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海外動向〔中国市場進出〕

中国ビジネス発想の転換（前編）
—日本企業が中国進出に失敗する理由—

1  日本市場の拡大が見込めないことから、成長著しい中国市場を改めて重点テーマとして狙う日系企業が増
えているが、中国市場は日本市場以上に国際競争が厳しい。日本市場で売れている商品、ブランドであっ
ても中国市場で通用するとは限らない。まして、日本市場で売れていないブランドを中国市場で販売する
ことは難しい。

2  中国の消費者にブランド認知度を高め、信頼を獲得するには中国語の情報発信が欠かせない。中国語の
WEB、中国のポータルサイトへの広告等は必須条件である。

3  日本人は日本製品の技術、品質の高さを訴求する。長持ちすること、手入れがしやすいこと等が主な訴求
ポイントである。しかし中国人富裕層は「豪華なデザイン」を優先して求める。シンプルなデザインの商
品にお金を掛けようとは思わない。

4  中国人富裕層は欧州のラグジュアリーブランドを好む。彼らにとって、ブランドとは一目で高級品である
ことが分かり、社会的ステイタスを外部に主張できるものを目指す。日本のアパレル製品はファッション
とは認識されているが、ブランドとは認識されていない。

5  日本企業は、中国現地法人の社長に日本人を据えることが多いが、日常的な判断、現地政府との交渉、現
地社員とのコミュニケーション、現地取引先、中国人消費者とのコミュニケーションができない日本人で
は日常的なマネジメントさえ困難である。

6  日本の独資企業は、中国政府、中国の業界や同業者、中国人消費者にとって、支援、応援する根拠が希薄
である。孤立無援で経営をしなければならない。自社の製品を現地企業にコピーされても、政府機関がそ
れを取り締まる積極的理由はない。

7  中国での日本のアパレル企業は直営店戦略が主流だが、中国アパレル企業は代理商戦略が主流である。また、
成熟した日本市場ではリピーター獲得が重要だが、成長期の中国市場では、新規顧客獲得が重要であり、
スケールとスピードのある経営が求められる。

8  中国における代理商ビジネスでは、地域ごとに独占販売権を与えることが基本である。そのため、販売権
の譲渡という発想が重要になる。現地法人を設立しなくても、中国企業に自社製品の販売権を譲渡すると
いう発想があれば、市場参入が可能になる。

9  中国は中国共産党の一党独裁国家であり、政府とビジネスは密接な関係を持っている。また、大学も企業
と合弁事業を行うなど、ビジネスに積極的に関与している。日本の常識に捕らわれずに、中国政府機関や
大学等とのコミュニケーションを図り、中国への貢献を打ち出した営業活動が重要である。
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日本市場で負けた商品が、中国市場で通用するのか？
日本企業が中国進出を目指す理由は、①日本国内
市場は縮小傾向にあり、現状の事業スケールを維持
するためにも、新市場を開拓しなければならないこ
と。②隣国、中国の経済発展が著しく、富裕層に加
えて中間層が形成されつつあり、有望な市場だと考
えていること。
この認識に間違いはない。しかし、中国進出を
考える前に、もう少し掘り下げて考える必要があ
るだろう。
まず、日本国内市場は縮小しているものの、相
変わらず巨大な市場であり、この不況期の中でも
利益を上げている会社は確かに存在している。問
題は市場規模だけにあるのではなく企業側にある。
ビジネス環境が変わっているのに、ビジネスモデ
ルを変えられないことが問題なのだ。
中国市場を目指す企業には二種類ある。一つは、
日本市場で成功し、更なる市場拡大のために中国
市場を目指すという勝ち組企業。もう一つは、日
本市場で競合に破れ、日本市場に代わる新市場と
して中国市場に期待している負け組企業である。
負け組企業が中国市場進出を考える場合、「中国
市場ならば、既存の商品やビジネス手法が通用す
るのではないか」と期待していることが多い。日
本国内において、既存のビジネスモデルが通用し
なくなった主な要因は、日中のコスト格差である。
日本の製造業はコスト競争力を失い、流通業は同
質化商品の価格競争という消耗戦に陥っている。
この状況下でも、圧倒的な価格競争力を持つ企
業と、差別化に成功している企業は競争力を保っ
ている。国内市場で中国製品との競争に破れた商
品を中国に輸出しても勝算はない。なぜなら、中
国市場では日本以上に厳しい国際競争が待ってい
るからだ。
しかし、日本と中国には圧倒的な市場ボリュー
ムの差がある。日本で差別化に成功しても、少数
の顧客しか獲得できないケースも、中国のスケー
ルでは採算に乗るかもしれない。また、企画力や
技術力があっても、資本力がないために日本では
十分に戦えないという企業もあるだろう。こうい
う企業は中国で資金調達ができれば、新たなビジ
ネス展開の可能性がある。
一方の勝ち組企業なら、中国市場で成功できる
かというと、そうともいえない。実際に、中国進
出している企業も採算に乗らないケースが多い。
日本市場と中国市場では、全く性格が異なってお

