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中国「80後市場」攻略のすすめ
―日本企業のターゲットは中国新中間層―

1 「80 後」とは中国の 80 年代生まれの人の意味で、それ以前の世代の人とは意識や価値観がまったく異

なっていることから、新人類と呼ばれている。「80後」世代の性格を形成した要素として「一人っ子政策」

「経済発展」「インターネット」が挙げられる。

2 これまでの中国市場戦略は、「商品の安定供給体制の整備」「大量販売網の確立」「知名度向上のためのプロ

モーション戦略」だった。

3 「80後」が結婚適齢期を迎え、中国ニューファミリーが形成されつつある。彼らはより国際的、より個性

的、より賢く快適な生活を求めており、専門的な情報、サービスの提供が重要になる。

4 「80後」は自分のセンスに自信を持っているので、ブランド商品で全身を固めることよりも、安くてハイ

センスな商品を賢く着こなすことを好んでいる。コーディネートを考えた合理的な商品MD、専門的な情

報を提供するサービス等が求められるだろう。

5 「80後」世代への訴求には、インターネット媒体が欠かせない。今後、中国市場に進出する企業は、最低

限、中国語のWEBを立ち上げなければならない。

6 消費リーダーが「80後」に移行するに従い、消費スタイルも「軽やかで賢い」ものに変化するだろう。こ

うした変化は、日本企業にとっては、大きなビジネスチャンスにつながる。そのためには、戦略的に「80

後市場」にアプローチすることが肝要である。
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「80後」世代とは？
「80 後」は中国語で 1980 年以降に生まれた人と
いう意味で、1980 年から 89 年生まれの人を指す。
日本式に言えば 80 年代生まれ。中国で「80 後」
が話題になるのは、彼らがそれ以前の世代の人々
とは全く異なる嗜好やライフスタイルを持ってい
るからである。同時に、次世代の消費リーダーで
あり、産業界としても無視できない存在になって
いる。
「80 後」世代を特徴づけた要因として、以下の 3
つの要素が考えられる。
第一が「一人っ子政策」。1979 年から中国で行わ

れている人口抑制政策である。都市部では子ども
が 1人だけの家庭に優遇を与え、2人以上の家庭に
は住居や税金などの負担を重くすることにより、
人口抑制を図ったものだ。一般的には、都市部で
は 1 人の子ども、農村では様々な条件付で適当な
出産期間を置けば 2 人の子どもが持てる。少数民
族はそれぞれの人口規模や住居地に応じて 2 人ま
たはそれ以上の子どもを持つことが認められてい
る。
一般的に、多くの兄弟の中で育った人と比較し

て、一人っ子はわがままで協調性がないと言われ
る。同様に、中国では「『80 後』はわがままで協調
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性がない」と評されている。一人っ子政策以前の
中国では、国力増強のために多産が奨励され、大
家族の家庭が多かった。そのため、中国社会の中
でも「80 後」世代は希有な存在として認識されて
いる。
両親とそれぞれの祖父母から愛情を注がれ、経

済的援助を一身に受けて成長した「80 後」が、そ
れ以前の世代に比べて過保護に育てられたことは
間違いない。自己主張が強く、自信にあふれ、負
けず嫌い。しかし、プレッシャーに弱く、協調性
に欠ける部分もある。しかも、同世代が全員一
人っ子なのだ。人類史上例を見ない、大胆な実験
でもあり、これがどのような結果を生むのか、非
常に興味深い。
第二は「経済発展」。中国の改革開放経済の歴史

は、そのまま「80 後」世代の生育史でもある。
1978 年に、 小平の指導体制のもと、改革開放

がスタートする。1979 年には、中国では、香港に
隣接する深 （シェンチェン）、マカオに隣接する
珠海（チューハイ）、華僑が多く、海外との交流が
盛んな汕頭（スワトウ）、台湾の対岸に位置する厦
門（アモイ）が経済特区として認定された。経済
特区は、中国の改革開放政策の一環として設置さ
れ、進出する外国企業に対する輸出入関税の免除、
所得税の 3 年間の据え置きなどの優遇措置を実施
するとともに、賃金や人事管理制度の改革、企業
の経営自主権の保障など経済体制改革の試みが実
施された。このような優遇措置が外資をひきつけ、
安価な労働力を求めて、台湾資本や香港資本が特
区やその周辺に生産拠点を移した。
中国の GDP は、1978 ～ 2008 年の 30 年間で、

