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無断転載・複製・再配布禁止無断転載・複製・再配布禁止

越境ECホワイトペーパー
・越境（海外）ECを成功に近づける実務ポイント ※前編をご覧ください。
・国内ECとの運用の違い（５つのハードル）※前編をご覧ください。

・越境EC６つのポイント ※前編をご覧ください。

・戦略構築のポイント

後編
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無断転載・複製・再配布禁止自己紹介：齋藤直

・経歴
ダンロップスポーツ、トレンドマイクロ、アディダスジャパン を経て
2005年 ヤフー社へ転職、7年間EC事業のマネージメントを経験
2012年 ソニーペイメントサービス入社
2016年 NHNテコラス株式会社EC事業部戦略室長
2017年 NHN JAPAN株式会社 パートナー事業部事業部長
2020年 NHN SAVAWAY株式会社 事業戦略室室長兼務
2021年よりSAVAWAY株式会社代表取締役社長

・ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 販路開拓支援部アドバイザー
・ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 震災復興支援アドバイザー
・ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 2016年度 越境ECマーケティング支援事業ディレクター
・ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 2018年度 モール活用型 越境ECマーケティング支援事業ディレクター
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「戦略構築のポイント」
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無断転載・複製・再配布禁止

「戦略構築のポイント」

⚫ はじめに

⚫ 誰でも無料で出来る最低限の方法で

考える越境EC戦略戦術策定

-越境EC対象国の検討

-環境分析

*販売・配送可能地域、法令・諸税の調査

*市場・競合他社の調査

-戦略目標の決定

*SWOT

*基本戦略の策定

*４Ｐを使ったマーケティング戦略策定

Agenda
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無断転載・複製・再配布禁止

現状分析
戦略構築
商品戦略

販路選択
販売準備
サイト構築

＆体制構築

越境ＥＣ
運営

効果測定
解析

再実行

オープン前 オープン後

●販売・配送可能地域の調査
●調査分析
→商品ニーズ調査と競合比較
※対象国検索エンジン
※対象国モール
※競合サイト

●戦略策定
→商品・サービス
→投資額と撤退基準設定

●戦術策定
→対象国・販路
→運営。管理体制構築

越境EC
調査・戦略・戦術

策定

店舗構築 初期販売 改善

●モールの場合
→出店＆出品申し込み
審査手続き

→モール内部サイト制作
●独自ドメインの場合
→選定カート申し込み
→決済選定
→多言語サイト構築

●運営準備
→他言語商品登録
→越境物流対応の準備
→問合せ時の対応時の準備

●集客 プロモーション運営
→モール内部広告
→各種検索対策
→Google系の広告 等

●受注対応
→チャット
→メール＆電話等

●リピート対策
→メルマガ、同梱
→ＳＮＳの活用等

●アクセス解析
●顧客分析
●商品分析
●売上分析
●経営分析

●売上効率アップ
アクセス、コンバージョン率
客単価など

●プロモーション効率化
●他カテゴリー付加
●チャネル付加

最短１ヶ月 最短2ヶ月 テスト＆初期運営６ヶ月

Action

・正しいステップを踏むには調査を踏まえた越境EC調査・分析・戦略・戦術（進むべき道）策定が重要
《理由》戦略＝目的/考え方/方向付け、戦術は手段/方法/オペレーションである。

つまり目的や考え方が間違っていると執るべき手段や方法を間違う事となり、投下した時間やコストが無駄になる。
《例1》計画を立てたが進むべき道が間違っている為、改善に大幅なコストと労力がかかってしまった
《例2》目的/考え方が間違ったままで、ECシステムを選択して投資をしてしまった・・・
《例3》商品がマッチしていなかったので売れない・・・

はじめに

正しいステップを踏んで越境ECを開始する
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越境ECで勝てる場所・商品・対象を決める、リサーチする

