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会社概要
ENJOY JAPAN GROUPの紹介



ENJOY JAPAN GROUP

◼ 会社名 ：株式会社ENJOY JAPAN

◼ 住所 ：東京都新宿区荒木町5 四谷荒木町スクエア1F

◼ 資本金 ：20,000,000円

◼ 設立 ：2010年2月

◼ 代表者 ：代表取締役 瞿 史偉（ク シイ）

◼ 売上高 ：9億5,798万円（2019年度実績）

◼ 許可 ：医薬品販売業許可証 第5304190680号
【香港】
アイクリック・インターラクティブ・アジア・グループ
（NASDAQ上場）

【東京・大阪】
ENJOY JAPAN
日宣（JASDAQ上場）
東急エージェンシー
ライフスタイルトレーディング
シープラス

【上海】
上海毅偉信息科技有限公司

【北京】
北京時欣信息技術有限公司

中国大陸を中心に東アジアと連携したネットワーク



ENJOY JAPAN GROUP

日本メーカー・流通を中心にクライアントの中国インバウンドマー
ケティングを支援。業界トップクラスの実績を有しております。



【資生堂】今期業績の鍵を握るのが中国だ。自粛解除で他の地域に先行して消費が上向き始めており、資生堂は中国向け
の越境EC（電子商取引）の3月売上高で、高価格帯製品が前年同月の2.6倍に増えた。魚谷社長は「中国

市場は新型コロナ前に戻りつつある」と指摘。成長事業である中国のEC事業について「（中国事業の売上高全体に

占める）比率が今期末ごろに（現在の30%台後半から）40%まで高まる」と期待する。

１―３月期の連結売上高は同１７．１％減の２２６８億円だった。新型コロナの世界的なまん延により、全ての地域で減収

となった。特に日本では、２月以降インバウンドが６０％減と大きく落ち込んだほか、外出自粛の影響で日本

人の購買も減少した。一方で中国は、３月末からＥＣを中心に「リベンジ消費」（魚谷雅彦・社長

兼最高経営責任者）として、回復を見せている。

中国のリバウンド需要を取り込もうと、海外大手も営業で攻勢を掛けている。世界最大手の仏ロレアルや米エス
ティ・ローダーは4月中旬に営業活動をほぼ正常化。越境ECがけん引役となり、4月以降は2
桁成長を見込むという。海外大手は中国のEC比率が4～5割とされ、僅差ではあるが資生堂より先行する。

2020年5月13日朝刊 日本経済新聞より一部抜粋
2020年5月13日号 REUTERS（ロイター）より抜粋



近鉄百貨店が中国向け越境EC（電子商取引）の販売を伸ばしている。
百貨店が得意な高額商品からドラッグストアで扱うような低価格の化粧
品や日用品に品ぞろえを転換。2020年の売上高は50億円と規模はまだ
小さいが、19年の7倍に増える見通しだ。新型コロナウイルスで国内の
インバウンド（訪日外国人）需要の回復が見込めないなか、越境ECで
どこまで巻き返せるか。
近鉄百貨店が6月に出店した中国の大手越境ECサイト「天猫国際（T
モール・グローバル）」。「百貨店」の名は掲げるが、サイトにはド
ラッグストアにあるような基礎化粧品が多く並ぶ。主力商品の価格帯は
60～270元（約900～4100円）程度だ。日本の製品は安くても質が高い
と人気だという。紙おむつなど日用品もよく売れている。

日本経済新聞 2020年8月15日

「まるでドラッグ店」近鉄百貨店の勝算 越境EC7倍へ

https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8244


中国ネット通販、口コミ型で成長
ピンドゥオドゥオ6.8億人、アリババに迫る 共同購入 SNSで拡大

【上海=松田直樹】中国のネット通販大手、●（てへんに併のつくり）多多
（ピンドゥオドゥオ）が急成長している。友人などと同時に買えば安くなる
「共同購入」の仕組みが特徴だ。大株主の騰訊控股（テンセント）と連携し、
SNS（交流サイト）で口コミを広げやすくした。利用者数は6.8億人と、最大
手アリババ集団に迫る。
「この子供服かわいい。一緒に買う人はいない？」。南京市の郊外に住む主婦
の馬さん（31）は対話アプリ「微信（ウィーチャット）」で、子育て仲間に呼
びかけた。ピンドゥオドゥオのサイトで見つけたこの服は一着26元（約400
円）だが、4人で買えば9元とほぼ3分の1になる。馬さんは「多い時は月に8回
は利用する。友達を誘えば安くなるのが気に入っている」と話す。
中国のネット通販ではアリババと京東集団（JDドットコム）による2強体制が
続いていた。そこに割って入ったのがスタートアップのピンドゥオドゥオだ。
利用者数では既に京東を抜いた。成長の原動力がウィーチャットを活用した共
同購入だ。
ピンドゥオドゥオのサイトでは1つの商品に少なくとも2種類の価格が表示され
る。1人で買う場合と共同購入の場合だ。共同購入が成立する人数は商品に
よって違うが、2人の場合もある。気に入った商品はウィーチャットで情報共
有して共同購入を呼びかける利用者が多く、口コミが瞬時に広がり大量の注文
につながるケースも多い。



