを探すより

難易度も上がってきますが、その分関係を構築した際の恩恵は大きいです。 

 

信頼出来る中国人パートナーを見つけて、ビジネスを自動化、加速化していきましょう。 
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(１)中国人パートナーと進める自動化の全体像 

 

中国人パートナーと進める自動化で最終的に目指す状態は、 

 

日本から仕入れ依頼をすると、中国国内で買付、検品、など作業を行い、日本の Amazon に

自動的に商品を納品出来る状態です。 

 

この状態を構築することが出来たら、商品を発注するだけで Amazon の倉庫に自動的に商品

が納品されます。 

また、リサーチ、交渉などの作業も任せていきます。 

 

 

今までお伝えしてきた方法では、 

・仕入れ、検品は中国     ・納品、販売は日本 

と、作業パートが各国ごとに分かれていました。 

 

私たちが行っているビジネスは、[中国輸入ビジネス]です。 

中国で仕入れた物を、中国で検品、梱包、納品等を済ませた方が当然作業効率は上がります。 

また、人件費や配送コストを抑えることにも繋がります。 

 

このような状態を構築していく為には、優秀なパートナーを見つけたり、育てていくことが

重要となってきます。 
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中国輸入ビジネスを進めていくにあたり、中国人とパートナーシップを組むことのメリット

は計り知れません。 

ですので、パートナーの獲得には全力を注いでいきましょう。 

 

また、中国語を話せなければパートナーを探すことは難しいと疑問に思われる方もいると思

いますが、日本とビジネスをしている中国人のほとんどが日本語を話せますので安心してく

ださい。 

 

 

中国輸入ビジネス自動化での理想は、 

 

・Amazon側のリサーチ、商品選定はツールと外注スタッフへ 

・中国側リサーチ、買付、交渉、検品、ラベル貼り、納品は中国人パートナーへ 

・販売、配送は Amazon FBA へ   

・返品、クレームは Amazon カスタマーサポートへ 

 

この状態を作り上げることが理想です。 

 

ここまで出来ると、まさに自動化と呼んで遜色ないと言えるでしょう。 

その為には中国人パートナーの存在が不可欠ですので、時間が掛かってもしっかりと関係を

構築していきましょう。 
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(２)中国人パートナーと付き合うメリット・デメリット 

 

中国人パートナーと付き合っていくメリット、デメリットの両方を理解して、うまくビジネ

スに活用していきましょう。 

 

☆メリット☆ 

 

・多くの作業から解放されて時間的自由を手に入れることが出来る 

 

中国人パートナーには、リサーチ・買い付け・検品・納品などの多くの作業をお願いすると

ことが出来ます。 

もちろん教育は必要ですが、一度仕組みを構築することが出来ると、商品を発注するだけで

Amazon 倉庫に納品される状態を作ることも可能です。 

 

後は商品が売れれば FBAで発送されますので、あなたは売上金を受け取るだけです。 

ここまで仕組みを作り上げれば、まさに自動化と呼ぶに相応しい状態を作ることが出来ます。 
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・日本の代行業者を利用するより手数料・国際送料などが安くなる 

 

一般的な代行業者は日本の企業が運営しています。 

会社組織として運営していますので、どうしても手数料などが割高になる傾向にあります。 

しかし、中国人パートナーのほとんどが個人(法人の場合もあり)で運営していますので、一

般的な代行会社より手数料が低い場合が多いです。(中国は人件費なども安い為) 

 

また、国際送料なども運送会社と特別契約を持っている方もいますので、費用を抑えること

が可能です。 

各種手数料などは交渉次第で抑えることが可能ですので、お互いにメリットがある契約を取

り付けていきましょう。 

 

 

・一歩踏み込んだビジネスを展開することが出来る 

 

一般的な代行業者を使っている方は、タオバオやアリババからの仕入れだけで取引をする場

合がほとんどですが、中国人パートナーがいると一歩踏み込んだビジネスを展開することが

可能です。 

 

例えば工場と直接取引をして OEM生産などもできますし、広州・義鳥・深センなどの近くに

パートナーがいれば、市場に同行してもらい通訳・交渉をしながら仕入れをすることも可能

です。 

将来的にオリジナルブランドなどを作っていく際に、非常に有利にビジネスを進めることが

可能です。 
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★デメリット★ 

 

・外国人との取引になるので信用面で不安がある 

 

国籍や文化の違う人と取引をすることになるので、初めての方にはかなりの不安があると思

います。 

実際に商品が届かなかったり、お金を騙されたりした話を聞いたことがある方もいるかもし

れません。 

これはリスクの一つとして理解しておかなければなりません。しかし全ての外国人が悪いこ

とをする訳ではありません。 

 

実際に中国輸入ビジネスをしていて中国人パートナーと契約をしている方の話を聞くと、何

かされたという話は聞いたことがありません。 

相手も同じ人間なので、こちらが誠意ある対応で接していくと、相手もそれに答えてくれま

す。 

お互い Win-Win な関係を築けてこそ本当のパートナーなので、しっかりと信頼関係を築い

ていきましょう。 

 

 

・作業を教える時間がかかる (目に見えない教育コスト) 