一番になれる場所・商品・対象を決める、リサーチする

お客様との心の距離を近づける価値を提供する

各国の時代の流れやニーズにビジネスモデルや商品を合わせて提供する

自分たちの力で一番になれるところを定め一点突破してゆく

そのためには

はじめに

はじめの一歩の成功に向けて



7Copyright © 2020 齋藤 直

無断転載・複製・再配布禁止

誰でも無料で出来る最低限の方法で考える越境EC戦略戦術策定
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無断転載・複製・再配布禁止

越境EC
対象国の検討

EC及び関連指標の確認

訪日外国人数の動向

環境分析

販売・配送可能地域、法

令・諸税の調査

市場環境・顧客の動向

既存事業・自社製品

の現状とニーズや競合との

差異の確認

競合の特徴の確認

ターゲット層と

そのターゲット

に対する

競争優位性

を設定する

基本戦略
の策定

SWOT分析

アクションプラ

ンの決定

戦略目標
決定

具体的な
施策決定

マーケティング

ミックス

（4P）

誰でも無料で出来る最低限の方法で考える越境EC戦略戦術策定

越境EC戦略策定の流れ
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無断転載・複製・再配布禁止誰でも無料で出来る最低限の方法で考える越境EC戦略戦術策定

越境EC対象国の検討
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無断転載・複製・再配布禁止

日本の観光統計データ
日本政府観光局の資料

各国統計数値
経済産業省、総務省の資料等

■調査項目
・EC市場規模と成長率
・EC化率
・モバイルEC市場規模推移と成長率
・モバイルEC率
・インターネット人口
・インターネット普及率
・インターネット人口に対するSNS利用率
・携帯電話契約数
・商品カテゴリー毎のEC市場規模と成長率

■調査項目
・年別 訪日目的別の訪日外客数の推移（20市場）
※日本への観光客数の主要20カ国の推移や成長率を確認

※ターゲット国選定時の主のデータとして調査
※可能な限り情報を入手する

※ターゲット国、選択時の参考データとして調査

越境EC対象国の検討

海外のEC市場及び関連市場の動向の確認
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無断転載・複製・再配布禁止

令和元年度 電子商取引に関する市場調査資料より抜粋

主な確認先や調査資料のご紹介
・経済産業省の調査：電子商取引に関する市場調査の結果

越境EC対象国の検討

世界各国のB to C EC市場規模、成長率、EC化率、モバイルEC比率の確認
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無断転載・複製・再配布禁止

令和元年度 電子商取引に関する市場調査資料より抜粋

主な確認先や調査資料のご紹介
・経済産業省の調査：電子商取引に関する市場調査の結果

越境EC対象国の検討

世界各国のB to C EC市場規模、成長率、EC化率、モバイルEC比率の確認

※日本→各国
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無断転載・複製・再配布禁止

令和元年度 電子商取引に関する市場調査資料より抜粋

主な確認先や調査資料のご紹介
・経済産業省の調査：電子商取引に関する市場調査の結果

越境EC対象国の検討

世界各国のB to C EC市場規模、成長率、EC化率、モバイルEC比率の確認
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無断転載・複製・再配布禁止

令和元年度 電子商取引に関する市場調査資料より抜粋

主な確認先や調査資料のご紹介
・経済産業省の調査：電子商取引に関する市場調査の結果

越境EC対象国の検討

世界各国のB to C EC市場規模、成長率、EC化率、モバイルEC比率の確認
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無断転載・複製・再配布禁止越境EC対象国の検討

世界の携帯電話及びインターネットの加入数、SNSの利用率の確認

https://www.soumu.go.jp/g-ict/index.html

主な確認先や調査資料のご紹介
・総務省の調査：世界情報通信事情
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主な確認先のご紹介
（ 日本国内で公表されている調査結果 ）
日本政府観光局 日本の観光統計データ

越境EC対象国の検討

年別 訪日目的別の外客数の推移（20市場）
※日本への観光客数の主要20カ国の推移や成長率を確認
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無断転載・複製・再配布禁止誰でも無料で出来る最低限の方法で考える越境EC戦略戦術策定

