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【義烏市の概要】

　義烏市は、中国南東沿海部の漸江省中部に位置し、上海から西南約300キロ、

総面積1，105平方キロメートル、総人口200万人余の都市である。

　改革開始以来、「商業を勃興し、都市を建設する」という発展戦略のもと、

市場を建設し、国家級総合改革試験区に指定され、全国唯一の県レベルの市と

して迅速的なスピードで発展を遂げてきました。

　国連や国際機関等から世界最大

の日用品雑貨卸売市場と称され、

219の国・地域と交易があり、

年間で行き来する世界各国のバイ

ヤーは50万人余、市場の総面積・

は470haで7万件以上の商業

ブースがあり、170万種類以上

の商品が集積されている。

　また、海外企業の3，008社が

義烏市で事務所を設置され、国

際貿易を展開する重要な拠点と

なっている。2012年には、65．4

万コンテナの商品が義烏市から

世界各地へ輸出され、対外貿易量は域内GDPの65％を占めている。

　また、国家レベルの見本市も多く開催されるなど、国際的な商業貿易都市と

して発展している。

O中国義烏国際小商品博覧会

開催日　平成28年10．月21日（水）～25日（日）5日間

場所義烏国際博覧センター
概　要

展覧面積　150，000㎡

来場者数　20万人（うち貿易商2万人）

出展企業　2，600社（22か国）

取引額3，400億円（うち対外貿易額60％以上）

展示ブース6，400ブース（3m×3m）

出展品目　日用品、工芸品、メリヤス、衣類、生地、

　　　　　電子製品、アクセサリーなど



22回中国　烏国際小　品 会　察

【期間】平成28年10月21（金）～24日　（月）3泊4日

【内容】　・第22回中国義烏国際小商品博覧会の視察

　　　　　・義烏市人民政府及び知東学会などとの意見交換

　　　　　・企業訪問及び義烏国際商貿城（卸売市場）の見学
【目的】

　民間交流の一環とし、義烏市の現状を知っていただく機会として、世界規模

で開催される義烏国際小商品博覧会及び日用品卸売市場などを視察し、民間レ

ベルでの連携など商業分野の交流に向け、視察団を派遣しました。

【団員】8名（民間企業5名、行政3名）

役職 氏名 役職 構城
1 団長 柏木　克之 淡路市役所市民生活部長 行政関係
2 副団長 上田　宏司 淡路市役所監査委員事務局長 行政関係
3 団員 三津　久直 ミツテック（株）代表取締役社長 民間企業

4 団員 岡谷　雄一郎
四季彩遊和華（有限会社おかや）

チーフアドバイザー
民間企業

5 団員 明石　章明 志筑印刷　営業部長 民間企業
6 団員 角村　憲一 （株）島村代表取締役 民間企業
7 団員 仲井　英樹 淡路市商工会支援振興課　課長補佐 商工団体
8 団員 醇　　秋燕 淡路市企画政策部秘書広報課国際交流員 行政関係