 

中国人パートナーに様々な仕事を依頼していく中で、作業を教えるというのは、かなり時間

がかかってしまいます。 

言葉、文化、価値観などが違いますので、1から教育していくのは非常に大変です。 
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しかし、一度作業や価値観を理解してもらうと、きっちりと仕事をこなしてくれますので、

最初は大変ですが、教育する価値は十分にあります。お互いを理解し合って、進めていきま

しょう。 

 

 

 

 

第２章 中国人パートナーに依頼できる仕事の種類 

 

 

中国人パートナーに具体的にどのような仕事を依頼できるのかを解説していきます。 

また、依頼する際のポイントなどについても解説しています。 

 

しっかりと仕事内容を伝えて教育していけば、ほとんどの作業を任すことが出来ます。 

依頼出来る仕事の内容を理解して、進めていきましょう。 
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(１) 中国リサーチ 

 

 

まず相乗り出品の基本である、リサーチを依頼することが出来ます。 

依頼するのは、中国側でのリサーチです。 

当然ですが、中国人が中国のサイトで商品を探しますで、日本人が探すより早く商品をリサ

ーチすることが可能です。 

 

基本的なやり方として、Amazon の調べてもらいたい商品をこちらで選定しておき、その商

品をタオバオやアリババで探してもらいます。 

(Amazon 側のリサーチは、ツールや外注スタッフにやってもらいましょう。) 

 

リサーチ費用は 1商品 1元程が相場です。 

また、リサーチ数が多い場合は月間契約で、定額で依頼することも可能です。 
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最近の Amazon 商品ページは画像などを加工して作り込まれているページも多いので、全て

の商品が見つかる訳では無いですが、やはり私たち日本人が探すよりは効率的に商品をリサ

ーチしてくれます。 

リサーチ時間の短縮にもなりますので、パートナーが見つかれば是非お願いしたい作業の一

つです。 

 

また、Amazon側の商品と、中国側の商品をリサーチしてもらい、価格差のある商品をリスト

化してもらう方法もありますが、この方法あまりオススメはしません。 

 

理由としては、“1商品見つけて報酬〇〇円”というやり方をすると、どうしても見つけやす

い商品ばかりに偏ってしまいがちです。 

 

見つけやすい商品＝参入者が増えやすいので、商品を仕入れても値下げ合戦になる可能性が

高まります。 

ですので、Amazon 側の商品はこちらでリサーチして(日本の外注)、中国側のリサーチは中

国人パートナーにお願いする方法が理想です。 

リサーチは Excel のファイルでやり取りしていきましょう。 

 

(２)買い付け 
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普段代行業者にお願いしているように、タオバオやアリババでの商品買付をお願いすること

が可能です。 

買付手数料の相場は３％～１０％程です。 

 

この買い付け手数料も交渉で決めることが可能なので、あなたが思うパーセンテージを提案

してみてください。 

ただし、自分だけが得をするような金額を設定しては長く付き合っていくことが難しいので

そこは経営者としてしっかりと判断してください。 

 

発注書は Excel で作成して使用します。 

今後のやり取りで長く使うものなので、見やすく、使いやすいものを用意しましょう。 

パートナーがいつも使っているものを持っているなら、そのファイルを使用しても構いませ

ん。 

 

 

(３)検品・ラベル貼り・梱包 
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仕入れた商品の、検品・ラベル貼り・梱包などを全てお願いすることが可能です。 

この部分はかなり時間のかかる作業なので、中国人パートナーにお願い出来ると本当に楽に

なります。 

 

取扱商品数にもよりますが、専業の方だと月間 50 時間以上の時間の節約にも繋がります。 

そして何より、検品・ラベル貼り・梱包の作業から解放されるのがメリットです。 

 

 

・検品 

 

品質の悪い商品を販売するとクレームの原因になり、セラーの評価も下がってしまいます。 

それを未然に防ぐ意味でも検品は大切なパートとなります。 

 

中国人パートナーに検品を依頼する際に特に意識して欲しいことは、[日本人の感覚]で検品

してもらうことです。 

 

中国では、  

『箱が潰れていても中身がきれいなら OK』  

『服は少々ほつれていても着ることが出来れば OK』 

など日本と文化が違いますので、感覚の部分を共有していく必要があります。 

 

相手の考え方をダメと否定するのではなく、日本人の感覚を知ってもらい、仕事をする際は

日本人の感覚で仕事をしてもらえるように話してみましょう。 
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すぐには伝わらないかもしれませんが、コミュニケーションを取り続けるときっと理解して

もらえますので、しっかりと向き合っていきましょう。 

 

 

◆検品のポイント 

 

□外装などをしっかりとチェックしてもらう。 

□可能な限り新しい OPP袋に入れ替えてもらう。 

□不良品は可能な限り返品してもらう。 

□どうしても返品できない商品は、日本に送らずに廃棄してもらう。 

(費用はこちらで負担しましょう。商品が悪いのはパートナーのせいではありません。) 

 

 

・ラベル貼り 

 