Beyond
EC
Challenge

トライアル版



BECC

プラン名

トライアル



日本企業（ブランド）

日本国内での取引 中国国内での取引

BECCトライアルのスキーム

※上記の費用に宣伝費用は含まれておりません。

※ピンドウドウについては、2020年より設立されたスキームの為、2020年4月現
在でのルールにおいての運用を想定しりおります。ルール及び規定が変更に
なった際には、お客様と協議の上、運用方法等を変更する可能性がございます。
予めご了承ください。

KOL施策
LIVE配信

Eコマース内
広告

卸価格の交渉：要相談

天猫国際
拼多多（ピンドウドウ）越境EC



項目 詳細 T-mall国際 JD国際 RED(小紅書) PinDuoDuo(拼多多)

プラットフォーム状況

サービス開始日 2014年2月 2015年4月 2014年10月 2019年4月

市場シェア 31.7% 12.7% 6.10% -

プラットフォームタイプ 総合型 総合型 独立型 総合型

必要費用

開店保証金 240万円～ 106万円(10,000USD) 40万円(3,500USD)~ 11万円(1,000USD)～

売上フィー 0.5%~5% 0.5~10% 15%~20% 10%

プラットフォーム使用料 48万円～ 106,000円(1,000USD) 0円 0円

保税倉庫使用料 実質30日間無料 実費計算 実質45日間無料 -

郵送費用 実費計算 実費計算 実費計算 -

出店最低費用 288万円～ 170万円～ 40万円～ 0円～

ユーザー
デモグラフィック

ユーザー居住地域 一線都市＆二線都市 一線都市 一線都市 三線都市以下

ユーザー性別
女：60-70％
男：30-40％

女：30-40%
男：60-70%

女：70-80%
男：20-30％

女：50-60％
男：40-50％

ユーザー年齢比率 20～40代 20代後半～40代後半 20代後半～30代 30代～40代

その他

自社保税倉庫 〇 〇 〇 ✖

郵送手配 〇 〇 〇 ✖

開店審査 難しい 難しい 易しい 普通

各越境ECプラットフォームの比較

※上記項目はいずれも2019年4月時点の情報となります。プラットフォームごとに規定変更等がございますので、予めご了承ください。



天猫国際（TMALL グローバル）



TMALL国際について

中国通販最大手のアリババが手掛けるT-mallの越境ECプラットフォームです。他の越境ECプラット
フォームより圧倒的なトラフィックを有するT-mall国際は、中国市場に進出したい各海外ブランドにとっ
ては最も魅力あるプラットフォームです。



TMALL国際について

⚫ 国内、海外での信頼度が高い「T-mall国際」は「高品質・安全」をウリにしていることもあり、偽物の商品やブランドを厳し
い審査、条件を設けることによって排除している。