【行程表】

月　　日 行　　　程　　（スケジュール）

10月21日（金）

　【義烏市泊】

淡路市→関西国際空港→杭州薫山国際空港→バス移動→義

烏市→商城賓館

10月22日（土）

　【義烏市泊】

義烏国際小商品博覧会場見学→昼食→義烏市国際商貿城

（福田市場）見学→義烏港→義烏市人民政府と交流

10月23目（日）

　【義烏市泊】

森宇集団有限公司→航賓摸倣植物有限会社→双林寺→昼食

→義烏市国際商貿城（福田市場）見学→夢梛ソックス有限

会社→知東学会（民間企業団体）と交流

10月24日（月）
国際生産資料市場→杭州薫山国際空港→昼食→関西国際空

港→淡路市



【主な訪問先】

●第22回中国義烏国際小商品博覧会の見学

　　毎年10月21日～25日までの5日間に開催され、2015年に開催された博覧

　会の取引高は171．73億元（約2782．02億円）となり、前年比で0．58％増加

　しました。

　　本博覧会は、今年で22回目となり、展示スペース15万m2持ち、日用品、

　アパレル＆テキスタイル、スポーツ用品、ステーショナリー、装飾、ギフト

　などの商品を取り扱う。

　主催：中国商務部、漸江省人民政府、中国国際貿易促進委員会、中国軽工業

　　　　連合会

　運営：漸江省商務庁、義烏市人民政府

●義烏国際商貿城（福田市場）の見学

　　義烏国際商貿城は、「小商品の海、バイヤーの天国」と称され、1982年の創

　立以来、発展を続けてきた。

　　5つの建物に分かれており、総面積470万m2、通路の両側に1．5m×3mほ

　どの広さの店舗が並び、商品があふれている。現在では、7万軒の店舗があり、

　170万種類以上の商品が取り扱われ、仮に1つの店舗を3分、1日8時間見学

　するとして、全ての店舗を見学するのに1年間半以上かかると言われている。

　　また、一年あたりの取引高は、20年連続、中国全土の商業市場のなかでト

　ップを占め、世界最大規模の小商品卸売市場として評価されている。

●義烏港の見学

　　義烏港は税関兼貨物検査検疫機能の内陸無水港です。二期建設に分けられ

　ている。一期工程の敷地は394坪で、税関、検疫事務棟と3階建ての34．9万

　m2の外貿倉庫が建てられている。コンテナトラックは直接倉庫3階まで進入

　可能です。二期工程の敷地は656坪で、通関、商品検査検疫場とトラックコ

　ンテナ積載場が建てられて、トラックがコンテナを積載したまま内容物をチ

　ェックする施設があり、約5分で検査を行うことができる。

●双林寺

　　1500年近くの歴史を有する名高いお寺です。このお寺から日本へ仏教を伝

　えた僧侶が多いとされ、義烏と日本の交流の原点であると言える。京都にも

　同名のお寺があり、長い交流歴史を持っている。



●森宇集団有限会社（企業見学）

　　漢方薬のサプリメントを生産している会社です。養命の漢方「鉄皮石斜」

　という植物の栽培基地を中国国内で8カ所展開している。

●航賓摸倣植物有限会社（企業見学）

　　約3000種類の造花を製造している工場です。花形の切断から花弁の成型、

　葉っぱの成型までの全工程を自社生産している。海外への輸出実績がある。

●夢梛ソックス有限会社（企業見学）

　　中国最大のソックス製造工場です。会社の敷地は36万m2、従業員5000人

　以上です。自社のオリジナルブランドと他社のOEM製造を行っている。5000

　台のソックス編機で年間平均製造量5億組ソックスを製造している。

●国際生産資料市場の見学

　　漸江中国小商城集団が29．5億元（約590億円）を出資し、2013年11月に

　オープンした専門市場です。総面積は約34haとなり、建築面積は75万m2

　ある。物流設備、工業電気設備、印刷包装材料、発電設備、食品加工機械、

　建築材料、照明など幅広い商品を取り扱う。

【面談者リスト】

10月21日（金）

杭州薫山国際空港への出迎え

1．藩美琴　義烏市工商管理学院英語先生

義烏市商城賓館での出迎え

1．王　烈剛　義烏市人民政府外事と僑務弁公室香港マカオ事務弁公室　副主任

2．貝　宇高　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　英語通訳

3．陳　明亮　義烏市国家税務局弁公室　副主任

10月22日　（土）

義烏市国際小商品博覧会、国際商貿城（福田市場）見学、義烏港見学

1．貝　宇高　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　英語通訳

2．陳　明亮　義烏市国家税務局弁公室　副主任

3．藩　美琴　義烏市工商管理学院　英語先生

4．傅　東昇　義烏港副総経理

義烏市人民政府との交流会

1．黄衛勇義烏市人民政府外事と僑務弁公室香港マカオ事務弁公室主任



2．王　烈鋼　義烏市人民政府外事と僑務弁公室香港マカオ事務弁公室　副主任

3．貝　宇高　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　英語通訳

10月23日　（日）

企業見学、専門市場見学

1．王　烈鋼　義烏市人民政府外事と僑務弁公室香港マカオ事務弁公室　副主任

2．陳　明亮　義烏市国家税務局　弁公室　副主任

3．貝　宇高　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　英語通訳

4．季　福仙　義烏森宇集団有限会社外事弁主任

5．鐘　小軍　義烏航賓摸倣植物有限会社工場長

6．呉　金龍　夢梛ソックス有限会社行政主管

知東学会との交流会

1．毛　文傑　義烏市知東学会　会長兼日中産業友好協会漸江支部　支部長