検品が完了したら、ラベル貼りを依頼します。 

ラベル用のシールはパートナーに用意してもらいましょう。 

セラーセントラルより、商品ラベル PDFをダウンロードして、Eメールや Skypeで送信しま

す。 

そのデータをプリントアウトして、商品に張り付けてもらいます。 
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◆ポイント 

 

□24面のラベルシールを用意してもらう。 

□シールの数と商品数が合っているかチェックしてもらう。 

□すぐに剥がれそうなものは、透明テープで補強してもらう。 

□直接商品にシールを貼るのでは無く、OPP袋などに梱包してから貼るようにする。 

 

 

 

・梱包 

 

 

全ての商品の検品・ラベル貼りが終われば、国際発送に向けて梱包してもらいます。 

梱包する前に数量などの最終チェックをしてもらいましょう。 

 

セラーセントラルより、配送ラベル PDFをダウンロードして、Eメールや Skypeで送信しま

す。 
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事前に梱包段ボールの数を聞いておけばスムーズにやり取りすることが出来ます。 

 

・ポイント 

 

□国際輸送に耐えられる強度のある段ボールを使用してもらう。 

□段ボール内に隙間があると商品が壊れやすいので、プチプチなどの緩衝材を使用してもら

う。 

□配送ラベルが読み取れる状態で届くようにする。 

(配送ラベルが剥がれた状態で Amazonに届くと受け取り拒否をされる可能性があります。 

クルーズパック等のビニール素材で衝撃や水分からラベルを守ってもらいましょう。) 

 

 

 (４)国際発送 

 

一般的な代行業者を使った場合、仕入れた商品の国際発送先はあなたの自宅です。 

中国人パートナーと取引すると仕入れた商品を、検品・梱包して中国から日本の Amazon FBA

倉庫に直送することが可能です。 

日本国内での納品コストがかかりませんので、配送費用を抑えることにも繋がります。 

 

また中国から直送することで、商品の納品がスムーズになり、在庫補充期間(リードタイム)

の短縮にもなります。 

直送はビジネスの自動化には欠かせないパートですので、時間を掛けてでも構築していきま

しょう。 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF&tag=lesgowisy-22
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・Amazon直送のやり方 

 

この Amazon FBA倉庫に直送するやり方は非常に効率的なのですが、実行する為には 1つ乗

り越えなければならない問題があります。 

 

それは“関税”の支払い方法です。 

 

通常の配送方法で Amazon FBA倉庫に荷物を送ると、輸入時にかかる関税が受け取り先であ

る Amazonに請求されてしまいます。 

Amazon は輸入関税の支払い立て替えはおこなっていませんので、関税未払いとなり荷物を

納品することが出来ません。 

 

 

この問題を解決するには、【パートナーに関税の立て替え支払い】をしてもらう必要があり

ます。 

日本で掛かった“関税”を配送業者のアカウントを通して、パートナーに立て替えてもらい

ます。 

 

関税の立て替えには手数料が掛かりますが、このシステムを使うことにより、直送時の関税

問題を解決することが出来ます。 

この方法を使うにはパートナーとの信頼関係が大切になってきますので、普段から良好な関

係を築いておきましょう。 
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Amazon 直送をする前に、一度パートナーに関税の件で相談をしてみましょう。 

すでに Amazon 直送を経験しているパートナーなら、内容を理解しており、やり方や費用を

提案してくれます。 

 

もし経験の無いパートナーなら、DHL等の配送業者のアカウントは持っているのか？直送す

る場合は関税の支払いを配送業者を通して立て替えて欲しいと相談してみましょう。 

信頼関係が築けていたら、快く了承してくれるはずです。 

 

その他の方法として、あなた自身が DHLなどのアカウントを取得して、関税をアカウント払

いにする方法があります。 

DHL のアカウントを取得する為には法人化していなければならず、個人の方には難易度が高

いので、興味のある方は調べてみてください。 

 

中国人パートナーに立て替えてもらう方法が一番確実ですので、まずはこの方法から試して

みましょう。 

 

 

・Amazon直送は予行練習が大切 

 

検品・ラベル貼り済ませた商品を、Amazonに直送する方法を解説してきました。 

パートナーを見つけて、すぐにでも実践したい気持ちになっている方もおられると思います。 

しかし、すぐに Amazon に直送するのではなく“予行練習”を何度かしてから実践すること

が大切です。 

 



                                       - 19 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

何故なら、実際にやってみると思い通りにならないことが意外と多いからです。 

 

検品はしっかりと出来ているか？ 商品ラベルは全て貼られているか？  

セット商品はきちんとセットになっているか？ 配送ラベルは途中で剥がれていないか？ 

関税はきちんと配送業者のアカウントから支払えたのか？ 

 

どれか一つでも欠けていると、Amazonに受領されなかったり、購入者に迷惑が掛かったり、

クレームの元となります。 

 

なので、予行練習をしっかりとやることをオススメします。 

 

いきなり Amazon に直送するのではなく、まずは自宅などに荷物を送ってもらい、実際にし

っかりと検品・ラベル貼り・梱包が出来ているかをチェックしてみましょう。 

 

特に１回目は、何かと問題点が出てくると思います。 

問題点があった場合は、写真などを共有して問題解決にあたりましょう。 

 