3,645 億元から 21 兆 871 億元に達し、年平均 9.7 ％
の急激な成長を遂げた。2005 年には、フランスと
イギリスを追い越し、世界第 4 位になり、2007 年
にはドイツを追い抜き、アメリカ、日本に次ぎ世
界第 3 位となった。そして、2010 年には日本を追
い越し、世界第 2位になることが予測されている。
また、2004 年の輸出入総額は日本を抜いて世界

第 3 位となり、2006 年には外貨準備高が世界 1 位
となっている。リーマン・ショック以降の世界の
消費経済の活性化は中国市場に期待するところが
大である。既に、世界の経済はアジア経済を中心
に回るようになっており、アジア経済は中国を軸
に回るようになっている。
中国の改革開放政策以降の超高度経済成長もま

た、世界の誰も経験したことはない。日本の戦後
の高度経済成長も世界に例を見ないものだったが、
中国の経済発展のスピードは日本をはるかに凌駕
する。ここで体験するストレスや意識変化もまた
前人未到の水準である。

第三は「インターネット」。インターネットの発
展において、中国は先進国とほとんど差がない。
「80 後」の若者は、大学入学前にインターネット普
及の時期を迎えており、インターネット依存症に
かかっている人も多い。他の国でも、インター
ネットの普及が引きこもりを誘発したが、一人っ
子政策とインターネットの組み合わせは、世界の
中でも最も典型的なネット依存を生み出した。
以前、中国の大学を訪問した時に、夜遅くまで

パソコンに向かって勉強している多数の学生を目
にした。「日本の学生に比べて、なんて勉強熱心な
のだろう」と感心したのだが、私の理解は誤解に
基づくものだった。「80 後」世代に聞くと、多くの
学生は、ネット上でゲームをしたり、恋人を作ろ
うとチャットに励んでいたというのだ。中国の大
学ではサークル活動も少なく、アルバイトをする
学生も少ない。全寮制の大学も多いので、やるこ
とがない。勉強するか、インターネットで遊ぶし
かないとのことだった。
苦労知らずで育ったお坊ちゃん、お嬢ちゃんの

「80 後」も日本に留学するとほとんどの人がアルバ
イトをする。多くの日本人は、「中国人は日本人よ
りも厳しい環境で育っているので重労働も厭わな
い」と考えているが、実際は日本の学生よりも甘
やかされて育ってきた人が多い。あまりの重労働
と劣悪な環境にショックを受け、失意の内に日本
を去る留学生も少なくないのである。

未成熟な中国市場に有効な市場戦略
こうして育った「80 後」が 60 年代、70 年代生

まれの階層と異なるのは当然である。また、他の
国よりも世代間ギャップが激しく、世代間で相互
理解することが難しいことも十分に推測できる。
マーケティングの視点からも「80 後」は注目さ

れている。これまでの中国国内市場は富裕層が
リードしてきたが、今後は新中流階級とも呼べる
市場が拡大することが予測されている。
「80 後」は高学歴であり、知的職業に就く人が多
く、所得水準も高い。インターネット利用率が高
く、国際的な情報を入手することができる。また、
クレジットカードの利用など、先進的な消費スタ
イルを身につけている。「80 後」世代を攻略するこ
とが、次の中国市場の最大のボリュームゾーンを
攻略することにつながる。「80 後」世代の人口は約
2億人であり、日本の約 2倍の市場である。日本企
業は、中国企業に先んじて、「80 後市場」にター
ゲットを絞ったマーケティング戦略を選択すべき
ではないだろうか。
そもそも、これまでの中国企業のマーケティン

グ戦略は、日本の高度経済成長期と同様それほど
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複雑なものではなかった。需要が急激に拡大して
いる市場であり、第一に考えるべき課題は「商品
の安定供給体制の整備」であり、第二の課題は
「大量販売網の確立」だった。
メーカーは積極的に設備投資を行い、同時に大

量販売を可能にする店舗展開の投資を行った。中
国アパレル企業の店舗展開は直営店と代理商があ
るが、いずれの場合も潤沢な借り入れ資金を活用
して店舗拡大を推進した。中国には大量の外国資
金が流入していたため、メーカー、代理商双方に
対して、豊富な資金が供給されたのである。その
結果、数年で数千店舗という急激な成長を遂げた
企業も少なくない。
第三の課題は、「知名度向上のためのマスプロ

モーション戦略」である。市場が成熟していない
中国市場では、マスプロモーションによって知名
度が上がると、一気に市場シェアが伸びる。その
ため、日本企業では考えられないような、多額の
プロモーション投資を行っている。具体的には、
大型イベントのスポンサー、テレビ番組のスポン
サー、有名人のイメージキャラクター起用、
ファッションコンテストやファッションショーの
開催等である。
こうした未成熟市場に対して有効なマーケティ

