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（図表１）義烏の位置 
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（浙江省）の雑貨市場 

今年の夏はロンドンでオリンピックの熱戦が繰り広げられましたが、中国にとってもオリンピッ

クは大きなビジネスチャンスだったようです。報道によれば、約 900 種類のオリンピック公式記念

品に対して販売・生産状況を調査した結果、627 種類の商品が中国製だったそうです。日用品・雑

貨で世界最大の市場がある浙江省義烏では、ロンドン・オリンピックの公式タオル、各種土産品、

衣料品等多くの製品の生産が行われたとのことです。 

日本でも中国から商品を仕入れ、販売している企業は多いと思われます。大手 100 円ショップや

ディスカウントショップだけでなく、中小企業でも義烏から商品を仕入れている企業が増えていま

す。今回は、この義烏の雑貨市場を紹介します。 

１．義烏の紹介 

 義烏は浙江省の中部にある都市で、日用品や雑貨を供給している世界最大級の卸売市場で有名

です。「小商品海洋、購物者天堂（雑貨の海、買い物天国）」が義烏の代名詞となっています。日

本でも 100 円ショップ等の雑貨の仕入先として知られていますが、日本からだけでなく、世界中

からバイヤーが当地を訪れ日用品や雑貨を仕入れています。 

 義烏へは鉄道によるアクセスが便利になっており、上海からは高速鉄道で 2時間強、杭州から

は約 1時間で行くことができます。上海からの往路は午前の便が多く、復路は午後の便が多くな

っており、日帰りで訪れることも可能です（図表２）。鉄道料金は一等席 108 元、ニ等席 90 元。

義烏駅から卸売市場や市内へは車で 20～30 分で、タクシーの利用が便利ですが、夕方や雨天時

にはつかまりにくいので注意が必要です。 

 

 

（図表２）上海－義烏間の鉄道時刻表 

行き（上海虹橋駅→義烏駅） 帰り（義烏駅→上海虹橋駅）

列車番号 上海発 義烏着 列車番号 義烏発 上海着

D5651 6:43 9:14 D5652 9:34 12:07

D5689 6:48 9:21 D92 12:04 14:30

D97 7:45 10:04 D5690 12:29 15:03

D5661 8:47 11:21 D5678/5679 12:40 15:15

D105 9:05 11:13 D94 12:58 15:20

D5677 11:20 13:38 D5654 17:24 19:50

D5653 14:28 17:04 D5692 17:29 19:59

D91 14:50 17:22 D107/106 17:37 20:13

D5663 15:22 18:01 D98 18:34 21:15

 D5664 19:26 21:42
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（写真１）義烏国際商貿城(1 区)の外観 
２．義烏国際商貿城 

 義烏には卸売市場がいくつもありますが、福田

市場としても知られる「義烏国際商貿城」が最も

有名です（写真 1）。2002 年に建設された 1 区に始

まり、現在では 5 区まで完成しており、営業面積

は 400 万㎡以上（東京ドーム 85 個分）で、その中

に 6.2 万店もの店舗が入っています。1 日当たり

20 万人もの人が訪れそうです。その巨大さゆえに

1 日だけでは時間が足りず、近くのホテルに宿泊

して数日かけて商品を探すバイヤーもいます。 

 ビル内部には、無数の店舗が並んでおり、所狭

しと商品が積んであります（写真２）。日用生活雑

貨、文房具、アクセサリー、ぬいぐるみ・玩具、靴・靴下・衣類、AV 機器、工具、アウトドア用

品、つり用品等、食品以外で生活上必要なものは何でも揃うと言っても過言ではないでしょう。 

 商品探し自体はそれほど難しくありません。たとえば玩具であれば 1区の 1階、スポーツ用品

は 3区の 2階というように、基本的に同じ分類の商品は同一区画に集められ、目的の商品が探し

やすくなっています（図表３）。また、同種類の商品を近隣の店舗が競合して取扱うため、価格

の比較が容易なことから、外国人バイヤーだからといって高値を吹きかけるような悪質な店舗は

少ないようです。 

 市場内ではあちこちで各国から来たバイヤーが交渉しています。日本のみならず、韓国、中東、

欧米からもバイヤーが来ています。日本からのバイヤーは 100 円ショップやディスカウントショ

ップが有名ですが、個人や自営業でネット販売をする方も買い付けに来ているそうです。  

 