お金を払っているのに何故出来ていないのか？と怒るのではなく、“教育していく”という

視点でパートナーと接していきましょう。 

そのようなやり取りを最低 3 回は繰り返し、問題が無ければ実際に Amazon に直送してみま

しょう。 

 

Amazon 直送の方法は、仕組みが一度出来上がれば非常に効率的で楽なやり方ですが、仕組

みを作るまでがかなり時間が掛かります。 
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この仕組みを構築する部分をおろそかにしていては、Amazon 直送は出来ませんので、パー

トナーと信頼関係を築き、しっかりと仕組みを作っていきましょう。 

 

 

(５)OEM・現地取引 

 

 

OEM・現地取引は上級者向けで難易度が高いですが、その分リターンも大きな方法です。 

 

OEM とは、自社ブランド商品を中国の工場に依頼して作成していく方法です。 

完全オリジナル商品を作成するやり方や、元々ある商品にロゴなどを入れる簡易 OEMという

やり方などがあります。 

 

あなたが新規商品を開発して、その商品の販売が軌道に乗ればオリジナルブランドを立ち上

げて OEM生産をしてみるのも一つの方法です。 

中国輸入ビジネスの魅力は、安く買えるだけではなく、“安く作れる”ことも大きな魅力の

一つです。 
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また、中国には大きな“市場”があり、たくさんの中国メーカーが展示会などに出店してい

ます。 

義鳥・広州・深センなどが有名で、東京ドーム 30 個分程の広さの市場もあり、商品も数え

きれない程存在します。 

この巨大な市場に足を運び、パートナーに交渉してもらい商品を仕入れる方法もあります。 

 

 

例えば大型フィットネス器具などの大きな商品も、実際に市場で見て品質が良いものは交渉

して安く仕入れることも出来ます。 

船便を使い独自ルートで仕入れをすることで、差別化にも繋がります。 

 

また順調に販売がすることが出来れば、メーカーと提携して継続的に販売していけるように

交渉していくことで、ビジネスの規模を大きくしていくことも可能です。 

 

このように市場には無数に商品が存在しますので、将来的には資金に余裕があれば大きな取

引をすることも可能なので、参考にしてみてください。 
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第３章 中国人パートナーを募集しよう 

 

これまでは中国人パートナーに仕事を任せる方法や、一緒にビジネスを進めていく方法につ

いて解説してきました。 

ここでは、実際に中国人パートナーと出会い、パートナー契約を結んでいく方法について解

説していきます。 

 

 

(１)中国人の国民性と付き合い方 

 

これから中国人とパートナーシップを組んでいくにあたり、中国人の国民性を理解しておき

ましょう。 

文化や考え方に違いがあることもありますので、少しずつ理解し合っていきましょう。 
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・家族、仲間意識を大切にする 

 

中国人は家族、仲間などとの“絆”を非常に大切にしています。 

これは孔子が唱えた儒教の考え方が反映されているからと言われています。 

特に親孝行や、家族の幸せを第一に考える方が多い傾向にあります。 

これは中国人の国民性のひとつとして理解しておきましょう。 

 

また、絆を大切にする人々ですので、パートナーシップを組んでいく上でしっかりと関係を

築くことが出来たら、この上ない強力なパートナー(仲間)になってくれます。 

ですので、信頼出来る関係を築いていきましょう。 

 

 

・メンツ、プライドを重んじて、言いたいことをハッキリと言う 

 

中国人は、メンツ、プライドを重んじる方が多い傾向にあります。 

また、自分が言いたいことをドンドン意見してきます。 

勿論すべての方に当てはまる訳では無いですが、日本人にはあまりいない感じのグイグイ系

の方が多い印象です。 

これは国民性として理解しておきましょう。 

 

また、何か問題があって中国人に意見するときは、出来るだけ相手のメンツを立ててあげま

しょう。 
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これは媚びる、ということではありません。 

 

例えば検品が原因でクレームがあったとしたら、 

 

「検品が原因でクレームがありました。 ○○さんはいつも一生懸命検品をしてくれていま

すが、もっと○○な風にやってもらった方が、もっと良いと思います。」 

 

このように相手を尊重しながら思いを伝えれば、理解してくれます。 

相手の考え方を尊重しながら、意見すべきところはしっかりと意見していきましょう。 

 

 

・お互い Win-Winな関係を構築しよう 

 

中国人パートナーと組んでビジネスを進めていくには、自分の利益だけを考えるのではなく、

お互いのビジネスがどうすればより発展していくかを常に考えて提示していきましょう。 

どうすれば自分のビジネスがうまくいき、その結果パートナーにどのような結果が出るのか

も常に考えておきましょう。 

 

報酬のことだけではなく、お互いビジョンを共有していけば、より信頼関係を構築していく

ことが可能です。 

信頼関係を築ければ、お互いにとって良いパートナーシップとなります。 
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・ありがとうと感謝を伝えよう 

 

「ありがとう」 全世界共通で言われると嬉しくなる感謝の言葉ですね。 

 

忙しかったり、関係に慣れてきたらつい忘れがちな言葉でもあります。 

ビジネスは自分一人だけでは完成しません。 

いつも感謝の気持ちを忘れないように、言葉にして相手に伝えましょう。 

 

