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～需要が高まる冷凍ケーキ～ 

昨今、日本の洋菓子業界において、オンラインショップ事業は急速に成長し、全国どこにいても、名

店の味を楽しめる時代になりました。中には、崩れやすい生ケーキの配送は避けたいし、現物を見るこ

とができないオンラインショップは味気ないと感じる方もいるのではないでしょうか。しかし、ケーキ

を店で買うと持ち歩きの時間を気にしたり、荷物がかさばったりします。そんななかで、「出来立ての味」

に近い状態で食べられるのは、冷凍配送されたケーキなのです。近年冷凍ケーキが注目され、ケーキ通

販サイト「Cake.jp」の登録会員数は 2020年 10月時点で 50万人を突破しています。 

 

中国では冷凍パン及び冷凍ケーキを含む冷凍ベーカリー食品は、ベーカリー業界の一部として 30年以

上前から展開されています。浙江省杭州市の税関によると 2018 年１月から 2018 年４月までの４か月の

間で杭州市から海外へ 42.08 トンの冷凍スイーツが輸出され、前年同月比 1105.7％の伸び率です。主な

輸出国はカナダ、タイ、日本です。冷凍ベーカリー食品は海外輸出においては好調ですが、中国国内で

の消費者の認知度は低く、あまり浸透していません。2019 年の中国国内におけるベーカリー食品の販売

額は 2,317億元、2009年から 2019年の年平均成長率は 12.3％に達しました。「食品伙伴網行業研究中心

（食品パートナー業界研究センター）」は、2020年のベーカリー業界の市場規模は 2,530億元に上り、2019

年から 2024年の年平均成長率は 12.6％に達すると予測しています。 

 

中国国内において、生ケーキはケーキ店及びパン屋、スーパーなど BtoCで消費者に直接販売されてい

るのに対し、冷凍ケーキは卸売業者が喫茶店及びレストラン、バーなど BtoBで販売されています。しか

し、ここ数年で、BtoCで冷凍ケーキを販売するブランドも増えてきました。北海道の人気洋菓子店「LeTAO」

は 2018年の中国進出以降、上海市内の中心地に７店舗を構え、EC販売の「天猫旗艦店」にもオープンし、

現在では中国人消費者の知名度も高く、冷凍ケーキの人気店となっています。 

 

 しかし、冷凍ケーキで成功している企業はごく一部であり、中国国内の冷凍ケーキ市場の発展を妨げ

ている原因は主に２つあります。 

１つ目は、冷凍ケーキのブランド力が低く、味や種類などに偏りがある点です。冷凍ケーキは工場で

製造され、作業工程が増えるとコストもかかることから、主に製造される冷凍ケーキはムースケーキや

中国人に人気な抹茶やドリアン風味の冷凍ケーキが多いです。各冷凍ケーキにおいて、味や種類、価格

帯など差別化があまりされていないため、価格競争が激化しています。 

２つ目は、消費者の冷凍ケーキに対する認知度が低く、品質に対して不安を持つ消費者が多い点です。
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中国の消費者は口当たりや賞味期限などを重要視しています。冷凍ケーキブランドが価格競争に陥ると

冷凍ケーキの品質が下がり、今後更に消費者に冷凍ケーキが受け入れられなくなる可能性もあります。 

 

中国では若い世代を中心に、食の西洋化が進んでいます。生活水準が高まるにつれて、祝い事や一般

贈答にかける費用も上昇していることから、今後は安いケーキよりも高くても高品質のケーキが消費者

に求められるでしょう。領土の広い中国では、冷凍ケーキは賞味期限が長く、形が崩れにくく、輸送に

適していることから冷凍ケーキのニーズは更に高まるでしょう。 

 

 

 

【新政策動向】 

◼ バイオ安全対策強化へ 

９月 29日に開いた共産党の会議で、習近平国家主席がバイオ分野の安全対策を強化するよう指示

した。新型コロナウイルス感染症の流行のような、社会を揺るがす事態が内外で発生することに

備える。ウイルス研究所などでの漏えい防止対策も強める。 

◼ 各産業の標準化推進へ、競争力向上図る 

10月 10日、中国共産党中央と国務院（中央政府）は、各種産業の標準規格の整備に向けた「国家

標準化発展綱要」を発表した。政府が主導する形で、2025年までに各分野の標準化を推し進める。

国家競争力の向上や経済発展につなげる狙い。 

◼ 「子どもに優しい都市」、2025年に 100都市 

中国国家発展改革委員会（発改委）など中央 23部門は、子どもに優しい都市づくりに向けた指導

意見を発表した。子どもの成長と発達に適した条件や環境、サービスを提供し、2025 年をめどに

全国の 100都市に設置する方針。 

◼ 電力フル稼働指示、不足解消で原発も総動員 

10月 19日、中国政府は、電力不足を解消するため、エネルギー関連の大手企業にフル稼働するよ

う指示したと発表した。中国で主力となっている石炭火力発電だけでなく、水力や原発も総動員

して電力を確保する方針を示した。 

◼ サービス貿易の５年発展計画 デジタル強化、外資開放も推進 

10月 19日、中国商務省など中央 24部門は、サービス貿易の第 14次５か年計画（2021～25年）

期間の発展計画を発表した。「デジタルサービス貿易」に関する項目を初めて５か年計画に盛り込

み、発展目標を明確に示した。外資に対するサービス貿易の開放も進める方針。 

◼ 家庭のしつけも法制化へ、政府が価値観介入 

中国の習近平指導部は、しつけなどを規定する「家庭教育促進法」を制定する。10月 23日までの

全国人民代表大会常務委員会で法案を可決する見通し。過剰な学歴競争を緩和し、学力偏重から

道徳や生活習慣の教育をより重視するよう保護者に促す狙い。 

 

