
2004年初めにあって1990年に上海にな
かったもの

ホームセンター 大型ショッピングセンター

コンビニ スターバックスコーヒー

ミスタードーナツ 日本式ラーメン専門店

ハーゲンダッツ 駐在員向け医療サービス

吉野家牛丼 海外旅行とクルージング募集

回転寿司 現金自動受け払い機

ペット専門店 建築現場の金属架設パイプ

外資歯科医院 クレジットカード

証券会社 冷房付路線バス

小型貨物運送 大規模庭園付マンション

駅の自動改札 飲料自動販売機

地下鉄 アスレチックジム

地下街 ゴルフ用品専門店
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GDPに対する投資と消費の比率推移
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所得法GDP=労働者報酬＋純生産
税＋固定資本減耗＋営業余剰



労働分配率＝労働者報酬
÷GDP（所得）



中国の労働分配率の推移
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中国の就業者の事業所別内訳



GDP・税収・個人所得税の日本と中国

の比較（2016年）

GDP・税収・個人所得税の日本と中国の比較  （2016年） 

 日本（億円） 中国（億元） 

GDP額 5,392,543 744,127 

税収 983,487 130,361 

所得税 301,141 10,089 

GDPに対する税収の割合（％） 18.2  17.5  

GDPに対する所得税の割合（％） 5.6  1.4  

中国統計年鑑   

日本内閣府・総務省統計   

 


		GDP・税収・個人所得税の日本と中国の比較　　（2016年）



		

		日本（億円）

		中国（億元）



		GDP額

		5,392,543

		744,127



		税収

		983,487

		130,361



		所得税

		301,141

		10,089



		GDPに対する税収の割合（％）

		18.2 

		17.5 



		GDPに対する所得税の割合（％）

		5.6 

		1.4 



		中国統計年鑑

		

		



		日本内閣府・総務省統計

		

		







中国の個人所得税率

課税最低額3500元 課税最低額5000元

段階
税率
（％）

段階
税率
（％）

1 3500元を超え1500元まで 3 1 5000元を超え3000元まで 3

2 1500元を超え4500元まで 10 2 3000元を超え12000元まで 10

3 4500元を超え9000元まで 20 3 12000元を超え25000元まで 20

4 9000元を超え35000元まで 25 4 25000元を超え35000元まで 25

5 35000元を超え55000元まで 30 5 35000元を超え55000元まで 30

6 55000元を超え80000元まで 35 6 55000元を超え80000元まで 35

7 80000元を超える部分 45 7 80000元を超える部分 45

中国税務局資料より

中国の現行個人所得税率 中国の新個人所得税率

＊表の見方、新個人所得税の計算では、給与額5,000元までは税額はゼロ、給与のうち5,000元を超える3,000元、つま

り給与のうち5,000元から8,000元までの金額部分の税率は3％、以後、給与の各段階ごとに表の税率を適用する
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		中国の現行個人所得税率 チュウゴクゲンコウコジンショトクゼイリツ								中国の新個人所得税率 チュウゴクシンコジンショトクゼイリツ

		課税最低額3500元 カゼイサイテイガクゲン								課税最低額5000元 カゼイサイテイガクゲン

				段階 ダンカイ		税率（％） ゼイリツ						段階 ダンカイ		税率（％） ゼイリツ

		1		3500元を超え1500元まで ゲンコゲン		3				1		5000元を超え3000元まで ゲンコゲン		3

		2		1500元を超え4500元まで ゲンコゲン		10				2		3000元を超え12000元まで ゲンコゲン		10

		3		4500元を超え9000元まで ゲンコゲン		20				3		12000元を超え25000元まで ゲンコゲン		20

		4		9000元を超え35000元まで ゲンコゲン		25				4		25000元を超え35000元まで ゲンコゲン		25

		5		35000元を超え55000元まで ゲンコゲン		30				5		35000元を超え55000元まで ゲンコゲン		30

		6		55000元を超え80000元まで ゲンコゲン		35				6		55000元を超え80000元まで ゲンコゲン		35

		7		80000元を超える部分 ゲンコブブン		45				7		80000元を超える部分 ゲンコブブン		45

		中国税務局資料より チュウゴクゼイムキョクシリョウ

		＊表の見方、新個人所得税の計算では、給与額5,000元までは税額はゼロ、給与のうち5,000元を超える3,000元、つまり給与のうち5,000元から8,000元までの金額部分の税率は3％、以後、給与の各段階ごとに表の税率を適用する
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日本の上位10地区の地区生産総額と割合
（2014年）