 

 

 

(２)中国人パートナーの種類 

 

ここからは中国人パートナーの種類について解説していきます。 

大きく分けて 3つの種類がありますので理解していきましょう。 
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1.大手代行業者 

 

最近は、リサーチの代行や、Amazon直送をおこなっている代行業者があります。 

パートナーを探すのでは無く、サービスを利用するという感覚です。 

 

料金は割高ですが、すぐに使えて日本の企業もありますので、初めての利用でも安心感があ

ります。 

Google などで検索していくと、見つけることが可能です。 

 

中国人パートナーがどうしても見つからない場合や、リサーチ代行や Amazon 直送をとりあ

えず経験してみたい方は、利用してみましょう。 

 

 

2.すでに経験のある中国人パートナー 

 

中国で商品を仕入れて、日本で販売するビジネスはポピュラーなものになってきました。 

当然日本人は中国人を通して商品を仕入れますので、その仕入れ業務を経験したことのある

中国人も多くなってきています。 

 

また、Amazon 直送などの経験がある中国人も多くなってきますので、その方とパートナー

契約を結ぶことで、教育をせずとも仕事を依頼していくことが可能です。 

経験のある中国人は、個人の小さな代行会社として運営していることもあります。 
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すでに経験があり安定感がありますので、初めてパートナーを探す方にオススメです。 

 

3.全く未経験の中国人パートナー 

 

日本とのビジネスに興味があり、仕事を探している中国人は数多くいます。 

しかし Amazon などに関わるビジネスの経験が全くない方も多いので、その方とパートナー

契約を結び 1から育てていく方法です。 

 

この方法は教育にかなり時間が掛かりますが、1から教育する為やり方なども自由にするこ

とが出来ます。 

また、お互い共に成長していけるように Win Winの関係を築けると、とても強力なパートナ

ーになってくれます。 

既に経験のある方や、唯一無二のパートナーを探したい方にはオススメの方法です。 

 

 

 

(３)報酬等の支払い方法について 

 

商品代金や手数料などを中国人パートナーに支払う為には、中国に送金をする必要がありま

す。 

送金方法はパートナーと良く相談して、お互いが都合の良い方法を選びましょう。 

代表的な送金方法について解説していきます。 

 



                                       - 28 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

１.PayPal 

 

PayPal HP 

当教材でも紹介した、オンライン決済サービスです。 

ペイパルアカウントを持っている中国人はかなり多いので、ポピュラーな支払い方法の一つ

です。 

取引先にクレジットカード番号を知らせる必要が無く取引を進めれますので、安全なサービ

スであると言えます。 

最初の取引は、出来るだけ PayPalからスタートさせましょう。 

 

◇メリット 

・クレジットカード支払いなのでキャッシュフローが良い 

・クレジットカードの分割機能などが使える 

・クレジットカードのポイントが溜まる 

 

 

https://www.paypal.com/jp/home
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◆デメリット 

・手数料が掛かる(約 4％) 

・その他 PayPal から銀行にお金を引き出す際に別途手数料が掛かる 

(パートナーの負担が増える) 

 

 

 

 

２.国際送金 

 

日本の銀行から相手の銀行に、国際送金をする方法です。 

最近はインターネットで全て完結しますので、便利に利用することが可能です。 

利用するには、あらかじめ登録などを済ませる必要がありますので、利用する際は早めに手

配しておきましょう。 

下記に国際送金が出来るサービスを３つ紹介しておきます。 
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SBIレミット 

 

 

 

 

楽天銀行 

 

 

https://www.remit.co.jp/MainVisitorsHome.jsf
http://www.rakuten-bank.co.jp/
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ウエスタンユニオン 

 

SBI レミットが手数料も安く、カスタマーサポートも充実している為、一番オススメです。 

しかし月間 150 万円までしか送金出来ませんので、それ以上の仕入れをされる方は、楽天 

銀行がオススメです。 

 

◇メリット 

・手数料が安い 

・銀行同士のやり取りなので、対応がしっかりとしている 

 

◆デメリット 

・現金が先出になるので、キャッシュフローが悪くなる場合がある 

・分割払い等の対応が出来ない 

 

https://www.westernunion.com/jp/en/home.html
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３.日本国内銀行振込 

 

 

この方法は、中国人パートナーが日本の銀行口座を所有していることが条件になります。 

日本で働いていた方や、住んでいた方なども多くいますので、取引する際は日本の銀行口座

を持っているか確認してみましょう。 

使えそうなら、送金先を日本の銀行口座にしてもらいましょう。 

 

 

◇メリット 

・手数料がかなり安い(場合によっては無料) 

・日本の銀行口座なので安心感がある 

 

◆デメリット 

・現金が先出になるので、キャッシュフローが悪くなる場合がある 

・分割払い等の対応が出来ない 
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(４)中国人パートナーを募集する 

 

 

 

中国人パートナーの役割やメリットが理解出来きたら、次のステップに進みましょう。 

自分のビジネスが軌道に乗り資金に余裕が出来てきたら、早速中国人パートナーを募集して

みましょう。 

募集する場所は主にインターネット上の掲示板です。 

 