（図表３）義烏国際商貿城の店舗配置 

 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 

５階 － 貿易サービスセンター 絵画関係 旅行買物センター － 

４階 工芸品、装飾品 電子製品、家電、時計 ボタン、アクセサリー
スカーフ、ベルト、

下着、縫糸 
－ 

３階 工芸品、額縁 
通信機器、照明機材、

キッチン・バス用品 

化粧品、鏡、ボタン、

アクセサリー 

タオル、ネクタイ、

靴 
カーテン 

２階 
装飾品、宝石、ア

クセサリー 
工具、電子製品 

オフィス・学校用品、

スポーツ用品 

日用雑貨、帽子、

手袋、ニット商品 
寝具 

１階 おもちゃ、花関係
雨具、バッグ、スーツ

ケース 

ペン、インク、紙、眼

鏡 
靴下 輸入商品館 

（備考）現地看板等より作成（2012 年 6 月現在）。大まかな配置であり、同様の商品を扱う店舗が違うフ 
    ロア・区画にある場合もある。 

（写真２）義烏国際商貿城内部の様子 
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３．販売商品 

 義烏国際商貿城に入居している店舗（写真３）はいわゆる問屋なので、基本的に卸売りしか行

っておらず、1 個や 2 個といった単位で購入することはできません（一部小売をしていたり、見

本として使わなくなった商品を販売する店もあります）。ロットについては、商品のサイズが小

さいものであれば数百個単位、大きいものでも数十個単位となる場合が多いですが、個々の店舗

や商品により違い、店舗ごとに確認しなければなりません。ある店舗で iPhone ケースの取引条

件を聞いたところ、1 元/個で 500 個以上、また、別の店でも種類により 3 元～/個で 100 個単位

とのことでした。このほか、子供が遊ぶ小さいボールは 6～8 元、サッカーボールのような大き

いもので 30 元、ロットは数十個からでした。ちなみに某ブランド靴のコピー商品が置いてあっ

たので聞いてみたところ、輸出のオーダーは受けないとのことでした。支払条件については、現

金で前金 3割、残り 7割は検品後の支払いというのが一般的です。日本への輸送については、手

続きが簡単なＥＭＳを利用するケースが多いようです。 

商談ではどこに輸出するのかを必ず聞かれます。日本をはじめ各国からバイヤーが来て商品を

購入しますが、国や地域によって品質に対する要求水準が違い、それに合った商品を提供するた

め、価格も変わってくるそうです。一般的に、日本向けの要求水準が一番高いため価格も最も高

くなり、中東向けが一番安いとのことです。中東向けは数さえ揃っていれば品質は気にしなくて

もいいといった声も聞かれました。 

 日本の個人や自営業者の仕入れは、アクセサリー類が多いようで、アクセサリーの完成品を仕

入れたり、部品を仕入れて日本でオリジナルの商品を作るところもあるそうです。雑貨屋が、ア

イデア商品を少なめのロットで仕入れてネット販売するケースもあるようです。最近ではスマー

トフォン関連の商品を仕入れる企業・個人も増えており、新機種発売時には新機種対応の商品が

良く売れるとのことです。 

  

（写真３）店舗の様子 
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 Tel : +86-21-6270-3091 

 Fax : +86-21-6270-3095 

 E-mail : scbsh@scbsh.sina.net 

４．現地案内・買付けサポート会社 

 義烏には複数の卸売市場があり、それぞれの市場もとても大きいため、初めて買付けに行く場

合、目当ての商品を探すには時間がかかります。個々の店舗のレベルにも差が有り、日本から出

張してすぐに適当な店を探すのは容易ではありません。店によっては、前金を支払った後に、色

がないと言ってきたり、納期を守らなかったりするケースもあるようです。また、日本からの買

付けでは、検品等が難しいため、現地でチェックする人がいると便利です。 

このため、義烏市場を効率よく回り、取引をスムーズに行うひとつの方法として、現地案内や

買付けのサポートをしてくれる会社を活用する方法があります。海外からの仕入れでは、商談、

支払、検品、輸送等で様々な手間やリスクがありますが、現地の状況を熟知し、商習慣に精通し

た人がいると交渉がスムーズになり、トラブルが起きにくくなります。 

そのようサービスを提供する会社のひとつに「上海花寅」社があります。同社は上海でフラワ

ー生産・製造、冠婚葬祭のアレンジメント等を行っており、昨年 7月上海で行われた世界水泳で

表彰選手に手渡された贈呈花をデザインするなど、当地で活躍している日本企業です。義烏に支

店を持ち、日本企業向けに義烏の視察・案内から通訳を含む商談サポート、支払代行、検品･出

荷サービス等を提供しています。義烏に買付けに行くのであれば、こういった買付けサポート会

社の活用も選択肢の一つとなるでしょう。 

 ＜上海花寅の紹介＞ 

会社名：上海花寅実業有限公司（浜松信用金庫取引先） 

住所：上海市水城南路 51 弄鉆石公寓 9号 102 室  ＨＰ：http://www.hanatora-sh.com/ 

（親会社：株式会社花寅 住所：静岡県浜松市中区元城町 218-29） 

事業内容：フラワー製造、デザイン、販売、フラワー雑貨販売、輸入代行 

董事長：武藤 剛 氏  総経理：河上 耕一郎 氏  連絡先：＋86-21-6208-5306 

義烏支店：周 店長   連絡先：＋86-579-8517-9266 

◇義烏での買付けサポートサービスの内容・料金等 

サポート内容 料金 備考 

買付け/貿易代行 商品代金の 5% オーダーした数量、サイズ、金額の点

検 納期の催促 倉庫一時保管、再梱包

検品 買付け代金総額の 5% 難易度によって 10% 

サンプル取寄せ、 市

場調査 

300 元～1,000 元/一商品/一回

（送料、サンプル代金別） 

市場調査：価格、入り数、サイズ、ミ

ニマム、納期、材質、仕様など、画像

6 枚 

（備考）詳しい内容はhttp://hanatora-sh.com/yiwu/index.htmlを参照 

 
 

本レポートは、標記時点における情報提供を目的としています。したがって

投資等につきましてはご自身の判断によってください。また、本レポート掲載資

料は、当事務所が信頼できると考える各種データにもとづき作成しています

が、当事務所が正確性および完全性を保証するものではありません。 

なお、記述されている予測または執筆者の見解は、予告なしに変更すること

がありますのでご注意ください。 