り、日本のビジネス手法がそのまま中国で通用し
ないことも多い。
ここでは、日中ビジネスの違いについて解説し
ながら、中国ビジネスの成功ポイントを探ってみ
たいと思う。

中国人富裕層観光客に対応できるか？
多くの日本企業がターゲットとしているのが、
成長著しい中国人富裕層市場である。彼らの一部
は日本に観光旅行に来て、大量のお土産品を購入
している。これから中国進出しようとする企業は
彼らに商品を販売することができるだろうか。中
国市場に直接進出する前に、中国人観光客をター
ゲットに考えてみることも参考になるだろう。
中国人観光客の多くは、来日する前に既に事前
調査を行っている。情報入手の主な手段はインター
ネットだ。中国のインターネット上で話題になっ
ていて、中国で入手できない商品ならば、中国市
場で成功する可能性は高い。しかし、中国人の誰
もが知らないようなブランドや商品が、中国です
ぐに売れることはないだろう。
中国市場進出を考えるのであれば、事前に中国
語のWEBサイトを用意することが最低条件であ
る。できれば、社長が中国語でブログを書くこと
が望ましい。中国の様々なポータルサイトやブロ
グに、自社の社名、ブランド、商品等を露出する
ことも重要な広告戦略である。有名ブロガー等に
積極的にメールを送ったり、様々な情報提供をす
ることも必要だ。
中国は偽物天国であり、中国人消費者も偽物には
用心している。中国で百貨店がオープンしても、し
ばらく売上が上がらないのは、消費者が信頼できる
店か否かを判断するのに時間がかかるためである。
最も信頼できるのは、知人の口コミ情報である。
ネットショップ等でも口コミ情報が数多く紹介
され、また、リアルタイムチャット等で十分にコ
ミュニケーションを取り、信用できると判断して
から購入するのが一般的である。中国市場戦略と
は、中国人消費者とのコミュニケーション戦略で
ある。進出前に中国で話題を盛り上げる情報発信
と、中国人観光客が来日した時に買い物に来るよ
うな工夫が重要である。
残念ながら、百貨店を含めて、日本企業のほと
んどが中国語の情報発信を行っていない。再度繰
り返したい。少なくとも、中国市場参入を考える
企業であれば、中国語の情報発信は不可欠である。
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品質よりもデザイン性を重視する中国人富裕層
多くの日本企業が、「中国市場で日本の製品が売
れる」と考えている理由は、①日本製の製品は中
国製品よりも品質が高い。②富裕層ならば高くて
も品質の良い商品を購入するに違いない、と考え
るからである。
ここでエピソードを一つ紹介したい。中国で富
裕層向けの住居を設計した日本人建築家の発言で
ある。彼は、品質の良い日本の部材を使おうと、
施主への説得を試みた。「床材は日本メーカーA社
の商品の方が手入れがしやすく、長持ちします。
照明は日本メーカーB社の商品の方が均等に配置
できて美しく仕上がります」。すると、施主は彼を
建材市場に連れて行って、こう言ったそうだ。「あ
なたが推薦する部材と良く似たものが、安く販売
されているので、この中から選んでくれ」。
建築家は「実物を見せられて、価格差を指摘さ
れると反論できない。汚れが落ちにくいと言って
も、使用人の掃除回数を増やせばいい、と言われ
るし、彼らは更に成功すれば、更に豪華な家を短
サイクルで買い換えるので、長持ちするというこ
とにも興味を示さない」と嘆いていた。
一方で、中国人富裕層の人達は外観にはこだわ
りが強い。「もっと豪華に、もっと豪華に」と注文
を出す。中国でも一流ブランドで通っている、日
本の某有名衛生陶器メーカーの担当者もこう言っ
ていた。「我々の製品の方が明らかに品質は良いの
ですが、富裕層の個人住宅だとヨーロッパ製にデ
ザイン面で負けてしまう。ヨーロッパ製品の方が
見栄えがいいんですね。日本製品はシンプルで質
素に見えてしまう。そこが富裕層の好みには合わ
ない」。
日本人は微細な品質の差にも敏感に反応する。
多少高くても、良いものを買った方が結局は長持
ちするので得だ、という考え方も根強い。中国人
富裕層の人達は、どうせお金を払うなら豪華に見
せたいと考える。次々と新製品が出てくる環境に
いる彼らにとって、耐久性よりも見栄えが重要な
のだ。手入れや掃除については、家政婦がやると
いう考え方であり、家政婦のために高い商品を買
うという発想はない。
中国人の考える商品価値は、品質よりデザイン
が優先される。そして、目立たないものには金を
かけたくないと考える。日本人はデザインより素
材や機能を評価する。微細な品質の差にもお金を
払う。両者の違いは大きい。　　