下記に主要サイトを記載しますので実際にどのような依頼があるかを検索してみましょう。 

また、準備が整ったら実際に募集を掛けてみましょう。 
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◆中国人パートナー募集サイト◆ 

 

ALA!中国 

無料で利用することができる掲示板です。中国人と出会うことが出来ます。 

最近利用者が減ってきた感じはしますが、まだ使えそうな印象ですので紹介します。 

次に解説する[トレードチャイナ]をメインに使って、ALA!中国はサブ的な使い方をすると良

いです。 

 

 

[使い方] 

 

TOP→掲示板→ 

 

 

 

 

 

http://china.alaworld.com/
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カテゴリー   ■ビジネス → 

ビジネス協力・パートナーの順に進む 

 

 

すると掲示板が出てきますので、一番下の[新トピックを作る]から募集文を投稿すれば OK

です。 

 

掲示板なので、個人情報を公開する必要はありません。 

連絡がきた方のみとやり取りをして、Skypeや Eメールで連絡を取り合いましょう。 
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トレードチャイナ 

 

日本人とビジネスをしたい中国人が集まるサイトです。 

サイトも見やすくユーザー登録すると無料で利用することが出来ます。 

ALA!中国より活発ですので、まずはトレードチャイナから始めてみましょう。 

 

まずはユーザー登録をおこないましょう。 

 

TOP→ユーザー登録 

 

必要情報を入力して、ユーザー登録を済ませてください。 

 

プロフィールなどは細かく書き込まなくても大丈夫です。 

 

入力が完了するとメールが送られてきますので、認証クリックをすると登録が完了します。 

 

 

http://trade-china.jp/
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ユーザー登録が完了したら、ログインをして過去の投稿などをチェックしてみましょう。 

 

 

右側の数字の部分が黄色になっているものは、投稿に対して返信があったものです。 

 

どのような依頼内容の投稿があるのか？ 

文章はどのように作成しているのか？ 

やり取りはどのようにしているのか？ 

 

などを、チェックしてみてください。 

実際に他の方が募集しているのを見てみると、パートナーを募集するイメージがつかめると

思います。 

 

中国輸入 Amazon 販売をしている方が、中国人パートナーを募集しているケースも多く見受

けられますので、参考にしてみてください。 
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・投稿して募集をかける 

他の方の投稿などを参考にイメージが出来たら、実際に投稿して募集を掛けてみましょう。 

 

 

◇募集文の構成 

 

■依頼の目的・背景 

簡単な自己紹介、どのようなビジネスをしていて、どのような方と巡り合いたいのか 

■業務内容 

具体的にどのような仕事を依頼したいのか 

■報酬 

具体的な報酬  月額報酬等の提案 

■支払い方法 

PayPal SBI レミット 国内銀行 etc 

■応募条件 

Excel 必須 日系企業で勤務経験あり 代行実務経験あり 日本語の読み書き会話 OKなど 

■応募項目 

名前 住んでいる地域 他のパートナーの有無 ビジネス経歴  

1 日に作業可能な時間 E メールアドレス SkypeID  etc 

 

その他、あなたが出会いたいパートナーのイメージを伝える文章を作成しましょう。 
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募集内容など決まったら、TOP→投稿する から実際に投稿します。 

 

“入力例” 

 

タイトル：中国人パートナーの募集が伝わるように付けます。 

カテゴリー：適切なものを選択します。 

投稿：あなたが募集したい内容を記入します。過去の投稿を参考にすると書きやすいです。 

キーワード：適切なものを入力。 

回答やコメントが付いた時に E-mailに通知 ✔を入れておく。 
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全ての入力が完了したら“投稿する”をクリックして完了です。 

 

あとは、コメントが来るのを待ちましょう。コメント来たら Skypeで面接をして合格した方

とパートナー契約を結んでいきます。 

 

また、反則的な方法ですが、他人の投稿にコメントしている中国人に連絡を取ってみるのも

一つの方法です。 

実行する場合は自己判断でお願いします。 

 

この 2つのサイト以外にも、中国人と出会えるサイトや掲示板はありますので、興味のある

方は Googleなどで検索してみてください。 

 

 

・面接・採用 

 

 

コメントが来て実際に連絡が取れたら、日程を調整して Skype にて面接をおこないましょ

う。 
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可能な限りビデオ通話で面接をすることをオススメします。 

アルバイトの募集ではなく、ビジネスパートナーの募集ですので、本来なら直接会ってお話

をしたいところですが、距離が遠いので Skypeのビデオ通話を利用します。 

 

また、文章のやり取りは返信してきますが、何かと理由を付けて Skypeを避けようとする方

も一定数いますが、これは日本語が上手では無いので、Skypeをしたくないことが原因の場

合がほとんどです。 

このような方は、無理をしてまでも面接する必要はありませんので、今回はご縁が無かった

と思い次の方を探しましょう。 

 

 

・面接時に確認すること 

 

 

Skype を繋いだら、まだお互い緊張していると思いますので、コミュニケーションを取って

緊張を和らげていきましょう。(アイスブレイク) 

 