⚫ 独身の日（W11）のイベントおよびその前のPRに参加することが可能になり、売り上げや店舗の認知度アップにつながりや
すい。

⚫ 圧倒的なユーザー数をほこり、それに伴って保有しているユーザーデータも中国でNo.1。そのため、データサイエンスマー
ケティングの精度が極めて高い。

メリット

デメリット

⚫ 初期費用や年会費、運用費用が非常に高い。T-mall国際への出店は、T-mall国際のブランド力や信用力を購入しているとも言
われている。

⚫ 初期審査が厳しく、提出資料が多く、出店にあたり多くの時間を要する。

⚫ 自社で店舗を運用することもできるが、アリババ側からTP(タオバオパートナー)認定されている代理店に運用代行してもら
うよう強くお勧めされる。



TMALL海外旗艦店出店必要資料一覧

No. 必要書類 備考

1 出店主体の会社謄本

2 出店主体の授権書 ※授権書のフォーマットは次頁をご参照ください

3 出店主体の代表者様の身分証明書 代表者様のパスポートが望ましい

4 出店主体の銀行口座証明書 ※銀行が発行する口座資料

5 商標登録証

6 税務登記証明書 または直近1年の納税証明書

7 会社概要および商品紹介資料

8 銀行口座情報 銀行名・支店名・口座番号・口座名義・SWIFTコード

9 経理担当者の身分証明書 経理担当者様のパスポートが望ましい

10 経理担当者のメールアドレスおよび携帯電話番号 アリペイコーポレート口座申請のため

No. 必要書類 備考

1 生産工場に関する資料 会社謄本や会社紹介資料等

2 光熱費の納付書コピー 実在する会社かどうかを確認するため

3 その他提出を求められた資料 会社により異なる

一次審査を申請時全企業共通の必要提出資料

申請会社の業績もしくは会社規模に応じて二次審査時の追加資料



拼多多（ピンドウドウ）とは。



36KR JAPAN（日本経済新聞と情報連携）
2020年5月25日より抜粋
https://36kr.jp/75312/

中国三大ECプラットフォームの一つ「拼多多
（Pinduoduo）」が22日、2020年第1四半期（2020年1
～3月）決算を発表した。売上高は前年同期比44％増
の65億4100万元（約990億円）で、ブルームバーグが
予想した49億6900万元（約750億円）を上回った。普
通株主に帰属する純損失はNon-GAAP指標で31億7000
万元（約480億円）で、こちらもブルームバーグ予想
の26億7000万元（約400億円）を18.73％も上回った。
拼多多の年間アクティブバイヤーは6億2800万人で、
前四半期から4290万人の純増となった。「6億人が利
用する拼多多」の目標にさらに近づき、7億2600万人
のアクティブバイヤーを擁するアリババに1億差で迫
る。
今四半期は市場予想を大幅に上回る損失を計上したも
のの、株価の動きからみると投資家心理にはほとんど
影響していないようだ。決算発表当日、拼多多の終値
は14.5％増の68.7ドル（約7400円）で、時価総額は822
億7700万ドル（約8兆8600億円）に達した。同じく中
国三大ECの一つに数えられる京東集団（JD.com）を
90億ドル（約9700億円）近く上回っている。

https://36kr.jp/75312/


拼多多（ピンドウドウ）とは

拼多多は2015年にリリースされたECプラットフォームです。2019年に越境EC機能リリースされたばかり
です。その為、公式旗艦店の出店はまだ少ない状態です。拼多多は友人や知人等の複数人で商品を大量購
入することで商品単価を安く抑えることで有名なプラットフォームです。

越境EC



拼多多（ピンドウドウ）プラットフォーム概要

拼多多は2015年にリリースされたECプラットフォームであり、2018年7月にアメリカナスダック市場にて

上場を果たし、2018年12月に年アクティブユーザー数が3.86億人まで増加し、JD.COMの3.05億人

を抜き中国ECプラットフォームの二番手に躍り出た。また、2019年10月には時価総額464億ドルを記
録し、時価総額でもJD.COMを上回る形となり、アリババ社に次ぐ位置を確固たるものとなった。

拼多多
正式リリース

2015年9月

ユーザー数
1200万人突破

2015年11月

2016年9月

ユーザー数
1億人突破
単月取引額1億元

2016年11月

単月GMV20億元
日取引数200万件

※GMV：流通取引総額(取引数×平均注文単価)

※MSCI指数：世界的な指数算出、金融リサーチ会社であるモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が

算出・公表している指数

2017年9月

ユーザー数
2億人突破

時価総額240億ド
ルでナスダック
上場

2018年7月

2018年12月

アクティブ
ユーザー数
3.86億人

2019年2月

拼多多株がMSCI
指数に組み入れ

2019年10月

時価総額464億ド
ルを達成
(中国2位)

2019年12月

アクティブ
ユーザー数
５.8億人
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拼多多（ピンドウドウ）ユーザー概要

男性

34.75％

女性

65.25％

24.17%

28.56%
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41歳以上
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年齢分布

1日の利用回数

性別
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アクティブユーザー数

1日の利用時間

年間アクティブユーザー数：5.85億人
流通取引総額（GMV）：1.006兆元 ＝

ユーザーが非常にアクティブで
あり、購買行動が活発している
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拼多多（ピンドウドウ）について

⚫ 三線都市以下のアクティブユーザーを多く抱えており、2020年第１Qのプラットフォーム全体月間アクティブユーザー数はタ
オバオを超え、中国No.1になりました。(月間アクティブユーザーは4.8億人)

⚫ 越境ECサービスはまだリリースしてから１年経過していないため現時点では競合旗艦店が少ない状態であり、先行者利益を
獲得しやすいと思われます。

⚫ 店舗開設の初期費用が安く、かつ規制も緩和されているため店舗の設置・運営がしやすい。

メリット

デメリット

⚫ 拼多多で保税倉庫を所有していないため旗艦店側で別途保税倉庫を契約しなければいけない。もしくは、消費者へ直送。

⚫ 越境ECプラットフォーム市場では新しいプラットフォームのためTMALLやREDと比べてサービスや規則等がまだ完成され
ていない状態であるため、急な規則変更等に対応する必要があると思われます。

⚫ 商品値段の安さがウリ“魅力”のプラットフォームであり、消費者のマインドも価格に特化しているため価格競争になる可能性
があります。(もしくは、プラットフォーム側から値下げ要請があるかもしれません。)



運営会社 ENJOY JAPAN

住所 東京都新宿区荒木町５四谷荒木町スクエア１階

TEL 03-6380-1930

MAIL info@enjoy-japan.jp

URL https://enjoy-japan.jp/

お問い合わせ先