中国人富裕層にアピールするならば、デザイン
が勝負である。デザインが良ければ高く買う。そ
の上で品質が良ければなお良い。品質が良くても、
デザインが物足りなければ価格が優先される。実
用品は安いもので良い。見栄を張れるもの、面子
が保たれる見栄えのする商品だけにお金を支払う、
と考えるべきである。
中国人の価値観で日本の商品を見ると、ほとん
どが質素過ぎる印象であり豪華さに欠ける。それ
でいて中国製よりもはるかに高い。したがって、
日本製品は売りにくいのである。
中国市場に参入するのであれば、日本人向きの
シンプルなデザインではなく、中国人の嗜好に合っ
た豪華なデザインを心がけるべきである。
また、商品展開する際にも、一点で良いから高
額な特別商品を打ち出すべきだ。中国企業は、高
額商品を扱っていることがステイタスであり、そ
のことを訴求することで、より多くの顧客を獲得
するチャンスが生まれる。

ステイタスを保証するブランド商品
中国人富裕層は、高級ブランド商品が大好きで
ある。高額商品でも迷わずに買う。それは、ブラ
ンド商品が一目でブランドと分かるからだ。ブラ
ンド商品はステイタスを保証する身分証明書とし
ての機能を果たす。どんなに機能が高くても、外
見でブランド商品と判別しにくければ、価格の安
い方を買う。日本製品の中で、一目でブランドが
分かる商品があるだろうか。そして、その商品を
持っていることがステイタスを証明してくれるだ
ろうか。
日本メーカーは、日本製品の品質の良さを強調
するが、ヨーロッパのラグジュアリーブランドの
方がはるかに品質は高い。品質の良さとは、常に
価格と性能の関係が評価されるものだ。価格が高
ければ高性能なのは当然だし、価格が安ければ性
能が低いのも当然である。そのどちらを選ぶかは、
消費者が決めればいい。
ヨーロッパのラグジュアリーブランド商品は、
価格が高くて品質も高い。中国製品の多くは、価
格が低くて品質も低い。日本製品は価格は少し高
くて、品質が少し高い。日本製品を説明しようと
すると、ある意味で非常にあいまいで抽象的な訴
求になり、説得力に欠ける。
日本企業は、自社の商標をブランドと認識し、
ヨーロッパのラグジュアリーブランドと、中国ロー
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カルブランドとの中間に位置すると考えている。
しかし、中国人消費者にとって、ステイタスとし
ての価値がなければブランドではない。日本の
ファッションに興味を持つ人も、ブランドとして
認識しているわけではない。日本のファッション
商品が、次々と流行を生み出し、変化を続ける点
を評価しているのである。その意味で中国人消費
者は、「日本はファッションで、ヨーロッパはブラ
ンド」というように明確に区別している。ブラン
ドとして認知されている日本製品は、家電製品、
化粧品、時計、自動車等に限定されている。それ
なりの広告宣伝費を投入して、市場に浸透してい
る企業である。しかもその商品を所有しているこ
とが、自慢できるような分野に限定されている。
中国市場に進出するのであれば、分かりやすい
コンセプトが必要である。微妙な差ではなく、明
確な違い、明確な訴求ポイントが必要なのだ。ブ
ランドを訴求するならば、ステイタスを保証する
何らかの仕掛けが必要になる。