環境分析
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無断転載・複製・再配布禁止環境分析

販売・配送可能地域、法

令・諸税の調査
市場環境・顧客の動向 競合の特徴の確認

観光庁
訪日外国人消費動向調査

■調査項目
・各国毎の訪日観光客の買物代で利用した品目毎の
購入額の確認

検索エンジンや検索動向の情報を提供する
ツールを利用した調査

■調査項目
・検索されているエリアや関連ワードの確認
・競合商品、付帯サービス等の確認
・上記作業から競合の特定
・日本から売れている商品の確認
・競合サイトの分析から競合の特徴の洗い出し

既存事業・自社製品

の現状とニーズや競合との

差異の確認

販売・配送可能地域、法令・諸税
の調査

■調査項目
・狙いたい国へ商品の配送可不可確認
・納品日数
・送料
・関税
・諸税

ターゲット国への対応準備、顧客、競合、自社の状態を確認する
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無断転載・複製・再配布禁止環境分析

販売・配送可能地域、法令・諸税の調査
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無断転載・複製・再配布禁止環境分析

販売・配送可能地域、法令・諸税の調査

狙いたい国へ商品に送れるのか？ 納品までの日数は？ 送料、関税はいくらかかるのか？

◆EMS(国際スピード郵便)大きさ・重量制限一覧表
http://www.post.japanpost.jp/int/ems/size/index.html

◆日本郵便Webサイトに国別の送達条件
http://www.post.japanpost.jp/int/download/index.html#jyouken

◆各国際クーリエ会社の国別の送達条件
※各社ホームページ

◆輸出入に関する基本的な制度
https://www.jetro.go.jp/world/trade.html

◆航空貨物として輸送できないもの、特別な条件が付くもの
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-020141.html

◆農林水産省 食料産業 > 輸出に関する国内外の制度
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/seido/ 

◆生鮮食品の輸出については各国の検疫規制確認 >植物防疫所、輸出先国別の具体的な検疫条件 輸出入条件詳細情報
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html

◆厚生労働省 食品 > 輸出食品
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yusyutu/

◆国別基本情報（言語、通貨等）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

◆輸出相手国の商習慣、カントリーリスク ＞ジェトロや各国際配送会社のお知らせ欄など配送禁止情報を定期的にチェックする
◆めやすとなる関税率を調べる

World Tariff（https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/）
◆税関:実行関税率表（2016年6月7日版）

http://www.customs.go.jp/tariff/2016_6/index.htm
※上記は日本における輸入関税率となりますが、HSコードは世界共通です。
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調査時のフォーム（参考）

EMS 小型包装物（Small Packet) 国際小包郵便

EMS クールEMS 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便

サイズ・重量

アメリカ

カナダ

シンガポール

ベトナム

マレーシア

オーストラリア

ニュージー
ランド

中国

国際宅急便
国際クール
宅急便

飛脚国際
宅配便

国際エクスプレスサー
ビス

NEX SKY-EX
IE、IP、
IEF、IPF

DHL Express
UPS Worldwide 
Express 

ＳＦ
エクスプレス

サイズ・重量

アメリカ

カナダ

シンガポール

ベトナム

マレーシア

オーストラリア

ニュージーランド

中国

環境分析

配送可能地域の調査
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無断転載・複製・再配布禁止

「WorldTariff」
米国FedEx Trade Networks社が有料で提供している世界の関税率情報データベース。
ジェトロと同社との契約で、日本の居住者はどなたでも、JETROのサイトから無料で利用が可能。世
界175カ国の関税率が検索できる。https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

出典：https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

※関税率を調べるにあたっての基本的な注意事項

関税は最終的に各国の税関判断となるため
Worldtariffで参照した関税率はあくまでも目安として
考えること。

（1）品目分類や関税率は、各国税関の判断になります。
（2）各データ・資料について、更新年月日を確認の上ご
利用ください。
（3）各国間のFTA・EPA等関税に関わる協定の動向に
ご留意ください。
最終的には、輸入業者やE-mailを媒介に、各国税関にご
確認ください。

環境分析
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無断転載・複製・再配布禁止環境分析
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特に注意をして事前に確認しなくてはならない事は以下になります。