「日本語が上手ですが、いつから勉強されていますか？」 

「日本に来られたことはありますか？」 

「私は中国に行ったことがないですが、中国はどのようなところですか？」 
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など、簡単なやり取りをしてコミュニケーションを取っていきましょう。 

ただし政治的な話や、歴史的な話は避けた方が良いでしょう。 

お互いの緊張がほぐれてきたら、面接のスタートです。 

 

① 居住地域はどこか 

 

義鳥・広州・深センなどの近くに住んでいる方だと、物流も盛んなので国際送料を安く抑え

られ、発送もスムーズにおこなえる可能性があります。 

場所がわからなければ、Google などで検索してみましょう。 

また、あまりにも山奥に住んでいる方は、発送の面で不利になりますので、今回はご遠慮頂

いた方が良いでしょう。 

 

② ビジネスの経験はあるか 

 

リサーチ・買い付け・検品・ラベル貼り・梱包・Amazon 直送などの経験はあるか確認してお

きましょう。 

また、Amazon 直送の経験がある場合は、ほぼすべての業務がこなせる可能性がありますの

で、しっかりと内容を確認しましょう。 

Excel、その他ソフトが使えるのかも重要なポイントです。 

 

その他重要なのは、日本基準で仕事して頂けるかどうかです。ここを理解して頂けないと将

来的にお付き合いするのが難しいので、少しずつでも理解していって頂けるか確認しておき

ましょう。 
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③ 他にパートナーはいるのか 

 

自分以外に日本人のパートナーはいるのかを確認します。もし既にパートナーがいる場合は

教育の面で手間が省ける場合があります。 

しかし、ある程度相手のやり方に合わせてあげる必要があります。 

パートナーが他にいない場合は、教育に時間が掛かりますので、そこは覚悟して取引を進め

ましょう。 

 

④ 契約している配送業者の種類・料金 

 

配送業者との契約の有無、配送業者の種類・国際送料などを確認しておきましょう。 

料金は今現在あなたが使っている代行業者と比較してみてください。 

契約などを持っていない場合は、将来的に契約を取ってもらうことは可能か聞いておきまし

ょう。(国際送料を下げて、関税の支払いに有利になる為) 

 

⑤ パートナーへの報酬 

 

買付・検品・納品・リサーチ等の手数料などをあらかじめ決めておきましょう。 

また、作業ごとに手数料を決めておくと計算が複雑になりますので、月額固定で基本料金を

設定して、検品・納品・リサーチなどを依頼する方法もあります。 

“例” 

買付手数料 ５％ 

検品・ラベル貼り・納品(梱包資材など全て含む) 月額２万円 

中国側のリサーチ 月額１万円 



                                       - 44 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

⑥ 送金方法 

 

報酬の送金方法については明確に話し合っておきましょう 

・PayPal ・国際送金 ・日本国内銀行 

 

日本国内銀行を使えるなら一番理想ですが、無い場合は PayPal か国際送金にて対応しまし

ょう。 

 

⑦ その他 

 

上記の各項目を基本として、あとは自分の必要なことを聞いたり、面接の結果を伝える方法

などを話し合いましょう。 

面接前にメモなどに面接の流れを書いておくとスムーズに面接することが出来ます。 

また、自分の知らないことは無理に知っているように振る舞うより、素直に相手に訪ねてみ

ましょう。 

 

 

こちらが上の立場を保つことは大事ですが、相手を使ってやるという気持ちでは無く、お互

い協力していける関係を構築していくことが大切です。 

相手としっかりと話をして、合否に関係なく気持ちよく面接を終わらせましょう。 
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・合否を伝える 

 

面接の結果を踏まえて、パートナーシップを組むかをしっかりと考えましょう。 

合否の連絡は日時を決めて、結果に関係なく連絡しましょう。 

 

合格の場合はこれからの取引について、連絡を取り合い話ながら話を進めていきます。 

不合格の場合は理由を述べて、今回は辞退してもらいます。 

 

[まとめ] 

 

ここまで中国人パートナーの募集方法や面接などについて解説してきました。 

初めて中国人パートナーを募集するときは不安な気持ちになると思いますが、あなたが描く

理想のビジネスモデルにパートナーの存在が必要ならば、いつかは募集を掛けなければなり

ません。 

しっかりと準備して、まずは一歩を踏み出してみましょう。 

 

また、1回の募集であなたにぴったりのパートナーが見つかるとは限りません。 

投稿に返信が無くても、何度もチャレンジして返信がくるまでやってみましょう。 

殆どの方が少しやって諦めますので、継続して募集していくと良いパートナーと出会うこと

が出来ます。 

理想のパートナーと組んで、ビジネスの自動化を進めていきましょう！ 
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第４章 中国人パートナーの教育 

 

パートナー契約が完了したら、少しずつパートナーを教育して仕事をお願いしていきましょ

う。 

相手に経験があれば、そのスキルを活かしながらお互いやりやすい方法を見つけていきまし

ょう。 

 

(１)マニュアルを作成しよう 

 

作業ごとに指示を出すのも良いですが、PDFなどのマニュアルがあれば作業内容を指導しや

すいです。 

このあたりは日本の外注スタッフの教育と似ていますのでじっくりと進めていきましょう。 

 