ング戦略を、多くの日本企業は展開できない。日
本においても、1960 年から 70 年代中頃までは、同
様の戦略を採用する企業は多かったはずだが、そ
の時代を経験した多くの人間は現役を離れている。
現在の日本のアパレル企業を担っている人材は、
1980 年以降のファッション雑誌のパブリシティ戦
略での成功体験を基に戦略を組み立てているに過
ぎない。
今後の中国市場は、次第に成熟し、日本の状況

に近づいてくるだろう。しかし、日本での成功体
験がそのまま、成功につながるという保証はない。
やはり、現地の市場成熟度に合わせた戦略が必要
になるのである。

中国のニューファミリーが誕生しつつある
2009 年の現在、1980 年生まれの人は 29 歳を迎

える。結婚適齢期であり、結婚、子育て、マイ
ホーム、マイカーの購入など、まさにニューファ
ミリーの時代を迎えようとしている。中国では
2007 年は 60 年に 1度の金豚の年であり、その年に
生まれた子供は金持ちになるという言い伝えがあ
る。そこで、結婚ブームは 2006 年から始まってい
る。2008 年は 8 という縁起の良い年であり、北京
オリッピックという国際イベントの年だった。し
たがって、その時期に結婚したり、オリンピック
ベビーを産もうとする人も多かった。そのほとん

どが「80 後」である。
一人っ子として育った「80 後」が家庭を持ち、

子供を育てる。学歴が高く、自信家の「80 後」は
親の言うことを聞くよりも、自分自身で本を読み、
ネットで検索して、子育ての準備を行い、教育し
ようとする。
また、兄弟姉妹が多ければ、子供を生むこと、

育てることは自然なこととして受け止めるだろう
が、自分が一人っ子で過保護に育ったために、出
産、育児ということに対して非常に神経質で臆病
な人が多い。妊娠が分かった途端、仕事を退職し、
出産育児の準備に入るのは当たり前。出産時の痛
みを避けるために、帝王切開を選ぶことが流行し
ている。
結婚の条件として、マンション所有を挙げる人

が多く、マンション購入費用は親が負担するのが
一般的で、夫側の両親がマンションを用意し、妻
側の両親が家具を揃える。中国のマンションは、
インテリア内装前の引き渡しが多いので、自分達
でインテリアを整える。こうした生活行動様式の
違いは、当然消費スタイルにも影響する。
「80 後」は、インターネットを通じて知識を得る
ことが多く、情報量は多い。しかし、まだ若いの
で収入は 60 年代、70 年代生まれには及ばない。自
信家の「80 後」は起業を目指す人も多いが、既に
起業チャンスが転がっている時代は終わっている。
大学進学率が上がるにつれ、大学卒業の資格を
持っていても、それに見合う会社に就職できない
人が多くなっているのだ。最近では、普通の大卒
では就職できないので、大学院に進学する人が増
えており、博士過程を目指す人も少なくない。そ
れでも、誰もが希望する会社に就職できるわけで
はないのだ。
こうした現実が「80 後」の心理にも影響を与え

ている。「学歴も低くセンスも悪い年長者がお金持
ちになっているのだから、学歴が高くてセンスの
良い自分達がお金持ちになれないわけがない」、あ
るいは、「そんな自分たちの世代が恵まれないのは
社会に問題がある」と考えているのだ。
出産や育児において、親にアドバイスを求めず、

自分で勉強しようという人が多いのも、「80 後」の
自信の表れであると同時に、自分たちの生活は、
他の世代のものよりも、更に高い水準にしたいと
いう願望の表れでもある。
「80 後」世代は、何事にも専門家の意見を求める
ようになるだろう。より国際的で、より個性的で、
より賢く快適な生活。単純にブランド商品を揃え
るのではなく、全体の調和や機能性を重視する傾
向が強いのである。そんな中国ニューファミリー
の誕生に対して、日本企業はどのように対応すべ

