
意外と知らない、データで見る越境EC
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2. 越境ECでペイパルが果たす役割



1.越境EC市場の概要



世界の消費者にとって越境ECは日常に
ほぼすべての地域で、半数以上 の消費者が越境ECでの購入を経験

北米 西欧 東欧 中東 中南米 アフリカ アジア

国内のみ 国内/越境両方 越境のみ



越境EC市場規模（B2C）

$4240億 ドル

（約46兆 円）

越境ECの販売額が全EC市場の

15% に

成長する越境EC市場

Source: Forrester Research, Online Cross Border Retail Forecast, 2016 to 2021

2021年には…



世界各国のEC市場規模
日本の外を見ると大きな市場が存在

2018年度の規模が大きい国はどこ?
単位：億ドル

※情報源はemarketer
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越境ECで人気の国は？

中国人に人気の国ランキング アメリカ人に人気の国ランキング



世界の消費者に高い人気
のある日本

越境ECの購入先として世界5位

• 高品質

• 自国では見つからない魅力的な商品

• “ジャパン・ブランド”の公式サイト／公式商品



越境ECで人気の購入カテゴリー

Q.過去12ヶ月、オンラインでどのカテゴリーの商品・サービスを海外から購入しましたか（複数可）?

アパレル、靴、アクセサリー

電気製品、パソコン/タブレット/携帯、周辺機器

玩具、趣味用品

宝飾品（時計、アクセサリー）

コスメ、美容用品

記念品、収集品

スポーツ、アウトドア用品



各国の越境EC購入者に人気のカテゴリー

(出典) PayPal IPSOS CBT Research 2015／PayPal Passport

衣類・アパレル

音楽・ビデオ・ゲーム

おもちゃ・ホビー

本・CD・DVD

化粧品・コスメ

食料・アルコール

電化製品



価格が安い(72%)

自国で手に入らないものが買える(49%)

最新の興味深い製品が探せる(34%)

品質が高い(29%) 

配送費用の手ごろ感(24%)

#1

#2

#3

#4

#5

なぜ越境ECで購入するのか？
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配送費用が高いのでは？(25%)

届くまで時間がかかるのでは？(24%) 

きちんと配送されるかどうか不安(24%)

関税や手数料への不安(24%)

#1

#2

#3

#4

#5 返品が簡単にできるかどうか不安(22%)

越境ECで購入をやめてしまう理由



購入に至るまでに、
多くの離脱が存在



購入フロー上での断念は、約半数が決済原因

支払いの段階で購入をやめる理由

使いたい支払い手段がなかった

そのショップを信頼できなかった

支払いへの保護に関する明確な記載がなかった

カードを取り出すのが面倒だった

提供されている支払い手段が安全かどうか不明

32%

24%

22%

20%

19%

Sources: 1. Monetate E-Commerce quarterly Q2 2018 2 Ipsos survey of 1,500 on-line shoppers strongly agreeing with phrase, “I have 
abandoned a transaction because my preferred payments provider wasn’t there” Q2 2018. 3 Ipsos survey of 1,500 shoppers A11. Thinking 
about when you have ever stopped shopping with items in your basket/ cart before getting to the point where you were shown options for 
payment, which of these, if any reasons, why you did this? A12. Thinking about when you have ever stopped shopping at the payment 
stage or when you were asked to confirm payment, which of these, if any were reasons, why you did this? A13 4 comScore 2015

支払いの段階で購入をやめる割合

46.1％

Source: Internet Retailer’s research among U.S. online shoppers 



EC事業者は、決済によって信頼性を上げ、

購入を促進することが可能

良い支払いフローがあるサイトを、
より信頼する。

自分の好きな支払い手段で支払える
サイトでしか購入しない。



2.越境ECでPayPalが果たす役割



ペイパル決済とは

Copyright ©2018 PayPal Inc. All rights reserved.



ペイパルとは

Copyright ©2018 PayPal Inc. All rights reserved.



1 5年以上の決済事業における実績を持つシリコンバレーのテックカンパニーとして、

消費者より信頼度の高さと、プライバシー保護に関して、第一に選ばれています。 * 1

25
の通貨に口座が対応 *2

203
の国と地域

+100
の通貨に対応

2.77億
アクティブアカウント数 年間取扱高

+¥63兆
導入店舗数

+2,100万

決済のグローバルスタンダード

No.1
ブランド
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選ばれる理由は「安心・安全」

（海外のECサイトでペイパルを使う理由）

アメリカ イギリス オーストラリア

アメリカ イギリス オーストラリア インド 韓国

安心・安全 – 53% 安心・安全 – 60% 安心・安全 – 66%

カード情報が
共有されない – 50%

高い利便性 – 44% 信頼のブランド – 56%

信頼のブランド – 47% 信頼のブランド – 42%
カード情報が

共有されない – 46%

韓国

高い利便性 – 28%

早い決済 – 26%

信頼のブランド – 25%
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知っている

信頼している

全ての決済手段の中で、最も高い認知度と信頼度



ペイパルが選ばれる理由

ID, パスワードだけで

素早く決済
安心・安全
と世界の消費者が認識*1

各地域の支払い手段
(クレジッカード,通貨)