中国人パートナーに渡すマニュアルは、出来るだけ“図”や“イラスト”などを活用するよ

うにしましょう。 

文字ばかりのマニュアルより、理解するのが早くなる印象があります。 

イラストソフトなどで作った、手作りのカッコ悪い“図”などでもしっかりと伝わります。 
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見た目より、仕事内容が伝わることに重点をおいてマニュアル作成していきましょう。 

 

 

また、文字や画像だけでは伝わりにくい箇所は、動画が有効なのですが、中国では[YouTube]

を見ることが出来ません。 

その為、動画マニュアルを配布する際は、ドロップボックスなどのオンラインストレージを

活用するようにしましょう。 

 

また、Skypeの画面共有機能を活用することにより、PC画面を共有しながら作業内容を伝え

ることも可能です。 

Skype 画面共有について 

Excel シートの使い方など、なかなか文章では伝えにくい箇所は、Skype 画面共有を活用す

ることにより問題を解決すること出来ます。 

Skype 通話中にクリックするだけですぐに利用することが出来ますので、是非活用してみて

ください。 

 

 

(２)徐々に任せていく 

 

マニュアルが完成したら、少しずつパートナーに仕事を依頼していきましょう。 

そして、仕上がった仕事内容をしっかりとチェックするようにしましょう。 

 

特に最初の段階では、ミスや思っていた内容と違うことが多々あります。 

うまく内容が伝わっていなかったり、パートナーの勝手な判断で進めていたり、とにかく最

https://www.dropbox.com/ja/
https://support.skype.com/ja/faq/FA10215/skype-for-windowsdesukutotsupudehua-mian-wogong-you-surufang-fa-wojiao-etekudasai
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初の頃は色々と問題が発生します。 

問題がなかなか解決しなくてイライラすることもあると思います。 

しかし、そんな時に全て相手のせいにして怒っても問題は解決しません。 

 

誰にでもミスや、うまく出来なかったことはあります。 

そこは怒るのでは無く、[一緒に問題を解決していく]姿勢を取り、解決策を一緒に考えてい

きましょう。 

命令してやらすのでは無く、一緒に問題解決してビジネスを進めて行くイメージです。 

こうして信頼関係を構築しながらビジネスを進めて行くことで、スムーズに仕事を進めて行

くことが出来ます。 

 

また、相手に気を使い過ぎて、トラブルやミスがあっても黙っておいてしまう方が一定数い

らっしゃいますが、それは絶対にやめましょう。 

問題が起きたと相手に伝えるのは、相手のせいにしたり、誰が悪いのかを決める為ではあり

ません。 

トラブルやミスの内容をお互い理解して、再発防止に役立てる為ですね。 

相手のミスを指摘するのはなんだか言いにくいですが、今後の為にもしっかりと意見し合え

る関係になっておきましょう。 

そうすることで、将来的にもっと良い関係を築いていくことが可能です。 

 

「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え、出来ているところは褒めて、ダメなところは、「こ

うしてくれたら、もっと良かった。」と相手のメンツを立てながら指導していきましょう。 

 

文化が違う相手ですので、なかなか伝わらないことも多いですが、真剣に向き合って話して

いけば相手にも伝わりますので、長い目で教育して付き合っていきましょう。 
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【まとめ】 

 

ここまで中国人パートナーとビジネスを進めていく方法について解説してきました。 

最初はなんだか難しく感じてしまうかもしれませんが、最初の一歩を踏み出すことできっと

あなたのビジネスは加速していきます。 

 

[ビジネスの自動化] 魅力的な言葉ですが、思っているだけでは現実になりません。 

 

自分一人でリサーチ・検品・ラベル貼り・梱包・納品をやり続けるのには限界があります。 

そこで中国人とパートナーシップを組み、仕組みを構築して自動化を進めていく。 

これこそまさにビジネスではないでしょうか？ 

 

まずは自分が出来るように努力して、その後人に任せていく。 

あなたの強い気持ちと行動力が結果に繋がってきますので、是非実際にチャレンジしてみて

ください。 
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☆インフォメーション☆ 

教材を進めていくにあたり、どうしてもわからないことなどがあれば、下記の連絡先までご

連絡ください。 

Google で調べればすぐに解決するような質問にはお答えしませんが、熱意を持ってビジネ

スにチャレンジされている方の真剣な質問にはお答えさせて頂きます。 

 

また、教材紹介ページに記載されておりました３ヵ月間メールサポートも下記のメールアド

レスにて受け付けております。 

件名に [中国輸入自動化の教科書 質問] と記入してご連絡ください。 

原則 24時間以内に返信させて頂きます。 

ただし失礼な態度の方や、マナーの悪い方への返信はおこないません。 

教材と合わせてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

□ 制作者： 東野 克哉  (ひがしの) 

□ E-mail： east-field@outlook.jp 

 

mailto:east-field@outlook.jp


                                       - 51 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 販売責任者 

□ 事業者名：株式会社 Total Leading 

□ 住所：東京都福生市志茂 33-10 

□ 電話番号：042-513-0478 