中国「80後市場」攻略のすすめ
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きだろうか。

賢い商品MD計画と専門家によるサービス
「80 後」の特性を考えながら、商品 MD につい
て考えてみたい。
まず、確認しておきたいことは、「80 後」世代は

強い反日感情を持っていないことである。「80 後」
は、小中学生の時に日本のアニメで育っている。
日本のアイドルやファッションの情報にも詳しく、
日本の製品の品質、日本の技術、日本人のマナー
やセンスの良さに対しては、尊敬の気持ちを持っ
ている。しかし、誤解してならないのは、「日本」
に良いイメージを持っていることと、「日本人」に
良いイメージを持っていることは別だということ
だ。中国人を見下したり、あまりにも中国に対す
る無知をさらけ出す人が、軽蔑されることは言う
までもない。
「80 後」は自分のセンスの良さに自信を持ってお
り、「60 後」「70 後」世代はセンスが悪いと考えて
いる。彼らが一流ブランドを買いあさるのは、セ
ンスのなさの表れだと思っているのだ。しかし、
ブランドものが嫌いなわけではない。自分もお金
があれば、ブランドもののバッグや財布、時計を
身につけたいと思っている。しかし、頭の先から
爪先まで同一のブランドもので固めるのはセンス
が悪いと考えているのである。このあたりの考え
方は現在の日本人に近いと言える。
また、安い商品を賢く着こなすことも得意だ。

ヨーロッパの一流ブランドよりも、ZARA、H＆M、
無印良品、ユニクロ、109 系ファッションを賢く組
み合わせて、スタイリングしている。そして友達
同士で、いかにバーゲンで安く買ったかを自慢し
ているのである。渋谷 109 系のブランドは中国に
本格的に上陸してはいないが、多数の在日の中国
人留学生がネットショップを開いており、ほとん
どの商品は送料を負担すれば、日本から直接購入
することが可能である。日本企業が中国市場に進
出をためらっているうちに、消費者同士で個人輸
入を始めているのである。
「80 後」前半の社会人は、大人の女性の上品なイ
メージを好んでいるが、「80 後」後半から「90 後」
にかけての学生は日本のカワイイファッションや
メイクを好んでいる。「80 後」前半の女性は、セク
シーな女性像を理想とするヨーロッパのファッ
ションを少し下品だと感じている。もっと控えめ
に女性らしさを表現する方が、中国人には似合っ
ていると考えているのだ。彼女たちにとって、現
在の日本のファッションはカジュアル過ぎる。も
う少し、エレガントな装飾を加えて欲しいという
声が大きい。また、日本のファッションはトレン

ド性が弱いと指摘される。シンプルでベーシック
なデザインが多く、シーズンごとに明確なトレン
ドを打ち出していない。ヨーロッパのトレンドで
はなく、日本のトレンドを明確に打ち出すことが
課題となるだろう。
賢い「80 後」に対応するには、コーディネート

を考えた合理的な商品MD や、専門的な情報を提
供するサービスが重要になる。日本ではファッ
ション雑誌が着回しの提案を行っているが、中国
ではアパレル企業自らが、店頭や独自の媒体で着
回し提案を行うべきだろう。
また、専門家によるコーディネートのアドバイ

スやワードローブ相談等も喜ばれるに違いない。
これらのサービスは、店頭だけでなく、インター
ネットを活用するべきである。顧客の囲い込みと
いう意味でも、店頭とWEBの連動が求められるだ
ろう。
更に、レンタル等の合理的で賢いサービスも有

望だ。既に、中国では一流ブランドのレンタル
ショップが業務を開始しており、好評を博してい
る。

「80後」に訴求するインターネットプロモーション
中国のWEBには、日本に見られないサイトがい

くつも存在する。私が驚いたのは、個人が自分の
個性的なメイクを自慢しているサイトである。メ
イク前とメイク後の両方を掲載している場合もあ
り、読者からは「あなたカワイイね。どこの化粧
品を使っているの？」というような書き込みが集
まる。日本ならプライバシーや個人情報漏洩を心
配する人が多いだろうが、中国では、インター
ネットを通じて、有名人になりたいと考える若者
が多い。インターネット活用のイメージが日本と
中国では異なっているので、日本では積極的な
WEB プロモーションを行わない企業でも、中国で
は再考の余地がある。
ファッション雑誌の多くも、雑誌と連動した

WEB を立ち上げており、実際の雑誌とは別に
WEB 上だけで見られるWEB 雑誌を出している例
もある。日本ではWEB上にコンテンツを出すと雑
誌の売上が落ちるとして限定的な活用が主流だが、
中国では様々な可能性にチャレンジしている。既
に、リアルな雑誌とインターネットの融合は日本以上
に進んでいると言ってもいい。（事例：雑誌「瑞麗」
のサイト、「瑞麗女性網http://www.rayli.com.cn/」）
「80 後」の有名な起業家、タレント、モデル、ス
ポーツ選手等は、ほとんど自らのブログを開いて
いる。一般の人でもブログを持つのは当たり前で
あり、中には、複数の人格を使い分け、複数のブ
ログを書いている人もいるほどだ。
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当然、宣伝広告媒体としても、WEB、ブログは
大きな役割を担っている。北京コレクション等の
取材でも、一般の新聞媒体や雑誌媒体に混ざって、
数多くのWEB媒体が取材を行っており、ほとんど
が現場で原稿と写真をまとめ、そのままアップし
ている。
中国市場進出を考えるのならば、積極的にポー