 

政策・経済トピックス 
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【経済・産業】 

◼ 電力需給に危機感、送電最大手が対策 

９月 28日、国有送電最大手の国家電網の辛保安董事長は緊急会議で、今月に入り「電力需給が新

たな試練に直面している」と明らかにした。地域を跨いで電力を配分するなどの対策に乗り出す。

中国各地で電力不足が深刻化し、工場の稼働停止を迫られるなど影響が広がっている。  

◼ 北京五輪、観客は中国本土在住者のみ ワクチン未接種参加者は 21日間隔離 

９月 29日、国際オリンピック委員会（IOC）は 29日、来年２月の北京冬季五輪で適用する新型コ

ロナウイルス感染予防策の基本方針を発表し、観客は中国本土在住者のみ容認することが決まっ

た。海外からの観客受け入れは断念したが、大半の会場が無観客だった今夏の東京大会からは前

進した。ワクチン未接種の大会参加者には北京到着後に 21日間の隔離措置を講じる。医学的な接

種免除理由がある選手については考慮する。接種済み、または隔離を終えた参加者は宿泊や輸送、

競技会場で外部との接触を遮断する環境に置かれ、大会関係のスタッフを含めて毎日検査を実施

する。 

◼ 人材サービス業、2020年売上高は２兆元超 

人材紹介や人材派遣などを含む人材サービス業が中国で急速な発展を遂げている。国内業界の年

間売上高は 2020 年に初めて２兆元（約 35 兆円）を突破。人材の流動性向上を図る中国政府の方

針が発展を後押ししている。 

◼ 2025年までに国有上場企業 20社増へ 上海市 

上海市国有資産監督管理委員会（上海市国資委）は、第 14次５か年計画（2021～2025年）期間に

国内外に上場する国有企業を 20 社余り増やす方針を示した。上海市が管轄する地方国有企業で、

国内外に上場している企業は現在 90社。 

◼ ９月の新築住宅価格、下落都市が５割超え 

10 月 20 日、中国国家統計局が発表した９月の全国 70 都市の新築住宅価格（低・中所得者向け住

宅「保障性住宅」を除く販売用住宅）は、36 都市が前月と比べ下落した。横ばいは７都市。上昇

した都市数は前月から 19都市減少の 27都市で、４か月連続の減少となった。 

◼ 紡織業界の海外投資が回復、上期２倍に 

紡織業の業界団体、中国紡織工業連合会は、中国紡織業界による今年上半期（１～６月）の海外

投資が前年同期比２倍の９億 5,000 万米ドル（約 1,085 億円）になったと明らかにした。製造業

の海外投資に占める同期の割合は 11.5％となった。 

 

【日系・外資企業動向】 

◼ クレステック、蘇州市に新工場 

取扱説明書など印刷を手掛けるクレステック（静岡県浜松市）は、約 8,200 万元（約 14 億 2,000

万円）を投じ、江蘇省蘇州市に新工場を建設する。2022年 10月をめどに順次稼働させる。説明書

印刷の取引増加に伴う生産能力の拡充を図るため、同市にある既存工場を移転、拡張する。 
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◼ アイリスオーヤマ、天津工場が稼働 

アイリスオーヤマ（仙台市）は今月から、天津市に設けた新工場を本格稼働させた。家電製品な

どを生産する工場で、中国の生産拠点としては 10か所目となる。華北エリアへの迅速な出荷が可

能となるほか、中国で拡大するインターネット通販での競争力向上につなげる狙い。 

◼ トヨタの新車販売、９月は 36％減の 11.5万台 

10 月 11 日、トヨタ自動車の中国法人、豊田汽車（中国）投資は中国での９月の新車販売台数は、

前年同月比 35.9％減の 11万 5,000台だったと発表した。東南アジアでの新型コロナウイルスの感

染拡大に伴う部品の供給不足によって在庫が不足し、２か月連続で前年実績を下回った。 

◼ 日産の９月新車販売、26％減の 10.4万台 

10月 11日、日産自動車の中国法人、日産（中国）投資は、中国での９月の新車販売台数が前年同

月比 26.2％減の 10万 4,443台だったと発表した。マイナス成長は５か月連続。新型コロナウイル

スの流行や原材料の不足、小型商用車セクターの停滞と競争激化などが影響したと説明した。 

◼ シャープ、OPPOとクロスライセンス契約締結 

10月８日、シャープは、中国のスマートフォンメーカーOPPOとの間で通信技術の特許などに関す

るクロスライセンス契約を締結したと発表した。端末製品も相互に販売し合う。これにより、2020

年から世界各地で展開していた両社間の特許関連訴訟は終結する見込み。シャープと OPPOは 2020

年１月以降、LTE通信や無線 LANに関連する特許を侵害しているとして、日本やドイツなどで互い

に損害賠償を求める訴訟を起こしていた。シャープによると、すでに訴訟取り下げの申請は終了

しており、近日中に完了する見通し。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2021年 10月 21日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 5.5878人民元 

