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News Release 

報道関係各位 
平成25年 3月1日 

株式会社 クロス・マーケティング（東証マザーズ3629） 
株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント 

 株式会社クロス・マーケティング（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：五十嵐幹 以下、クロス・マーケティング）と、 

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント（所在地：東京都中央区、代表取締役：桑田瑞松 以下、R&D）は、2012年11月から

2013年1月にかけて、中国の4都市（北京/上海/広州/成都）で20～49歳のミドル収入層男女（世帯月収：5,000～7,999元）を対象

に、共同で調査を実施いたしました。 

 ”80后” 「DINKS世帯」や「育児世帯」は、ネットショップを使って効率的に買い物している。 

ネットクーポンに限らず、バーゲン・セールスの際に日用品を買い溜めする傾向。 

 世代を問わず、人付き合いでは「グループチャット」「ミニブログ」を活用しており、中学・高校時代の同級生とも繋がり 

続けている。 

 ５年後の生活目標では、いずれの世帯からも、より快適・広い「家」への住み替えが挙げられた。 

 

 

 

 

 

－ 「中国４大都市・中間層の正体を探る」調査 上海近郊 蘇州市・世帯訪問調査レポート － 

■調査結果 

■調査背景・目的 

 最近、中国経済の減速・停滞を懸念する声が聞かれますが、今回の調査では、中国という「国」や「産業」単位ではなく、 

大都市に住む「中国人中間層生活者」に、個人の生活価値観や生活意識、買い物行動などを尋ねました。その最終レポート 

では、上海近郊の蘇州市で世帯訪問インタビューを行い、＜80后（バーリンホウ）※DINKS世帯＞、＜80后育児世帯＞、＜70年代 

生まれ・40代世帯＞という世帯別に生活実態を明らかにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Ⅰ.80 后 DINKS世帯 ＞ 

                                      ◆自主調査レポートの続きはこちらへ⇒ http://www.cross-m.co.jp/report/china20130301/ 

中国中間層・上海近郊 蘇州市民の生活実態を解明 
  

中国新人類『80后』世帯は、スーパーとネットショップを駆使 
バーゲン・セールやクーポン共同購入サイトを有効活用 

家族構成 夫：29歳  妻：28歳 ※子供なし 

学歴 夫：大学本科卒  妻：短期大学卒 

世帯年収 10万元 

職業 
夫：外資系物流会社勤務 
妻：専業主婦（TAOBAOショップ運営中） 

家事・炊事 妻が担当 

夫65点  
妻70点 

生活 
満足度 ① 団地の外観  64㎡、2DK 

親の援助と市の支援制度を利用して購入 

② リビング    ③ 夫婦の寝室  

④冷蔵庫 

⑤冷蔵庫
の常温室 

⑥冷凍庫
は冷凍食
品で一杯 

人付き合い 

ショッピング 

夫：生活用品のほとんどはスーパーで買う。たまに、タオバオ等のネットショッピングも。 
 

妻：ネットで何でも買うし、リアル店舗よりネットの利用が多い。洋服や靴は試着が必
要なのでリアル店舗で買う。よく「団購」（クーポン共同購入サイト）で気に入ったレスト
ランのクーポンも買う。ステーキ、洋食、鍋、ビュッフェ等。 

夫：同僚、同級生の友人が多い。団地のQQグループ、車（趣味）、会社、同級生のグ
ループにも参加している。 
 

妻：グループチャット。赤ちゃんが欲しい人のグループに参加。 

食料品の購入 

妻：お米は高いものを買っている。高いモノが良いとは限らないが、安いモノはきっと
良くないと思う。見た目の良いものを選んで買うようにしている。傷のある食材は買わ
ない。 

バーリンホウ 

※「 80后」とは、1980年代に生まれた中国の次世代消費者層を示す。 

http://www.cross-m.co.jp/report/rtd20130115/
http://www.cross-m.co.jp/report/rtd20130115/
http://www.cross-m.co.jp/report/rtd20130115/
http://www.cross-m.co.jp/report/rtd20130115/
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<Ⅲ. 70年代生まれ・40代世帯＞ 

< Ⅱ.80 后 育児世帯 ＞ 

家族構成 
夫：35歳 、妻：31歳 
子供： 双子2人（2歳） 妻の両親 

学歴 夫：短期大学卒 妻：短期大学卒 

世帯年収 8万元 

職業 
夫：4つ星ホテル/調理師  
妻：税関勤務 

家事・炊事 同じ団地内に住む夫の両親が支援 

生活 
満足度 

夫85-90点  
妻70点 

②ダイニング      ③夫婦の寝室 

① 団地の外観 
100㎡、3LDK   

内装は業者に任せず、
建材市場で自分たちで
選んで購入。 

 

レジャー 

ショッピング 

夫：今はほとんどネットショッピング。 
 

妻：昼休みに勤務先近くのスーパーへ行く。その他はネットショッピング。
安いし配達してくれるのが魅力。タオバオ、T-mall等を利用。 

夫：時間があったら寝たい。旅行に行ったり友達とも会いたいが、まだ子供
が小さいから無理。両親に子供の世話を押し付けて外には行けない。 
 

妻：今は、ネットでニュースを見たり、チャットしたり。それだけ。 
両親に面倒を掛けてまで、子供を置いて遊びに行けない。 

美容・スキンケア ファッション 

夫：冬乾燥する時に、妻が買ってくるオイルを塗る程度。 
  

妻：メイクはあまりしない。仕事でもする必要がない。 
スキンケア用品はT-mall、バーゲンの時はデパート等で買う。
バーゲンでまとめ買い。デパートから、イベントやセール時に
ショートメッセージが送られてくるので参考にしている。 