タルサイト等にバナー広告を出し、自社の中国語
サイトとリンクを張るべきである。「80 後」は、出
会った相手、名刺交換した相手をネットで検索し、
相手の情報を入手する。中国の「百度」で検索し
て、何も出ないようであれば、信用されないだろ
う。今後、中国市場に進出するのであれば、中国
語サイトは不可欠である。できることなら、日本
でも最近になって静かに流行している社長ブログ
を中国語で公開して欲しい。そのなかで中国ビジ
ネスに真剣に取り組む姿勢を表現すれば、それだ
けでも中国人とのコミュニケーションが生まれる
し、中国人のビジネスパートナーが見つかるかも
しれない。

中国の消費市場は「軽やかに賢く」変化する
今後、中国市場は劇的に変化していく。需要と

供給が拮抗し、国内外の企業との競合が激しくな
るだろう。それにつれ、市場戦略も新規顧客獲得
から、リピーター顧客の獲得、顧客の組織化、顧
客満足へと移行していく。
中国アパレル企業も「大量生産大量販売の体制

づくり」と「プロモーションによる知名度向上」
だけでなく、「商品消化率の向上」「売場効率、商
品回転率の向上」といったきめ細かい管理手法が
必要になる。経営者は、勘と度胸から科学的マネ
ジメントへの転換が求められる。また、社員も専
門的な知識や技術を持った人材が必要になり、そ
のためには業界としての専門教育機関の創設や社
員教育が必要になる。
つまり、中国でも、景気の波に乗っているだけ

で儲かった時代は終わったのだ。これからは、日
本が経験してきた苦労を中国企業も味わうことに
なるだろう。
まず、消費者の眼は急激に肥えてくる。派手な

プロモーションにだまされずに、自分の眼でデザ
イン、品質をチェックできるようになるだろう。
しかし、中国内販メーカーが国際的な品質をクリ
アするのは容易ではないのだ。
中国市場は、10 年間で世界の高級ブランド、世

界のカジュアルブランド、世界のファストファッ
ションブランドがすべて上陸してしまった。加え
て、「80 後」の顧客は、日本や韓国のファッション
をチェックし、必要があれば個人輸入しているの
だ。中国内販メーカーは成熟する間もなく急成長
し、いきなり国際競争の場へと投げ出されたも同
然である。
インターネットによる密なコミュニケーション

を持っている「80 後市場」を攻略するには、マス
プロモーションよりも、WEBやブログなどの 1to1
マーケティングが有効になる。また、「80 後」は高
学歴であることから、大学とのコラボレーション
や大学でのキャンペーンも効果的だ。
プロモーションもテレビ CM や店頭広告から、

WEB やフリーペーパー等の軽い媒体へ移行する。
ブランドのイメージキャラクターを設定するにし
ても、大物俳優ではなく、もっと身近で共感でき
るタレントの起用が増えるに違いない。
現在の中国のファッション雑誌はどれも分厚く

重たいが、そろそろ薄くて軽快な形態が登場する
時期だ。あるいは、アパレル企業やブランド企業
が先行して、軽快なオリジナルのフリーマガジン
を発行するという動きも出てくるかもしれない。
昨年末からの経済不況と、「80 後」への消費リー

ダーの移行は、重厚長大な気分から軽薄短小な気
分へ、重さより軽やかさ、ステイタスよりもカワ
イサ重視へと移行することが予想される。
ここに日本企業のビジネスチャンスがある。

ヨーロッパのブランドが持つ、ステイタス性や憧
れから等身大の共感へとファッションに求める要
素が変わる。中流市場で育ち、成熟した日本ブラ
ンドは、やはり中流階級にこそ訴求しやすいと言
えよう。
同時に、外資との競合、中国国内企業間競争が

激しくなり、差別化戦略と顧客の囲い込みが重要
になる。リピーターを獲得するためには、商品の
品質、店舗の VMD、様々なサービスを向上させ、
顧客満足度を高めなければならない。派手なプロ
モーションから地道で真面目なマーケティング活
動が求められるのである。ここでも、日本企業の
ノウハウが活かされるだろう。
「80 後」世代は、自分たちに注目し、自分たちに
語りかけてくれるブランドや商品を求めている。
日本企業は、戦略的かつ集中的に「80 後」世代
マーケティングを展開することが、中国市場攻略
のキーポイントになるに違いない。

中国「80後市場」攻略のすすめ