2．葉　有龍　駐義烏ドイツ邦美浄室内空気浄化会社　社長

3．徐　農亮　義烏市青年旅行会社　副総経理

4．丁　勝利　義烏日用品業界　理事兼アイパー日用品有限公司　社長

5．邸　伯青　温州義烏商会副会長

10月24日（月）

国際生産資材市場

1．貝　宇高　義烏市人民政府外事と僑務弁公室　英語通訳



海外視察団》 事業ダイジェスト

出発（関西国際空港にて）



■■■コ＋義烏国際小商品博覧会会場＋





～義烏港視察～

　　　　施設模型

～義烏市人民政府と交流会～

黄主任（左から2人目） 交流会後　記念撮影





知東学会（若手企業経営者）

　交流会後

と交流会

国際生産資材市場視察



平成28年度淡路市視察団（中国漸江省義烏市との交流）報告書

淡路市役所市民生活部長　柏木　克之

　台風22号が接近するとの予報の中、訪問が危ぶまれましたが、その影響も

受けず、平成28年10月21日から24日にかけての4日間、全員無事に視

察を終えることができました。

●平成28年10月21日　天候：雨

　1日目、小雨の降る中、現地案内人の藩さんに杭州国際空港に出迎えてもら

い、2時間ほどかけて夕方近くに現地ホテルに到着しました。

　ホテルでは、義烏市人民政府の王副主任と貝さんの出迎えがあり、予定して

いなかったため、参加者一同驚きとともに、義烏市の取り組む姿勢の真剣さに

感激したところです。

（義烏市人民政府の王副主任らの出迎えを受ける）

　●平成28年10月22日　天候：曇り時々雨

　2日目も雨模様でしたが、中国義烏市国際小商品博覧会をはじめ、義烏市国

際商貿城（福田市場）、義烏港と予定どおり視察をすることが出来ました。

　最初に行った中国義烏国際小商品博覧会では、その広大さに圧倒されながら

所狭しと設けられた各ブースを見て回りました。日本の百均で見られる品々が

数多く展示されており、外国人のバイヤーらしき人が数多く商談に訪れており

ました。

　我々も土産に購入したいと思いましたが、聞くと、数千個単位での販売にな

るということで、すぐに諦めました。



（義烏国際小商品博覧会会場）

　昼食の後、義烏市国際商貿城（福田市場）を見学。ここは5つのブロックに

分かれていて、家電製品や玩具、手工芸品、衣料品、寝具、家具、化粧品、皮

革製品等があり、大部分は中国企業であるとのことでしたが、一部日本の企業

も進出しているということです。案内人によると、「1店舗3分間」すべてのブ

ー スを見学するとすると、1年は十分にかかると言われ、改めてその規模の大

きさに驚きを覚えました。

　規模の大きさに驚く反面、これだけ同じ品物を扱う店舗があるのに、それぞ

れ経営が成り立っていることに疑問を抱き質問を投げかけたところ、金額や品

物の内容等にっいて店舗同士が話し合って少しずつ変えているので、維持して

いけているとのことでありました。

　　　　　　（義烏市国際商貿城（福田市場）2区の正面玄関と店舗の様子）

　続いて、この目最後の視察先として義烏港を訪問しました。我々は港といえ

ば、海のそばをイメージしてしまいますが、ここは内陸部で中国全土から色ん

な物資が集まって来て、ここからコンテナ等で本土はもとより、各国に配送さ

れる意味の港であると説明がありました。



　予定していた視察を終え、ホテルに戻り、義烏市人民政府主催の食事会が開

かれ、人民政府側から黄主任、王副主任、貝職員を交えて、食事をしながら友

好的な交流を深めることが出来ました。

　黄主任のあたたかい歓迎のあいさつで始まり、続いて私のつたない中国語で

のお礼を申し上げ、少し緊張がほぐれた頃から、参加者それぞれから黄主任に

対しいろんな質問が出されました。主任は、自身の食事に手を付けられないほ

どたくさんの質問を受けていましたが、その1つ1つに真摯に答えていただい

たところは、さすが200万都市の人民政府の主任であると思いました。

　わずか2時間ほどの時間でしたが、終始和やかな雰囲気の中で充実した交流

会になったと思います。

（義烏市人民政府との食事会）

（右から5人目が黄主任）

（紹興酒とヨーグルトでの（？）懇談）

●平成28年10月23日　天候：曇時々雨

　3日目の最初の視察先は、森宇集団有限公司というサプリメントの製造会社

を視察。原料となる植物をしいたけ栽培のように木に植え込み、さらに植物に

音楽を聞かせてより品質を高めるという技法で栽培していたのには、驚かされ

ました。

　続いて、航賓模倣植物有限会社という造花製造会社を訪問。製造工程まで見

せていただくことができ、女性工員が葉や花びらを一枚一枚プレス機で作って

いるところを見ましたが、まさに人海戦術による手作りというところでした。

　午後からは、再び義烏市国際商貿城（福田市場）を訪れ、今度は目的を絞っ

た中での視察を行い、前日よりも深く内容を確認することが出来ました。



（ハウスの中で植物に音楽を聴かせている）　　　　　（ほとんど女性の工員）

　午後からは、夢梛ソックス有限会社を訪問。自社製品だけでなく、外国のブ

ランドメーカーのも製造しており、販売も行っていたので、各自気に入った靴

下を購i入していました。

　　　（夢梛ソックス有限会社）　　　　　　　　　（縫製作業中の従業員）

　ホテルに帰り、夕方、この日は20代から40代の若者で企業の経営者とな

っている5人と夕食会で交流を図りました。旅行会社、日用品雑貨、美容院な

どのオーナーたちで、全員が日本に対して大変友好的で日本の経営者と意気投

合し、大変盛り上がった夕食会となりました。

（青年実業家で組織されている義烏市知東学会のメンバーとの食事会）



●平成28年10月24日　天候：曇時々晴