夫：洋服は黒が多い。結婚前は母、結婚後は妻が服を買ってき
てくれる。自分にはこだわりが全くない。 
  

妻：洋服のブランドにこだわりはない。セール品で十分。ネットで
買うことが多い。 

⑤ 寝室床に置か
れたベビー用品 

④セール時にまと
め買いした化粧品 

⑥ 洗面台や部屋に積み置かれた
基礎化粧品 

家族構成 
夫：43歳  妻：39歳  
娘：14歳（中学3年生） 

学歴 夫：短期大学卒  妻：短期大学卒 

世帯年収 15万元 

職業 
夫：発電所/運行班長  
妻：サンプル製品技術マネジャー 

家事・炊事 妻が担当 

生活 
満足度 

夫75点  
妻90点 

家電 

夫：家の購入時に、国内ブランドは買わず、全部輸入ブランドを購入した。 
Panasonicのエアコンは何年も使っている。DVDはしばらく使っていないけど。 
  

妻：国産ブランドは買わない。品質が良くないから。SAMSUNGのTVは一目で
気に入って買った。事前に情報収集はしなかったし、計画性も無かった。  

① マンションの外観 
122㎡, 3LDK+2バス・トイレ 

② リビング 

③ ダイニングと冷蔵庫 ④ キッチン 

⑥SAMSUNG・
薄型TV 

⑤ SONY・ﾌﾞﾗｳﾝ管
TV  

⑦ Panasonic ・DVD 

人付き合い 

ショッピング 

夫：1回あたりの買物出費はまちまち。100～500元の間。 
   

妻：週１回以上スーパーに行く。カルフールやショッピングモール等。洋服などの
日用品もスーパーで購入。食材は「健康的なもの」や「新鮮なもの」を選ぶ。最近
は詐欺が多い。比較的値段の高いものを買うようにしている。 

夫：同級生との付き合いが多い。 
   

妻：インターネットでのチャット。QQやWEIBOアカウントを持つ。中学生時代の
同級生が多い。2週間から1か月に1回、お茶や飲茶を一緒にする。 
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■調査概要 

調査手法 ： 機縁リクルートによる、世帯訪問インタビューおよび宅内撮影 

調査対象 ： 中国・蘇州市 20代、30代、40代の中間層 3世帯（世帯月収：5,000～7,999元） 

調査期間 ： 2013年1月19（土）～2013年1月20（日） 

  

 

クロス・マーケティングとR&Dでは、「中国４大都市・中間層の正体を探る」調査として、シリーズで順次発表してまいりました。 

今回は、その世帯訪問調査レポートとなります。 
  

 シリーズ①： 中国人中間層の価値観・生活者マインド （2013/1/21 プレスリリースご案内済み） 

 シリーズ②： 中国人中間層のライフスタイルと消費意識/態度 （2013/1/31 プレスリリースご案内済み） 

 シリーズ③： ITデバイスの普及・利用状況と買物時に重視する情報源（ 2013/2/7 プレスリリースご案内済み） 

 トピックスレポート：「中国人中間層の仕事・キャリア観」と「エレクトロニクスメーカーの市場浸透状況とブランドイメージ」  
             （2013/2/18 プレスリリースご案内済み） 
 

 世帯訪問レポート：上海近郊 蘇州市・世帯訪問調査レポート(今回） 

 
■会社概要■  
  会社名： 株式会社クロス・マーケティング（東証マザーズ：3629） 
  所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座８丁目１５番２号 
  代表者： 代表取締役社長 五十嵐 幹 
  資本金： ２７２，３３０千円 
  設立 ： ２００３年４月１日 
  ＵＲＬ： http://www.cross-m.co.jp/  
  事業内容：リサーチ事業、ITソリューション事業 
  
  会社名： 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント 
  所在地： 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１丁目４番１０号 
  代表者： 代表取締役 桑田 瑞松 
  資本金： ３０，０００千円 
  設立 ： １９６８年１月１７日 
  ＵＲＬ： http://www.rad.co.jp  
  事業内容：マーケティング・リサーチの企画設計、実施及びコンサルテーション 
         経営・マーケティング活動の評価及びコンサルテーション 
   
 ■本資料に関するお問い合わせ先■  
  株式会社クロス・マーケティング  広報担当 大島  
   ＴＥＬ：03-3549-0328      e-mail：pr-cm@cross-m.co.jp  
  
  株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント リサーチ＆ソリューション部 野口 ／ 販促担当 小林  
   ＴＥＬ：03-5642-7711(代表)    e-mail：radnews@rad.co.jp  
  
 ≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫ 
 本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。  
 ＜例＞ 「クロス・マーケティングとリサーチ・アンド・ディベロプメントが実施した調査によると・・・」  

http://www.cross-m.co.jp/
http://www.cross-m.co.jp/
http://www.cross-m.co.jp/
http://www.rad.co.jp/