 

 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

〜上海市における中国外国人永久居留身分証取得について〜 

 中国での滞在が様々な事情により長引くことで、中国版グリーンカードと言われる「中国外国人永久

居留身分証」（以下、永住権）の取得を考えられている話を聞くことがございます。今回は上海市にお

ける永住権の取得条件について紹介したいと思います。 

現在、上海市では外国籍者で以下の各取得申請にて、永住権の取得申請ができるとされています。 

 

１．自由貿易区臨港新片区就業人員による取得申請（中国語：自貿区臨港新片区就業人員申請永久居留） 

２．科学研究チーム推薦人員による取得申請（中国語：科研団隊推薦人員申請永久居留） 

３．特殊人員による取得申請（中国語：特殊人員申請永久居留） 

４．夫婦関係による取得申請（中国語：夫妻団聚人員申請永久居留） 



 

5 

 

2021 年 10月号 
 

５．就労人員による取得申請（中国語：任職人員申請永久居留） 

６．投資人員による取得申請（中国語：投資人員申請永久居留） 

７．親子関係による取得申請（中国語：親子団聚人員申請永久居留） 

８．親族関係による取得申請（中国語：親属投靠人員申請永久居留） 

９．就業人員による取得申請（中国語：就業人員申請永久居留証） 

10．外国籍華人による取得申請（中国語：外籍華人博士申請永久居留証） 

11．国家重点発展区域及び双創区にて就労する外国籍華人による取得申請 

（中国語：在国家重点発展区域和“双創”区工作的外籍華人申請永久居留） 

12．人材類居留許可を持つ人員による取得申請（中国語：持加住人才類居留許可人員申請永久居留） 

13．外国籍優秀卒業生による取得申請（中国語：外籍優秀畢業生申請永久居留） 

  

上記取得申請の中で、比較的申請しやすいと思われる項目は５.就労人員による取得申請と４.中国籍

配偶者との結婚による取得申請になります。まず、５の場合、以下条件を満たす必要があります。 

 

① 上海市で４年以上就労していること 

② ４年間、年収が 60万元（税込み）以上あること 

③ 毎年 12万元以上の個人所得税を納税していること 

④ ４年間、毎年６か月以上、中国に滞在していること 

 

上記の通り、収入と個人所得税納税額によって判断されますが、所属会社や職位、職業は問われず、

条件を満たしているかどうかで判断されます。また、５によって取得した場合、申請者の配偶者及び子

どもも中国外国人永久居留身分証を取得できます。 

なお、４.中国籍配偶者との結婚による取得の場合は、 

 

① 中国籍配偶者と結婚し、５年以上経過していること 

② 中国連続居留期間が５年以上であり、且つ過去５年間の中国滞在期間が毎年９か月以上であること 

③ 安定した住所と生活保障があること 

 

上記条件を満たしていれば申請はできるのですが、上海戸籍配偶者との結婚の場合、実際申請する際

に生活保障のための証明資料を準備して、180日以上保持できる 20万元以上の貯蓄証明を求められるた

め、常日頃貯蓄をしておく要求があり、申請前に上海市出入国管理局に確認されることをお薦めします。 

その他、詳細情報については、上海公安出入国管理局微信アカウント「上海公安出入境管理」→「政

務公開」→「外籍人士」→「外国人永久居留身分証」をご参考ください。 
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ビジネス相談 

 

香川県上海ビジネスサポーターでは、会計・税務、人事労務、経営、法律などのご相談に無料でお答

えしています。お困りの際は、香川県上海ビジネスサポーターまでお気軽にご相談ください。 

 

【相談事例のご紹介】 

 

➢ 質問 

【会計担当者を置かない場合の対処法について】 

上海市で現地法人を設立することになり、会計担当者を置かない場合、他社ではどのように対応

されているのかお教えいただきたく存じます。 

 

➢ 回答 

会計担当者を置いていない企業では一般的に「記帳代行」サービスを利用しています。事業を行

う以上、領収書や会計ソフトへの入力作業等発生しますが、担当者がいない場合や、忙しく帳簿作

成が困難になった場合などに記帳代行サービスが利用されています。 

設立当初は人手不足で業務量も多く、慣れない記帳に頭を悩ますより、外部専門業者などに記帳

代行業務を外注依頼することによって、本業に専念しつつ経理の基本的な仕組みを作ることが可能

です。 
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香川県上海ビジネスサポーター  池田 博明     

〒200030 上海市徐匯区虹橋路 1号 港匯中心 1座 25楼 

（上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司 浦西事務所内） 

 E-mail: kagawa@myts-cn.com 

上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、こちらを検索！！ 
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