現地法人の業務を日本人社長が管理できるのか？
中国市場進出を決定すると、まず中国の現地法
人設立を考える経営者が多い。確かに、中国でビ
ジネスを行うには、現地法人が必要だ。現地法人
を設立しなければ、請求書を発行することもでき
ないし、金銭の授受もできない。
多くの日本企業は中国の現地法人も独資法人を
考える。過去、合弁による中国工場の経営で苦労
した苦い経験があるからだ。確かに、かつての中
国国営企業と日本企業では、経営に対する思想や
優先順位がまるで異なっていた。中国進出した日
系企業が独資企業に転換して、企業経営がスムー
ズになったのは事実である。
しかし、中国生産と中国市場参入とは全く異な
るビジネスである。中国生産が主な対象を日本企
業、日本市場に設定していたのに対し、中国市場
進出は、中国の流通、中国人消費者が対象となる。
中国語も話せず、中国の流通事情、商慣習、中国
人消費者の価値観やライフスタイルを理解しない
で、中国市場に参入できるのだろうか。
欧米企業の多くは、海外市場に参入する場合、現
地の販売エージェントに委託する。日本市場に参入
したヨーロッパのラグジュアリーブランド企業も、
ジャパン社を設立し、日本人社長を採用している。
日本で小売店を展開し、販売員を雇用・教育し、日
本人顧客の満足を得るには、日本人経営者に委託し

た方が有利であると判断してのことだ。
日本企業の多くは、中国市場参入にあたり、独
資で現地販売法人を設立し、日本人社長を派遣し
ている。現地の状況が何も分からない日本人トッ
プは、現地採用の社員に依存せざるをえない。現
地採用社員との信頼関係が構築できなければ、様々
なトラブルを招くことになる。中には、現地採用
社員に騙されて、企業が多大な損失を被るケース
も見られる。
しかし、日本のアパレル企業の多くはこれまで
外国人幹部社員を雇ったこともなく、海外ビジネ
スを行った経験もない。いきなり現地法人の経営
を外国人社員に任せられないと考えがちである。
もちろん、国際ビジネスを展開している企業は、
様々な国籍の社員がいるし、日本資本の企業でも
外国人のトップを迎えている例は少なくない。しか
し、織布、アパレル企業では中国市場参入が初めて
の海外進出となるケースが圧倒的に多いのである。
現地の事情が分からない日本人社長を派遣して、
意思決定をさせることは非常に危険である。海外
でビジネスを展開するのならば、外国人にも経営
が任せられるような、権限と責任、評価と報酬、
業務のルールと契約等を整備しなければならない。
最低でもそれだけの準備をしてから、海外法人を
立ち上げなくてはならない。

日本人社長の独資企業は孤立無縁
ここで、別の角度から合弁、独資について考えた
い。中国から日本への輸出ビジネスは、中国に雇用
を生み出し、中国に外貨をもたらす。中国政府も自
らの利益のために、積極的に日本企業の工場誘致を
行った。独資企業の設立についても、企業が円滑に
経営されることが、中国の利益につながった。
しかし、中国市場参入ビジネスについてはどう
だろうか。中国はWTOに加盟したため、流通業
においても外国企業に門戸を開いた。しかし、外
国企業が中国国内で営業し、その利益を海外に流
出することを好ましいこととは考えていないだろ
う。これは政府関係者だけではなく、同業者も同
様である。
例えば、中国ではなく、日本ではどうだろうか。
欧米企業の日本販売法人社長が日本人だから、日
本の業界やマスコミ等にもパイプができる。日本
人社長ならば、外国資本であっても、親近感を抱
くことができるのだ。しかし、社長も外国人で、
日本語も話せず、日本のコミュニティにも所属せ
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ず、外国の本社ばかりを向いている社長に対して、
日本人や日本の業界はどう思うだろうか。また、
取引先、関係先を含めて、そういう企業を応援し
ようと考える日本人はいるだろうか。
私は、日本人社長の独資企業は、現地で孤立無
縁になると考えている。工場ならば、それでも構
わない。しかし、販売会社ではそうもいかない。
しかも、人脈を中心にビジネスが動く中国である。
様々な有用な情報も入手できず、交渉等について
も、すべて中国企業より不利な条件で戦わなけれ
ばならない。