　4日目、最終日となりましたが、やっと落ち着いた天候となり、午前中再び

印刷機械類等の市場を視察しました。今までと同様、大規模の市場で様々な品

物が展示されていましたが、平日とあってか入場者もまばらで閑散としており

ました。

　一通りの視察を終え、無事帰国の途に着きました。

■最後に、

　わずか4日間という短い視察研修で、中国13億人の中の14名の中国の方

と接することができたわけですが、これをもって中国という国を知るというこ

とは、当然無理と言えるものです。

　4日間で感じたことは、中国という国は、中身は粗いが、見てきた一つ一っ

の施設や行っていることのスケールの大きさには、思っていた以上のものがあ

り、大変驚かされたのは事実です。

　義烏市は、もともと田舎の町であったのが、国の施策で「商業特区」として

発展してきた地域であると聞きます。

　青年実業家の集まりである「知東学会」との夕食会においても、「義烏市は、

現在、まだまだ発展途上にあり、色んな国とこのような交流をすることによっ

て、世界一の産業都市を目指していきたい。」「さらにこれからは、観光面を発

展させて行きたい。」と言います。「そのために、これからももっと淡路（市）

の良いところをどんどんアピールしてもらいたい。我々は、義烏市民に日本の

良さ、とりわけ淡路の良さPRしていき、淡路への観光旅行に力を入れていく

つもりである。」とも言います。

　われわれ行政の立場としては、義烏市人民政府の誠実な交流はもとより、こ

の意気軒昂な青年実業家たちにも応えるべく出来るだけ努力しなければならな

いと痛感させらた研修でした。



淡路市海外視察（中国義烏市）報告書

　　　　　　　　　淡路市監査委員事務局長　上田　宏司

　淡路市海外視察団派遣事業として、10月21日　（金）から24日　（月）までの

4日間にわたり、行政から3人、民間企業等から5人の8名で中国義烏市へ民間

交流の一環として、世界規模で開催される義烏国際小商品博覧会及び日用品卸

売市場などを視察しました。

1、第22回義烏国際小商品博覧会見学

　これは世界に目を向け、世界にサービスすることを旨にしたものであり、毎

年この時期に開催され、展示場の総面積は15万平方メートルで、6，400の標準

展示ブースがある。電気製品、文具、スポーツ用品など14業種の日用雑貨類の

世界的な展示会であり、世界各国から2万人のバイヤーを含め、5日間で20万

人の来場者が予想されているようである。とりあえずどんなものが展示されて

いるのか一通り会場内を見て回った。

義烏国際小商品博覧会会場

2．義烏市国際商貿城（福田市場）見学

　中国最大の日用雑貨卸売市場で、5つの建物に分かれており、直線距離にして

約3キロの長さがある。約7万軒の店舗が東京ドーム30個分に大きさに入って

いる。ひとっの店舗の大きさは6坪ぐらいであったが、造花店だけでも700軒

並んでいる状況であり、全部を見て回るだけでも1週間以上かかるので、2日目

はアクセサリーや工芸品の1区を3日目に輸入専門店がある5区で、日本製品

の輸入店を見学した。

3　義烏港見学

義烏港は義烏国際商貿城に隣接した場所にあり、大型の保税倉庫と税関施設、



コンテナヤードを有する港湾機械を持った陸上の物流施設であり、年間60万コ

ンテナを検視しているところで、敷地内を車で見学した。

義烏港の全体模型

4．国際生産資料市場見学

　印刷包装材料や工業電気設備などを取り扱う市場である。最終日（月曜日）

で、空港に行く時間もあり1時間程度の見学時間であったが　今日は休みであ

るかのようにほとんど人がいなっかた。

5．民間企業視察

　①森宇集団有限公司視察

　漢方サプリメントを製造する工場であり、8，000坪の敷地にハウスで鉄皮石斜

（テッピセッコク）を栽培している。栽培方法は他の木に寄生または穴を空け

て植えつける方法である。工場の近くに水田があり、稲が植えてあった。この

辺りは2期作で穂はまだ青かった。」

　②航賓模倣植物有限会社

　造花の製造販売の会社で約3，000種類の造花を全行程で製造している。工場

内では、若い女の人が多く作業をしていた。工場内は機械の上部に蛍光灯が付

いているだけで全体的に暗い感じがした。

　③夢梛ソックス有限会社

　中国最大級のソックス製造工場といわれ、自社のオリジナルブランドのほか

に10社のOEM製造を行っている。5，000人以上の従業員をもち、年間の平均製

造最は5億組となる。展示販売をしていた。



森宇集団有限公司 航賓模倣植物有限会社　夢梛ソックス有限会社

6．双林寺見学

　当初の予定になかったが王副主任の勧めで京都にも同名のお寺があるという

ことで双林寺を見学。この寺から日本へ仏教を伝えた僧侶が多いとされている

らしい。正面の門が改修中であった。

7．交流会

　①義烏人民政府

　2日目の夜に、黄外事主任、王外事副主任、貝外事英語通訳との交流会を宿

泊ホテルで行った。義烏市で作られている紹興酒を飲みながら交流を図った。

黄外事主任は日本では東京、京都などには行ったことがあるようである。黄外

事主任、王外事副主任から「来年5月開催予定の義烏輸入商品博覧会に展示を

検討してみてはどうですか。また、福田市場にアメリカの展示コーナーがある。

是非、淡路市のコーナーを作ってみてはどうですか。」と勧められた。

　②知東学会

　毛会長、葉美容院社長、徐旅行会社副社長、丁日用品会社社長、邸商社副会

長と宿泊ホテルで交流会をもった。知東会のメンバーはみんな若く、52度の

白酒（バイチュウ）の乾杯が緊張を解きほぐしたのか、打ち解けるのが早かっ

た。毛さん、徐さんからの要望として、「淡路市は景色もよく、刺身など食べ物