・自社の商品は世界共通又は各国毎の輸出入に関する規制やルールをクリアできているか？

お客様は「確実に商品が届くのか？」を一番気にされます。

コストと時間をかけて準備しても配送できなければ全く意味がありません。事前に確認するようにしましょう。

また、事前登録が必要なケースもありますので注意しましょう。（例：アメリカ：FDA）

・配送会社の選定はターゲット国へ自社の商品を最も早く、安く、安全に確実に配送出来る会社を選択する

規制やルールをクリア出来ていても、配送会社が対応出来なくては、お客様の手元に商品をお届けする事は

出来ません。商品その物や商品が入っている化粧箱を破損させず、低価格で早くお届けできる配送会社を

選択しましょう。

・お客様が購入する最終価格には配送費用及び関税諸税が含まれる事になります。

同じ価値の商品であれば、現地で販売されている商品の価格設定よりも安く設定する必要があります。

・ターゲット国で自社の商標が第三者によって先に登録されている場合があります。その状況を知らずに

販売してしまい、商標権の侵害により、訴えられるケースもあります。

訴訟リスクを回避する為にも事前に確認するようにしましょう。

販売・配送可能地域、法令・諸税の調査時の注意点

環境分析

国内ECとの運用の違い
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無断転載・複製・再配布禁止環境分析

市場・競合他社の調査
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無断転載・複製・再配布禁止

「6.調査の結果」を確認する

各国毎の訪日観光客の買物代で利用した品目毎の購入額を確認する事が出来る
（http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html）

環境分析

観光庁 訪日外国人消費動向調査
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・商品特性
提供している価値

・スタイル
・デザイン
・品質
・素材
・ブランド
・パッケージング

「コア」

・アフターサービス
・カスタマーサービス
・ギフト対応
・保証
・納期

「付随機能・サービス」

・良い評価
・悪い評価
※性別、想定年齢
評価の理由

（何故を考察）

「ユーザーレビュー」

競合商品を横並びに比較して共通していること、差異化している事を洗い出す

競合店舗を特定する

自社商品と比較して打ち手を検討する

検索エンジン（Google）と主要モール（Amazon.com、ebay.com）で該当商品のキーワードで検索
最低でも検索結果1ページ目にあるリストを全てクリックして、その先のWebサイトで以下項目全てを調査
競合企業商品と横並びに比較して共通していること、差異化している事を洗い出して自社の打ち手を考える

環境分析

検索エンジンや検索動向の情報を提供するツールを利用した調査の全体像
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・中国で売れている商品の調査は以下を利用
- 百度、百度指数
- ウエイボー、ウエイシン（ウィチャット）で商品を検索（現地の方はこちらがメインになっている）
- タオバオでのチェック★
- 天猫国際（容関連、食品/健康、マタニティ/ベビー）、JD Worldwide（家電強い）

・良く検索されている商品の調査（中国、韓国、ロシア以外）
●検索のボリュームや動向を探る
- Google AdWordsキーワード プランナーで該当商品の検索ボリュームを調査する
- Google Trend（https://trends.google.com/trends/）で、いつ、どの地域の人が、どの期間、そのキーワードで検索しているかを確認する
●検索エンジンで顧客のニーズや競合の商品を調査
- Google検索の設定をクリック、検索結果の地域を選択・保存、次に同じく設定から言語を対象国を選択して保存する
- Google検索で商品名を入力、オートコンプリートの確認（メイン検索ワード＋サジェストワードから顧客の興味関心を確認する）
- Google検索で商品名検索（オートコンプリートで出現したメイン＋サジェストワードも全て検索）して、検索リストに掲載されている

検索結果の1ぺージ目にあるリンクを全てクリックページの内容を閲覧
-上記のクリック先のページに掲載されている商品の価格や品質や付帯サービスユーザーレビュー等を調べる。
-上記の作業を通して競合店舗を特定する（シミラーウエブで別途調査）
-上記の作業を通して競合店舗を特定する（シミラーウエブで別途調査）
●検索エンジンで日本から売れている商品を調査
- Google検索 「from Japan」「Japan import」「Japan import best seller」「Shipping from Japan」で検索
日本からどのような商品が売れているか、検索リストに掲載されている検索結果の1ページ目にあるリンクをクリックして全てのページの内容を閲覧して
それらの商品情報や付帯サービス・ユーザーレビュー等を調べる