直営店戦略が最善という思い込み
日本は需要過多から供給過多の時代に移行する
と共に、川上戦略から川下戦略に転換していった。
アパレル企業は製造卸から製造小売業へと変化し、
直営店を持たないアパレルは次々と淘汰された。
日本のアパレルの成功モデルは製造卸業から小売
業への転換だったのである。したがって、中国市
場に参入するアパレル企業は、直営店戦略を優先
している。
一方、中国アパレルは製造業を基盤としており、
製販分離のビジネスモデルが基本である。また、
日本ではアパレル産業は構造不況と定義され、金
融機関も積極的な融資を行うことはないが、中国
におけるアパレル産業は成長産業であり、投資ファ
ンド等も積極的に投資をしている。
過去 10 年ほどの中国アパレルの成功モデルは、
豊富な資金を背景に、生産力増強と多店舗展開を
一気に進め、市場シェアを獲得するというものだっ
た。それと共に、人気タレント等をイメージキャ
ラクターモデルにして、ブランド知名度を一気に
上げるという戦略が主流となっている。
日本のアパレルビジネスは成熟期を迎えており、
市場シェアよりもリピート顧客の確保が課題に
なっている。日本市場では正しい戦略でも、中国
市場においてはスピードとスケールが足りない中
途半端な戦略になってしまうのだ。
もちろん、中国市場も将来的には成熟するだろ
う。しかし、そこに至るまでの競争に生き残れる
かどうかが問題だ。日本のアパレル業界において
も、高度成長時代に慎重に過ぎる経営をする企業
は取り残されていった。中国市場で戦うには、中
国市場のスピードに合わせる必要があるだろう。
スピーディーな成長戦略には、資金が必要であ
り、中国ビジネスには、中国で資金調達する必要

がある。しかし、日本の独資企業が中国で資金調
達することは非常に困難である。しかし、中国資
本が過半数を占める企業は、中国政府機関からの
資金調達が容易になる。このことからも、中国企
業との合弁、あるいは中国ファンドからの資金調
達、中国企業への独占販売権の譲渡という戦略が
見えてくるのである。

独占販売権を譲渡するという発想
中国の流通は、メーカーが商品を作り、地域単
位で独占販売権を持つ代理商が出店、販売すると
いう形態が中心である。日本の代理店制度はエリ
ア設定等があいまいであり、バッティングなどの
問題が発生しても、双方話し合いの元で解決すれ
ば良い、と考える。むしろ、地域等を厳密に固定
するのを嫌い、裁量の余地を残すことを好むので
ある。
中国は日本以上に契約社会であり権利意識が強
い。権利が明確に設定されないと、モチベーショ
ンが上がらない。中国のビジネスとは利権の獲得
がベースになっていることが多いのだ。
例えば日本のアパレル企業は、中国の展示会で
個々の商品を販売しようとする。しかし、中国に
は専門職としてのバイヤーはほとんど存在しない。
中国の展示会に出展している企業は、優良代理商
を獲得することを目的としている。また、来場者
は売れそうなブランドを見つけ、代理商としての
権利を取得することを目的としている。
商品一点一点を買いつけたとしても、他の店に
も同様に販売されるのでは、大きな商売にならな
い。中国市場においては、商品一つ一つを仕入れ
て大切に売るという、細かな商売を考える人はほ
とんど存在しない。反対に売れそうだと思えば、「独
占販売権を与えてほしい」と申し込むのが中国人
の商売センスである。実際に、日本企業は中国の
展示会に出展すると、「独占販売権を与えてほしい」
「代理商にしてほしい」という申し出を数多く受け
ている。しかし、ほとんどの日本アパレルはその
申し出を無視し、直営店で販売しようとしている。
日本企業が独占販売権を与えるのを嫌うのは、
そのビジネススタイルに慣れていないことと、外
国人を信用できないことが大きく影響している。
また、コピー問題を気にする人も多い。独占販売
権を与えると、商品がコピーされると心配するの
だ。しかし、それは間違いである。中国の代理商
が存在すれば、その販売権を守るために、代理商
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自身がコピーを防ごうとするだろう。日本の独資
企業が販売している商品は、コピーしても中国人
は誰も困らない。困るのは日本人、日本企業だけ
である。
独占販売権を有償譲渡するという発想を持つこ
とができれば、独資企業を設立する前に、自社製
品の市場性を調査するだろう。自社製品に市場性
があれば、独占販売権を与えるパートナー企業を
選択すればいい。なるべく多くのパートナー候補
を募集し、その中から最も良いパートナーを選択
すること。これが中国人の発想である。
そう考えれば、展示会出展は、販売権を与えるパー