もおいしいから淡路市で2泊3日のツアーを計画したいので、是非、淡路市の

協力をお願いしたい。」とのことであった。

義烏市人民政府との交流会 知東学会と52度の白酒で乾杯



8．まとめ

　初めて、義烏市を訪れた感想としては、会話の速さや車の多さに驚いたこと

である。市街地では、車は歩道内にずらりと駐車しており、車もバイクも人も

自由に道路を横断している状況には驚かされた。また、視察の感想としては、

商業貿易都市として200万人都市に発展し、年間に国内外から310余りの

視察団を受け入れる中、王副主任が日曜日にもかかわらず、民間企業の視察に

1日同行し、案内してくれたことには感謝したい。交流会や視察を通じて、淡

路市との友好関係をより大事にしたいという思いが感じられた。これからも義

烏市との繋がりが淡路市にとってひとつのステップアップになることを期待し

たい。



卸売市場での衝撃

ミツテック株式会社

　　　三津　久直

●アラブ人の世界

　驚いたのは、アラブ（中近東）人＝ムスリムのバイヤーがやたらと目につい

たこと。

アラブの人は、誰がどう見てもあの姿形なので目立つこともあるが、実際に多

かった。世界の人口構成からすると、彼らの割合は微々たるものなので、不思

議に思って聞いてみると、彼らは世界の中で最も商売上手であり、この町で日

用雑貨品を主にブツを大量に仕入れ、欧米、アフリカ等々世界中に売り歩いて

いるとのこと。一方では、街中にはそのアラビアンバイヤー相手に、シシカバ

ブ（羊肉）を売る屋台とか、彼ら特有の風習である水煙草などの物売りをする

人も、アラブ人であったりする。また、例のお祈りの時間には、メッカの方角

への敬度な所作が、街のそこかしこで見られる。ここはエジプトかメソポタミ

アか、というような不思議な感覚ではあった。

　ホントに世界は狭い。

義烏の夜市場

●日本からの輸入

　驚いたのは、日本からの輸入にもカを入れていること。

それも炊飯器とか高価格帯のモノであればわかるが、ダイソーで扱っているよ

うな台所周辺の雑i貨品も人気とのこと。不思議に思って聞いてみると、同じよ

うなプラスチック製品でも、色使いのセンスとか匂いとか（偏見もあるがその

手の中国製品の嫌な臭いはわかる気がする）、細やかな使い勝手とか、サイズの

ラインナップとかが、まるで違うらしい。日本企業の中国での成功モデルであ

る紙オムツでも、同じ花王のメリーズでも、中国製より日本製に圧倒的な人気



があるらしい。実際仕様も使い勝手が違うし、何より日本品質への絶対的な信

頼感だという。この点、日中関係（国も人も）のまずさに反して、現実主義の

中国人気質が面白い。彼らの日本での爆買いの背景が理解できる。確かに日本

製品のデリケートさは驚くばかりで、こんな感覚を持っている人種はないだろ
う。

　この点、自信を持って良い。

日本製の台所周辺の雑貨品 日本製の花王のメリーズオム

●機械製品

　驚いたのは、その安さ。

ミシンから簡単な包装機、液体充填機まで様々あるが、とにかく値段が安い。

日本製の少なくとも1／3の感覚。また小さな売場だし、デザインがダサかった

り、ボルトの締付がいい加減だったり、どんな零細企業かと、少しバカにして

聞いてみると社員1000人クラスの中堅から大企業であったりする。にもかかわ

らずあまりに安いのでその理由を不思議に思って聞いてみると、単一製品の圧

倒的な大量生産にあるようであった。私見を加えれば、使えさえすれば良く耐

久性とか見てくれとかどうでも良い、という割り切りも大きいと思う。下手す

ると自己満足でコスト度外視の過剰品質になりがちな日本製と大違い。

　この点、当社も含め大いに反省が必要である。

★百聞は一見に如かず

　現地入りまでに、事前の予備知識も砥々持たず、どうせ安物の雑貨をテント

での露店で売っているだけの地方の田舎町なんだろうと勝手に頭に思い描いて

いたのですが、実際はとんでもない地球的スケールの別世界でした。

　中国さん、義烏市さん、ホントにご免なさい。深く反省しています。



中国漸江省義烏市視察派遣事業報告

有限会社おかや（四季彩遊和華）

　　　　　　　　　岡谷雄一郎

　2016年10月21日（金）～10月24日（月）淡路市の友好都市である中国漸江省義

烏市へ『国際小商品博覧会視察、淡路市友好訪問団』の団員のひとりとして民間企業

から3泊4日の日程で参加させて頂き、まずは企画・調整して頂いた淡路市役所・中

国義烏市・淡路市商工会そして御同行して頂きました方々皆様に感謝申し上げます。

　関空から杭州空港に降り立ちマイクロバスで2時間余り高速道路を走り義烏市街地

に到着。そこで見た光景はとにかく凄いクルマの交通量と交通マナーの悪さにまずは

カルチャーショック…分かりやすく言うと割り込みするのは当たり前、クラクション

の雨嵐…自分自身とても中国ではクルマの運転は出来ないと瞬時に思ったのが最初

の印象でした。ただその反面、私たちの語学力では全くと言っていいほど会話になり

ませんでしたが、中国の方々も私たちも必死にジェスチャー交じりに会話を成立さそ

うと必死になってくれてる姿にクルマの運転とは違い懐の大きさを感じました。

妻い交通量＆交通マナー 義烏市の夜市① 烏市の夜市②

　さて『中国義烏市国際小商品博覧会』の視察では会場は5つの建物に分かれ雑貨・

玩具・工具・住宅設備・工芸品等、約6400ブースもの出展店舗があり、世界から

バイヤーや観光で訪れている人たちで賑わっておりました。当社関連の造花出展ブー

スも多く、まだ日本には輸入されていない新商品も多数PRされており、世界への情

報発信拠点でもあるこということも認識できました。



　午後から訪れた義烏市国際商貿城（福田市場）での視察では、ひとつの建物に造花