に対応*2

• ユーザーアンケート*1

29ヶ国中,22ヶ国でPayPalが1位

• 選ばれる理由は”安心・安全”

• カード番号や住所情報の

入力不要

• 主要クレジットカード対応

• 100の通貨に対応*2

*1 PayPal IPSOS CBT Research 2016

*2 日本のアカウントで保持できる通貨は22



各地域の支払い手段例：Venmo（ヴェンモ）

• アメリカで広く利用されている個人間送金アプリ

• 支払いと同時に、誰に何の代金を払ったか等を

シェアできるソーシャルフィード機能が人気

• 年間約6兆8千億円を約4千万人のユーザーが

やり取り

• 2013年～ペイパル傘下に

• 現在、ペイパル決済ができるショップでは

Venmoの残高を使って支払うことが可能
（アメリカのユーザー向け機能）



ソーシャルフィードが
購入のきっかけに

友人にその購入について質問する

buybiglaptops.com.
のサイトに行ってみる

GrubHubのサイトに
行ってみる

友人のフィードを見た後に何らかのア
クションを取ると回答

「この画面を見た後に何をしますか？」という質問に対して
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導入事例：Tokyo Otaku Mode Inc.様

“導入後数ヶ月で売上が約2倍に”

＋ 2011年創業、海外の消費者向けに

日本のホビーグッズを販売

＋ 2013年、海外のユーザーから多くの

リクエストを受けてペイパルを導入

＋ 導入後、新規顧客からの購入が大

幅に増大

画面キャプチャの転載は
ご遠慮ください



発送した商品が、顧客に届かなかった場合

商品を発送した、またはサービスを提供したにもかかわらず、

商品またはサービスが届かないことを理由に

支払いの取り消しがなされた場合、

適用条件を満たせば保護の対象となります。

不正被害から売り手を守る「売り手保護制度」

未承認取引であることに基づき

支払いの取り消しがなされた場合、

適用条件を満たせば保護の対象となります

未承認の支払い 取り消しがあった場合



売り手保護 事例その1：税関で商品が止まって届かない
セラーが配達証明等の書類を提出し、商品代金をPayPalが負担

売り手 税関 買い手

売り手様へのお願い

• 配達証明書は必ず保管しておいて下さい

• 数量は必ず正確な数量を記載下さい

• 買い手とのやり取り（email等）も保管しておいて下さい

商品が届かない



売り手保護 事例その2：返品されてきた商品の状態が悪化
買い手の悪意行為とPayPalが判断し、代金を買い手に返金せず

売り手 買い手

売り手様へのお願い

• 返金は必ず返品されてから

• 返品された商品に異変があれば写真を撮影、警察への被害届をお願いします

• 買い手にはPayPal経由で異議を上げてもらってください

明らかに使用済み
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導入事例：HobbyLinkJapan様

＋ 1995年創業、クールジャパングッズ販売の

老舗

＋ チャージバックや不正取引で問題が多発して

いたため、ペイパル決済に完全移行

＋ 月100万円近かった不正利用が大幅に減少

＋ ペイパルの「売り手保護制度」も活用して損失

を最小化

“不正取引による損失が大幅に減少”

画面キャプチャの転載は
ご遠慮ください



口座振替対応銀行

※国内購入者向けの機能
2018年10月より、銀行口座を資金源とした支払いの受付が可能に

買い手 売り手
ク レ ジ ッ ト ・ デ ビ ッ ト カ ー ド

・ 銀行口座で支払い
ア カ ウ ン ト へ入金



• ATMやコンビニへ出向かず支払い完了、口
座振替設定も紙の申込書不要で手間なし

• 二度目以降の利用なら、IDとパスワードだ
けで瞬時に決済が完了

※国内購入者向けの機能
ペイパルの銀行決済のご利用メリット

買い手 売り手

• 即時入金／自動引き落としで未入金リスク
削減

• 振込結果と注文情報の突合作業が不要

• 快適な決済フローでコンバージョンアップ



導入事例：激ロックエンタテイメント様

＋ バンド・グッズ～国内外のロックファッション・ブランド

を販売

＋ 同社が運営する音楽メディアの記事から、直接

商品ページへ連携できる仕組みをEC-CUBEで

構築

＋ 当初はカード決済の手段としてペイパルを導入

＋ アニメ系楽曲など、邦楽好きの海外顧客が増加

→海外販売時も国内と同じように運用でき、ク

レーム・返金などの対応もスムーズ

“国内販売も海外販売も、ペイパルで対応”

画面キャプチャの転載は
ご遠慮ください



本日のまとめ

• ”越境EC”は大きな市場ーECビジネスをするなら必ず視野に

• 「配送」と「決済」が重要なポイント

• 越境ECの決済は、ペイパルを導入すれば安心



～お知らせ～

• 4系プラグインを本日リリース！！

• 購入者にわかりやすい、銀行決済の新しい表示が

可能に

• ショートカット決済にも対応

PayPalアカウント開設のご相談・お問合せ窓口：DL-PP-Tokyo-SMBDirect-ECCUBE@paypal.com

mailto:DL-PP-Tokyo-SMBDirect-ECCUBE@paypal.com
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Thank You