トナー探しが目的になる。その場合、会社の紹介、
ブランドコンセプト、販売促進計画、ショップデザ
イン等のプレゼンテーションが必要になる。極論す
れば、個々の商品の展示は二の次で良いのだ。
もちろん、中国語WEBも用意しなければなら
ないし、総代理商候補者のカルテを作成し、資産
状況、商圏の状況、競合店情報等々を聞き出さな
ければならない。ここまで準備して、初めて中国
企業と同じレベルに達したことになるのだ。
独占販売権を譲渡する戦略でも、例えば旗艦店
の設置については、合弁で互いが出資する形態が
望ましい。中国人にとって、出資することが本気
であることの証明であり、全く出資しない相手は
信頼できないと感じる。互いに出資してこそ、信
頼の第一歩になるという意識が強いのである。

政府機関、大学との連携も重要
中国に進出する多くの日本企業は、政府機関と
のコミュニケーションが不足している。日本では、
ビジネスと政府は、許認可事業等を除けば関る必
要はない。多くの日本人経営者は、政治には関り
たくないと考えている。しかし、中国の社会体制は、
政府とビジネスは一体のものであり、中国でビジ
ネスする限り、政府機関と無関係というわけには
いかない。というよりも、政府機関の支援がなけ
れば、中国国内でビジネスを展開するのは困難な
のだ。
中国企業の多くの経営者も、日本人と同様、政
治には関りたくないと考えている。事業で成功し
た経営者は、政府に資産を没収されることを恐れ
ている。子供を留学させ、奥さんと共に海外に住
まわせる。本人も外国の市民権を得て、いつでも
海外に移住できるように準備する。個人資産も海
外に移すという人が多いのである。

それでも、彼らは積極的に政府機関とコミュニ
ケーションを取る。それはビジネスに有利だから
だ。中国におけるすべての統計資料は政府機関が
独占している。しかも、計画経済は現在も継続し
ており、都市計画や商業政策を理解していないと、
経営戦略や出店戦略が組み立てられない。また、
中国では様々な場面で企業に対し、表彰やランク
付けが行われる。この格付けが資金調達を始め、
あらゆるビジネスの場面で影響を及ぼす。こうし
たランク付けにも人脈が影響する。そうした人脈
を作るためにも、政府機関が主催するイベント等
に積極的に参加し、協力するのである。
中国の大学は日本とは異なり、産学連携活動を
積極的に展開している。大手企業が大学と合弁企
業を設立する例も珍しくない。また、大学教授に
マーケティングコンサルタントを依頼することも
ある。中国では、大学教授は社会的に非常に尊敬
されている。また、共産党の人脈、卒業生のネッ
トワーク等により、産業界にも非常に大きな影響
力を持っている。また、名門大学の多くは、企業
経営者を対象にした EMBA（エグゼクティブ
MBA）の講座を設置しており、こうした活動を含
めて、産業界のトップとの深い交流が存在してい
るのである。企業が優秀な人材を確保するために
も、大学との連携は必要になる。特に、外資企業
は積極的に冠講座の設置や、教室や設備の寄付を
行っている。
大学教授も自らの人脈作りに積極的だ。自分の
ゼミの卒業生が一流企業に数多く就職すれば、そ
の人脈により、業界や社会に対する影響力が増す。
したがって、優秀な学生に対しては、非常に熱心
に指導する例が多い。
中国市場参入に際しては、いきなりビジネスに
参入するのではなく、大学等との連携を深め、社
会貢献を行いながら、人脈を形成し、その後に本
格的なビジネスを展開するという戦略も考えられ
るだろう。
いずれにしても、日本企業が中国市場に進出す
る場合には、中国社会にいかに貢献できるかを訴
求しなければならない。自社だけの利益追求であ
れば、中国政府、中国企業を味方につけることは
できない。中国社会、中国産業界、中国人民への
貢献を行い、その報酬としてビジネスで利益を上
げさせてもらうという発想が必要なのだ。少なく
とも、中国側とWIN−WINの関係を築かない限り、
中国ビジネスを成功させるのは困難である。