関連の出展ブースがなんと700店舗もあり、店主からの情報では日本の大手造花メ

ーカーに出荷している店舗や、自社工場を持ち日本の中堅メーカーから依頼を受けて

OEM商品を製造して出荷している店舗も多数出展しており、店主からの情報では条件

さえ揃えば当社が直接その店舗との輸入取引やOEM商品の製造も可能というワクワク

するような情報を聞きましたが、正直全くと言っていいほど時間が足りませんでした。

義烏国際小商品博覧会場 福田市場造花関連ブース① 福田市場造花関連ブース②

　昨今、身の周りにあるモノのほとんどが海外商品または海外製造商品でありますが、

今回の義烏市視察で日本の商品を目にしたのはごく僅かで、人民政府の方や知東学会

の民間企業の方々からは『日本の製品は非常に性能・耐久性・デザインも素晴らしい

ので、中国にMade　in　Japan商品を是非とも送り込んで欲しい』と言われ、実際に市

場では日本製品の日用雑貨等は日本価格の1．5倍～2倍の価格で販売されており、特

に赤ちゃん用オムツの『メリーズ』は雑貨店舗の入口に山積みし目玉商品として飛ぶ

ように売れているらしいです。

日本でもよく目にする日本商品 赤ちゃん用オムツのメリース



今後の展開として考えられる事は、我が社も含め小規模企業が海外からの仕入れ（輸

入）や海外での販売（輸出）のルートを作ることは容易ではありませんので、まずは

友好都市でもある義烏市に協力して頂き、中国・義烏市で淡路市のアンテナショップ

を作る事により世界中のバイヤーと関わり、Maid　in　Awajiの商品を持ち海外進出に

意欲の持っ淡路市内の企業を募集し期間限定で出展することができれば、中国市場を

通して世界に販路を広げるという壮大なプロジェクトも夢ではないと思いました。

●ハードルを低くした設定で義烏市に淡路市のアンテナショップ→チャレンジショ

ップ⇒自社出店という流れ。

高速道路にもETC

『

貧富の格差が伺える民家

市街地は建築ラッシュ 高層ヒル街



淡路市海外視察（中国義烏市）報告書

志筑印刷株式会社

　　明石　章良

　急成長をしている中国義烏市の活況ぶりを目の当たりにして世界の貿易状況を

垣間見ることができる貴重な経験をさせていただきました。

　まず、義烏市の街並みは高層ビルが密集したくさんの車やバイクが行き交う活

気のある商業都市でした。一方、ある地域では空き家が多く、夜は照明のある場

所と漆黒になっている場所との差がはっきりと見え、急成長のひずみによる格差

を感じました。

　2日目に行った博覧会と商貿城は、建物はAからE塔までの5つと、1から5区

までの5キロの幅の市場で、いずれも出店数はわからないが、サイズの大きさには

驚きまレた。当然全てを見ることはできませんでしたが、各出店企業の真新しさや、

中国ならではの企業のイメージや商品のクオリティの高さには驚きました、また、

日本人が気に入りそうな商品が多数あり、価格は物にもよるが安く見受けられた。

ただし、輸入するとなると、ロット数が多くノベルティとして少量を仕入れるこ

とは難しいと説明を受けました。

　3日目のソックス製造企業の訪問では一流ブランドのOEMとして日本やヨーロッ

パで人気のブランド品を一手に引き受けていました。良い製品を世界中に送りだ



しているという自負があるようで個人の意識が高く、一人ひとりの生産量が高い

そうです。また、案内をしてくれた方もとても丁寧に詳しく説明をしてくれてま

した。それらのことから、サービス面での質の良さや、仕事に対するプライドの

高さを感じた。

さて、交流会では、仕事への取り組み方、

自国への想い、相手国の素晴らしい点に

ついて意見を交換しました。中国の多く

の若者の夢は「経営者になること」だそ

うで、業種を問わず、自分で道を切り開

いていくという気概をもって勉強や仕事

をしているそうです。ここに、今以上に

発展していく潜在的な可能性を感じました。また、彼らは製品を作ることだけで

なく、観光にも興味を持っており、日本の京都はなぜ多くの人を集めることがで

きるのかなど、人が集まる仕組みについても考察中だと言っていました。商業都市

として貿易だけをするのではなく、ソフト面でも成長し、商人以外の人々にも訪

れて欲しいという想いを熱く語ってくれました。成長し続ける都市で常に向上心

を持った方々に出会うことは新しい展開を考える上で刺激になりとても勉強にな

りよかったです。

　また、最終日に訪れた、国際資材資料市場で印刷機械を製造販売している企業が

ありました。価格は日本の5分の1から10分の1ぐらいで性能は気にはなります

が、実際の印刷物のパンフレットを拝見する限り特に問題はなく、品質は日本と変



わりませんでした。

最後に特に思ったことは4日間を振り返ると、語学力があればもっと深くこの中

国と言う国の、知り得る情報があるのではないかと痛感致しました

　また、是非訪問したいです。



淡路市海外視察団派遣事業（中国漸江省義烏市）報告書

株式会社島村

　角村　憲一

　中国本土上陸が、10年に一度の大型台風22号が接近する中、平成28年

10月21日から24日の3泊4日で中国漸江省義烏市を淡路市海外視察団の

民間企業からの一員として団員8名で訪問させていただきました。

　渡航説明会において昨年度参加視察団員から情報をお聞きしていたので今回

の訪問が興味津々で渡航するのが楽しみでなりませんでした。

　情報に基づき用意した防護マスクは、天候の関係で必要ありませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　義烏市の町並みは、5階建てのビル