・良く売れている商品の調査（各国の主要モール）
●主要モール（Amazon、ebay、Qoo10等）
- 主要モールで商品名検索してGoogle検索同様の調査を行う
- 主要モールで「from Japan」「Japan import」「Japan import best seller」 「Shipping from Japan」で検索
日本からどのような商品が売れているか、Google検索と同様の調査を行う

越境EC競合調査を手法（無料）を整理したものが以下になります

環境分析

検索エンジンや検索動向の情報を提供するツールを利用した調査
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① Google検索の設定をクリック、検索結果の地域を選択・保存、次に同じく設定から言語を対象国を選択して保存する
② Google検索で商品名を入力、オートコンプリートの確認（メイン検索ワードの＋サジェストワードから顧客の興味を特定する）
③ Google検索で商品名検索（オートコンプリートで出現したメイン＋サジェストワードも全て検索）して、検索リストに掲載されている

検索結果の1ページ目にあるリンクを全てクリックページの内容を閲覧
④上記のクリック先のページに掲載されている商品の価格や品質や付帯サービスユーザーレビュー等を調らべる。
⑤上記の作業を通して競合店舗を特定する（シミラーウエブで別途調査）

①

②

③ ④
⑤

●検索エンジンで顧客のニーズや競合の商品を調査の方法（例）
※同様の調査をAmzon.comやebay.comでも実施する

環境分析

検索エンジンや検索動向の情報を提供するツールを利用した調査
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SimilarWeb
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競合はどのような手段を用いて自社のECサイトへ集客を行い販売しているのか？ 競合のWEBサイトを数社、分析・対比して
以下の各調査項目毎の共通事項の特定と個別の特徴を把握する

● 無料版SimilarWeb（http://www.similar-web.jp/knowledgebase/similarweb/）
競合サイトの以下の指標が機能やリスト数は制限あり

■トラフィック概要
競合他社のウエブサイトへの訪問者数→多いほどユーザーに支持されている
※実際のサイトも確認：デザイン、構成、商品画像・説明、販売手法サービス内容等

■国別トラフィック
どの国からアクセスがあるのかを確認

■トラフィックソース（流入経路：ダイレクト、直リンク、検索、ソーシャル、メール、ディスプレイ広告）
流入経路毎の件数や割合を確認する

■リファラ（直リンク）
直リンク元サイトを特定、その種別や内容を踏まえ競合の施策を推察する

■検索
自然検索、有料広告の流入件数や割合、流入キーワードを確認する

■ソーシャル
各SNS毎の流入件数、割合を確認、流入の多いSNSサイトの競合ページを閲覧し、訴求内容を確認

■ディスプレイ広告
上位のパブリッシャー（媒体）とアドネットワークを確認、パブリッシャーでの広告掲載内容や
割合の高いアドネットワークの特性から、どのような広告手法を活用しているかを特定する

■ウェブサイトのコンテンツ
競合ページの訪問者が、どのような内容を多く見ているのかを確認する

■オーディエンスの興味
競合サイトの訪問者が興味を持っている以下の情報を確認する
1：他に訪問したサイト、2：トピックス（キーワード）

■競合サイト
競合の競合と考えられるサイトが表示されるので、自社が競合と想定していなかったサイト
（企業）があれば、確認を行い、同様の調査を行う

■国別トラフィック

■トラフィックソース

■リファラ（直リンク）

■検索

■ソーシャル

■ディスプレイ広告

■ウエブサイトコンテンツ

■オーディエンスの興味

■関連サイト

■トラフィック概要

環境分析

シミラーウェブ無料版を利用した競合ECサイトの調査
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『調査時のポイント』