　　　　　　　　　　　　　　　　臨を数十棟建設して1階は店舗、2階以

　　　　　　　　　　　　　　　　　上は住居として町づくりが完成してい

る。それが、そこらじゅうに展開して

おり、また広大な土地が未開発なので

高層ビル群の建設ラッシュ中であった。

200万人都市ではなくどんどん成長

を続けるカを持った義烏市であると実

感した。ただ、明らかに貧富の差は存在していると感じざるを得なかった。

　国際小商品博覧会場の規模には正直ビックリした。1区から5区まであり直

線距離にすると約3kmもあるそうだ。1区には同業種の店舗が数階にわたり

あり、正直どの店舗に立ち寄るのが良いか迷った。通訳は、1名しかおらず団

体での行動となった為、自分が希望している場所に訪れることが出来なかった

のが残念であった。またwifiの環境が悪く翻訳アプリ（googleは規制あり）

が使えなかったので、質問することが出来ず悔しい思いをした。次回訪れる時

は、業界別に通訳が必要であると感じた。驚いたのが、巨大電光掲示板に商品

群毎に商品指数が表示されていたことである。

　国際商貿城（福田市場）は、世界最大規模の総合卸し市場であり、事前にど

のブースに訪れるか案内図等資料を用意し、計画していかなければ時間的にも

非効率であると感じた。通訳のおかげで凹凸版込みのタオルが2000枚で＠53

円であり、輸入コストがわかれば今後の取引が可能であることを確信した。

　海外からの輸入商品特に日本から食品に関心があったので翌日再度訪れる



ことが出来たので良かった。日本の商品は、充実しておらず日用雑貨が多く食

品に関しては数点しか無かったのが残念に思えた。商品は輸入コストが加算さ

れており、約1．5倍の価格であった。電化製品は、電圧の関係上、韓国製品の

物ばかりであった。思わず目を驚かさせたのが、トラやライオンのはく製があ

ったことであった。中国での需要があるのだろうなあと感じた一瞬だった。

　トラックのコンテナ基地施設である義烏

港（Port）を訪問しその巨大さに驚いた。

いわゆる税関である。そしてトラックがコ

ンテナを積載したまま内容物をチェックす

る施設があり、約5分間で検査を行うこと

にも感心があった。

民間企業訪問は、3ヶ所訪問した。　　　　　　（写真）1：330の全体模型

【森宇集団有限会社】

　漢方薬のサプリメントを取り扱う施設で養命の「仙草」ハウス栽培場を見

　学した。ハウスの中では、湿度を保ち、生育の為に音楽が流れていた。こ

　の植物は、場所をとるため、他の木に植樹（寄生又は木に穴を空けて植え

　付ける様であった）していたり、栽培方法を研究している感があった。

【義烏市航賓模倣植物有限会社】

　造花工場で約3000種類を製造している。花型をプレスで切断し、花弁

　の1枚1枚を金型で並べプレスして成型したり、葉っぱも金型に並べ樹脂

　で接着したりして製造している。商品価格としては、1／20程度である。



【漸江埜梛ソックス有限会社】

　ソックス製造工場で自社のオリジナルブランドと他社のOEM製造を行っ

　ている。ソックス編機は、1台70万円で5000台で製造をしている。

　日本製は置いていなかった。作業員給与は、月27日勤務、約10万円。

　最終日に訪れた国際生産資料市場は、今回の視察で大変有意義なものであっ

た。最初、印刷機の関係で紹介されたのだが、実際に使用可能な機器が、多数

あり、興味津々であった。中国製なのだが、中身の電子部品は、日本製や外国

製を使っており、外側の筐体は、雑な造りだったが、価格は極めて安く驚いた。

また展示スペースは、小さいが、実際の会社は従業員数1000名以上という規

模の大きさに驚いた。そして6割が輸出をしているとのことだった。

　時間の関係で24時間フル活動の食料品卸し市場には行けなかったのが残

念であった。

　知東学会のメンバー5名との交流会は、非常に楽しかった。特に中国では、

若者は、名刺を持参せずスマホアプリ「WeChat」にて名刺交換を行うのが通

例で会社間でも通常に行われていた。製品の動画等もこのアプリで実際に活用

しました。　「LINE」　「Facebook」が使えないので注意が必要である。

　義烏市には、　「神戸ビーフ」　「淡路ビーフ」等の日本産の食材が、輸入され

ていないので淡路市との友好・交流を通じて市場が開ける事は明らかであると

実感した。玉葱関係の加工品は、中国でも販売しているので健康や効能を全面

的にアピールしないと市場は無い様なイメージを受けた。だが、民間関係でお

互いWin・Winの関係が出来そうな予感を感じた。また人民政府外事主任から

淡路市と義烏市の交流展示スペースにて商品の売買も含め活用してほしいとの

提案があった。

　今回淡路市海外視察団の一員として参加できたことで有意義な経験をさせ

ていただきました。これを機会に友好都市として弊社でも流通を少しでも拡張

できればと考えています。

　関係者の皆様、本当にありがとうございました。　（謝謝）



淡路市海外視察団派遣事業（中国漸江省義烏市）報告

淡路市商工会

　仲井　英樹

　今回、淡路市海外視察団派遣事業のメンバーとして、平成28年10月21日（金）

～ 24日（月）までの4日間、中国漸江省義烏市を訪問させていただきました。

第1日目（10月21日）

　初日は移動日で、朝9時30分に淡路

市役所を出発し、車～飛行機～車と乗り

継ぎ、約9時間の行程で、宿泊するホ

テル義烏商城賓館（漸江省義烏市）に予

定どおり午後6時30分頃到着した。

　杭州空港から義烏市までの約2時間

の道中では、日本とは明らかに違う風景

と異常に発せられるクラクションで、中

国にいることを実感した。

ホテルからの風景

第2日目（10月22日）

　視察の大きな目的である、「中国義烏

国際小商品博覧会」と「義烏市国際商

貿城（福田市場）」を見学した。どちら

の会場もとても短時間で回りきること

ができない規模と聞いてはいたが、予想

していたよりも格段に広い。その中で特

徴的だったのが、同じ商品を販売する店

舗がこれでもかというくらい軒を連ね

ていて、造花（シルクフラワー）を販売

するお店が約700店舗もあるという。卸売市場ではあるが、そこには、競合他

社との差別化やマーケティング戦略などの概念がまったく存在していない様子

で、異常な光景にも見えたが、これも全世界から注目される圧倒的な需要（バ

イヤー）に対して、創意工夫する必要がなく、作れば売れる、“生産志向”が見

て取れた。ただ、そうした環境でも、視察団の岡谷さんは、ある店舗に足を止

めサンプル品を購入した。聞けば、「一見、どの店舗もどの商品も同じに見える



が、この店舗の品質はとても高い」

感じた場面であった。

同業種が並ぶ店舗風景

とのことで、購入者の目利きカの重要性も

品質の違いに目を光らすバイヤー？（岡谷さん）

【交　流】

　義烏市人民政府外事公室の、黄主任と

王副主任との交流会があった。

　黄主任は、見たところ40代前半くら

いで、目の奥に鋭さを持ち合わせ、いか

にもエリートといった風貌で、次々と投

げかける我々の質問（ジョークにも）に

真摯に回答する姿がとても印象的な方

であった。

黄主任（左から2人目）

第3日目（10月23日）

　「森宇集団有限会社」は郊外に立地し、

約8，000坪という広大な敷地の中で、健

康食品の原材料となる植物を栽培してお

り、静かな場所で整理された栽培環境が

印象的であった。ちなみにこちらの生産

する商品は、たいへん高価なもので、中

国でも拡大する健康志向のユーザーが好

んで購入すると聞く。貧富の差が広がり、

ますます二極化が進む中国で、さらに発展していく可能性の高い企業である。



　「義烏市航賓模倣植物有限会社」は、前

日見学した、圧倒的な品数と店舗が並んだ

造花（シルクフラワー）の製造工場の一つ

で、約3，000種類の商品を製造している。

中国製は“悪かろう安かろう”のイメージ

があるが、製造される商品の品質は高く、

日本への輸出も増加しているとのことであ

った。

　「漸江夢梛ソックス有限会社」は、約30

年前に設立され、2008年に開催された北京

オリンピックなどの国家プロジェクトとと

もに、一代で巨大組織へと成長を遂げた企

業である。なお、賃金水準が、中国の同様

の労働者と比較しても、2倍くらいとのこ

とで、待遇のよい企業でもある。

【交流】

　日中産業友好協会毛漸江省支部長他、企業経営者など4人との交流会が催

された。事前情報では、事業の成功者集団であり、中国という国のスケールの

大きさを感じることができるグループと聞いており、非常に楽しみにしていた

会でもあった。いかにも今時の若者な雰囲気と風貌に最初はとまどったが、会

話（カンペイ）を通じて、お互いの理解も徐々に深まり、時に見せる実業家の

顔も感じることができた。毛支部長の「日（淡路）中の交流をもっと深め、WIN・

WINの関係を発展させたい」という熱い想いがとても印象的であった。



第4日目（10月24日）

　帰国するまでの短い時間、国際生産資料市場を訪問し、展示された製造機械

を見学した。視察団の中にも機械類に知識が深いメンバーが多数おり、日本で

の相場比較で、平均1／3～1／5くらいの価格だったそうで、おのおの気にな

る機械の前で「ハウマッチ」の言葉と、金額を聞いた時の驚愕のリアクション

がおもしろく、あっという間に過ぎた時間であった。

～ 視察を終えて～

　このたび、世界規模で開催される博覧会や卸売市場の舞台となる、“中国義烏

市”に接する機会をいただき、そこで“ヒト”と“モノ”との圧倒的なパワー

とスケールの大きさを目の当たりにし、遠慮と奥ゆかしさが美徳とされる我々

との違いを痛感しました。

　商工会職員として重要な業務である企業支援において、今回の貴重な経験を

少しでも活用できるように、日々研鎭を深めて参りたいと思います。

　最後になりますが、今回ご一緒させていただきました、商工会員企業並びに

淡路市役所の皆様にはたいへんお世話になりました。おかげで有意義で貴重な

経験ができましたことを心よりお礼申し上げます。　　　　　　　　　　　・



国際交流の第一歩を踏み出す

淡路市企画政策部秘書広報課

　　　国際交流員　醇　秋燕

　国際交流員として、初めて海外視察団事業の引率者兼通訳として団員8名で

友好都市である中国義烏市を訪問させていただきました。

　今回の訪問の目的は、義烏市で開催される世界規模の博覧会の視察、日用品

などの卸売市場（国際商貿城）の見学、企業見学、義烏市との友好を兼ねて政

府間や企業間の交流・連携を図ります。

◆国際小商品博覧会・国際商貿城見学（10月22日）

　国際小商品博覧会と国際商貿城の規模には驚きました。

　博覧会会場では、中国国内や世界からのバイヤーで賑わっていました。その

なかで、驚いたのはアラブ人のバイヤーの姿が多かったです。中国の若い経営

者はノートPC　1台で流暢ではない英語に必死にジェスチャー交じりに商談を

している姿も印象的でした。

　国際商貿城は5つの建物に分かれており、6坪ぐらい大きさの店舗が約7万軒

あるそうです。今回の団員の視察希望で1区の造花、工芸品と4区の日用雑貨、

タイル関係を見学しました。造花、タオルについて、価格は日本国内の小売価

格の1／10ぐらいです。5区の輸入商品館の日本館では、日本の商品は主に日用

雑貨が多く、特に赤ちゃん用の紙オムツは目玉商品として店舗の入り口に置か

れていました。価格は日本価格の1．5倍～2倍です。電気製品は電圧の関係で韓

国製の電気製品が多かったです。

義烏国際小商品博覧会会場 輸入商品館の日本製オムツ



◆義烏市人民政府との交流会（10月22日）

　　義烏市人民政府外事弁の黄主任、王副主任、英語通訳の貝さんと交流会を

行いました。黄主任から、「義烏市の商品は世界中に販売されているが、これか

ら輸出だけでなく、輸入についても力を入れたいと考えている。来年5月開催

予定の義烏輸入商品博覧会にブースを出品することを検討してみてください。

また、国際商貿城の輸入商品館にアメリカ（MUSCATINE　CITY）のピーアルゾー

ンがある。是非、淡路市をピーアルするゾーンの設置を考えてみてください。」

と提案を受けました。

◆知東学会（若手経営者0）集まり）

　　知東学会の毛さんがこれまで淡路

市訪問した若手経営者を集めて交流会

を行い、団員たちと大変盛り上がった

交流会となりました。その中で9月に

淡路市を訪問いただいた青年旅行会社

の徐副総経理と毛さんは、「淡路市は景

色もよく、食べ物も美味しいから、淡

路島で2泊3日のツアーを計画したい

と考えている。淡路市から観光コース

を提案してほしい」と要望がありました。

との交流会（10月23日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような繋がりによる両市の企業

間の経済交流をもっと深めていくことが出来たら良いと考えます。

◆国際生産資材市場見学（10月24日）

　印刷関係の機械を中心に見学に行くつもりでしたが、すぐにでも使用可能な



機械（簡単な包装機、液体充填機など）が多くて、団員たちが興味津々と機械

の中身を見たり値段を聞いたりしていました。団員の方々から「雑な造りだっ

たが、価格は極めて安い」、「日本製の少なくとも1／3の感覚、不思議です」「も

うちょっと時間があったら、じっくり見たい」という声が多く聞かれました。

◆義烏市訪問の所感

　今回の視察は、義烏市人民政府国際交流担当（通訳）が不在であり、義烏市

での視察行程がスムーズに進められるか渡航するまでに不安でしたが、義烏市

人民政府の王副主任と貝さん、国家税務局の陳副主任に温かく迎えてもらい、

安心いたしました。皆さまの協力で3泊4日間の視察は無事に終わりました。

これまでの交流の積み重ねがあってこそだと強く感じました。そして、今回の

貴重な経験を大切にしながら、今後の国際交流事業の派遣と受入に少しでも活

かしたいと思います。

　義烏に行くまでに、中国経済成長スピードが停滞していると報道されました

が、今回の視察で市場規模の大きさと経済成長に向け国家主導でまちづくりが

進められいることを実感しました。

　淡路市と義烏市の友好関係を活用して、企業の方々は義烏市で開催される博

覧会に展示ブースを設け、販路開拓が実現できれば良いと思います。