『無料版の主な制限』 シミラーウェブ無料版利用時は以下の制限があります

- このツールを使い、今まで行ってきた調査分析の結果から競合と指定した5~10社の
企業についてシミラーウェブの調査

- 項目毎に競合他社を横並びにして対比して「各社で共通している事」と「違いがある点」を
特定してページデザインやWEBマーケティング手法など、自社の打ち手を検討する際の
判断材料にしてみてください。

環境分析

シミラーウェブ無料版を利用した競合ECサイトの調査

- サブドメインは分析の対象外
- 各データはそのWEBサイトの上位から5番目までの状態を可視化可能
それ以外は有料版で提供される

- データのボリュームが少なすぎる又はサイトが公開されてから期間が短い場合は
分析が不可能な場合がある

- 最新データの反映まで時間がかかるケースがある
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事実を洗い出す

顧客
Customer

自社
Company

競合他社
Competitor

市場の状況は？
顧客が望んでいるものは？

自社の強みが発揮できる事は？
競合と比較して弱みは？

競合他社の状態は？
例：商品、WEBサイト等

3C分析
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無断転載・複製・再配布禁止誰でも無料で出来る最低限の方法で考える越境EC戦略戦術策定

戦略目標の決定
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・市場の「変化」に着目します。その変化に対し、競合よりも優位にビジネスを進める事ができるかを明らかにします。
・分析の順序は、機会（O）と脅威（T）の外部分析から始め、その結果が明らかして、自社へ影響を特定していきます。
・市場の変化と特定された影響を考慮して4つの戦略を定義していきましょう。

市場調査

3C分析

外部環境

内
部
環
境

強み

弱み

機会 脅威

戦略1（強み x 機会）

強みを活かして機会を勝ち取るための方策は？

本事業における
SWOT分析

戦略3（強み×脅威の回避）

強みを活かして脅威を機会に変える差別化とは？

戦略2（弱み×機会）

弱みを補強して機会をつかむための施策とは？

戦略4（弱み×脅威）

弱みから最悪のシナリオを避けるためには？

SWOT分析

•市場や自社をとりまく環境はどうなっているか？変化等はあるか？
•それはどのようなものか？
•それらに対して他社はどのように追従しているのか？

もしくは追従していけるのか？

自社の内部は
外部環境に対して
・対応可能な影響？
・外部環境への対応で
不足している部分は?

SWOT分析
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市場細分化

市場ターゲティング
（標的選定）

市場ポジショニング

①市場を細分化して（SEGMENTATION）
市場全体で見るのではなく、自社が扱う商品が、その属する
商材属性においてどのぐらい売れているのか等を調べる。
（性別・趣味・年齢、商品ジャンルを細分化した単位、販売されている場所で見る必要がある。）

②ターゲット層を抽出し（TARGETING）
調べた結果から、自社が提供できる（価値）顧客が求めるニーズがマッチされると想定され
る市場（どこで？、手段は？）を明確にする。

③ターゲット層に対する競争優位性を設定する（POSITIONING）
消費者にとって対価を支払ってもよいと思えるだけの価値や魅力がある
というものを提供できているか、その観点でとらえなければなりません。
さらに自社の特徴をとらえて用途提案（ターゲットの顧客に対して意味のある価値）すること。

戦略目標の決定

・3C、SWOT分析を踏まえアプローチすべきターゲット層にどんな不満があるのかを事前に把握しておきましょう。
・「差別化」とは「機能提案」にすぎません。自社の特徴を顧客視点で捉え直し、「用途提案」する事を心がける。

SWOT分析を踏まえ、更にターゲットをセグメントして、何処で誰にどんな価値をなぜ提供したいのかを決定する

基本戦略の策定（進出する市場をよりピンポイントにセグメント攻める）
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４Pを使ったマーケティングを考える上で必要な４つの視点から
調査した結果を踏まえ現状・あるべき姿を把握し、打ち手の決定・優先順位付けを行う。

商品・サービス
(Product)

価格
(Price)

販売チャネル
(Place)

販促・宣伝
(Promotion)

現状（自社＆他社） あるべき姿 打ち手案

４Ｐを使ったマーケティング戦略策定
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後編
END