地区
地区生産総額

（億円）
東京を100とした

割合（％）

東京都 949021 100

大阪府 379340 40.0

愛知県 359903 37.9

神奈川県 303220 32.0

埼玉県 209144 22.0

千葉県 200449 21.1

兵庫県 197881 20.9

北海道 184846 19.5

福岡県 181122 19.1

静岡県 154425 16.3

内閣府資料

日本の上位10地区の地区生産総額と割合

（2014年）


計算式

		2014年日本の地区生産総額上位20地区 ネンニホンチクセイサンソウガクジョウイチク

				億円 オクエン		％		％

		地区 チク		地区生産総額 チクセイサンソウガク		全体に対する割合 ゼンタイタイワリアイ		東京を100とした割合 トウキョウワリアイ

		東京都 トウキョウト		949021		18.5		100

		大阪府 オオサカフ		379340		7.4		39.9717182233

		愛知県 アイチケン		359903		7.0		37.9236075914

		神奈川県 カナガワケン		303220		5.9		31.9508208986

		埼玉県 サイタマケン		209144		4.1		22.0378684982

		千葉県 チバケン		200449		3.9		21.1216611645

		兵庫県 ヒョウゴケン		197881		3.8		20.8510665201

		北海道 ホッカイドウ		184846		3.6		19.4775458077

		福岡県 フクオカケン		181122		3.5		19.0851414247

		静岡県 シズオカケン		154425		3.0		16.272031915

		茨城県 イバラキケン		116124		2.3

		広島県 ヒロシマケン		112379		2.2

		京都府 キョウトフ		100538		2.0

		宮城県 ミヤギケン		88959		1.7

		新潟県 ニイガタケン		86991		1.7

		栃木県 トチギケン		81829		1.6

		群馬県 グンマケン		80055		1.6

		長野県 ナガノケン		78870		1.5

		三重県 ミエケン		76564		1.5

		福島県 フクシマケン		73999		1.4

				5142963

		内閣府 ナイカクフ





表

		日本の上位10地区の地区生産総額と割合 ニホンチクセイサンソウガクワリアイ

		（2014年） ネン

		地区 チク		地区生産総額　　（億円） チクセイサンソウガクオクエン		東京を100とした割合（％） トウキョウワリアイ

		東京都 トウキョウト		949021		100

		大阪府 オオサカフ		379340		40.0

		愛知県 アイチケン		359903		37.9

		神奈川県 カナガワケン		303220		32.0

		埼玉県 サイタマケン		209144		22.0

		千葉県 チバケン		200449		21.1

		兵庫県 ヒョウゴケン		197881		20.9

		北海道 ホッカイドウ		184846		19.5

		福岡県 フクオカケン		181122		19.1

		静岡県 シズオカケン		154425		16.3

		内閣府資料 ナイカクフシリョウ
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地区生産総額上位15地区（2016年）
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地区生産総額上位15地区

(2016年）

生産総額	広東省	江蘇省	山東省	浙江省	河南省	四川省	湖北省	河北省	湖南省	福建省	上海市	北京市	安徽省	遼寧省	江西省	80854.91	77388.28	68024.490000000005	47251.360000000001	40471.79	32934.54	32665.38	32070.45	31551.37	28810.58	28178.65	25669.13	24407.62	22246.9	18499	





グラフ

		地区生産総額上位15地区 チク セイサン ソウガク ジョウイ チク

				億元 オク ゲン

		地区 チク		生産総額 セイサン ソウガク

		広東省 カントン ショウ		80854.91

		江蘇省 コウ ソ ショウ		77388.28

		山東省 ヤマ ヒガシ ショウ		68024.49

		浙江省 セチ コウ ショウ		47251.36

		河南省 カワ ミナミ ショウ		40471.79

		四川省 シセン ショウ		32934.54

		湖北省 コホク ショウ		32665.38

		河北省 カワ キタ ショウ		32070.45

		湖南省 コナン ショウ		31551.37

		福建省 フッケンショウ		28810.58

		上海市 シャンハイ シ		28178.65

		北京市 ペキンシ		25669.13

		安徽省 アンキ ショウ		24407.62

		遼寧省 リョウネイ ショウ		22246.90

		江西省 コウ ニシ ショウ		18499.00

		中国統計年鑑 チュウゴク トウケイ ネンカン



地区生産総額上位15地区

(2016年）

生産総額	広東省	江蘇省	山東省	浙江省	河南省	四川省	湖北省	河北省	湖南省	福建省	上海市	北京市	安徽省	遼寧省	江西省	80854.91	77388.28	68024.490000000005	47251.360000000001	40471.79	32934.54	32665.38	32070.45	31551.37	28810.58	28178.65	25669.13	24407.62	22246.9	18499	





Sheet2





Sheet3







アジアの国の矜持

アジアの国の矜持

明確な意思と行動

米国の顔色を見ない政
治、アジアのことはア
ジアが決める

戦略



13億人の圧力

13億人の無言の圧力、漂
う空気

13億人の圧
力

13億の掛け
算

13億の割り
算

中国人の気質、自己
本位

先富と扶貧の
圧力

情報化社会の
圧力

政治運営のバランスの
圧力



住宅販売面積の推移
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住宅販売面積の推移（万㎡）

中国市場統計年鑑より作成
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住宅販売面積の推移 

1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2745.2	3812.2	6035.2	6118	6787	6898.5	7864.3	10827.1	12997.87	16570.28	19938.75	23702.31	29778.85	33819.89	49587.83	55422.95	70135.88	59280.35	86184.89	93376.6	96528.41	98467.51	115722.69	105187.79	112412.29	137539.93	





住宅販売面積

		住宅販売面積の推移 ジュウタク ハンバイ メン セキ スイイ

				万㎡ マン

		年 ネン		住宅販売面積 ジュウタク ハンバイ メン セキ

		1991年 ネン		2745.2

		1992年 ネン		3812.2

		1993年 ネン		6035.2

		1994年 ネン		6118

		1995年 ネン		6787

		1996年 ネン		6898.5

		1997年 ネン		7864.3

		1998年 ネン		10827.1

		1999年 ネン		12997.87

		2000年 ネン		16570.28

		2001年 ネン		19938.75

		2002年 ネン		23702.31

		2003年 ネン		29778.85

		2004年 ネン		33819.89

		2005年 ネン		49587.83

		2006年 ネン		55422.95

		2007年 ネン		70135.88

		2008年 ネン		59280.35

		2009年 ネン		86184.89

		2010年 ネン		93376.6

		2011年 ネン		96528.41

		2012年 ネン		98467.51

		2013年 ネン		115722.69

		2014年 ネン		105187.79

		2015年 ネン		112412.29

		2016年 ネン		137539.93



		中国市場統計年鑑 チュウゴク シジョウ トウケイ ネン カン

		中国統計年鑑 チュウゴク トウケイ ネンカン



住宅販売面積の推移 

1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2745.2	3812.2	6035.2	6118	6787	6898.5	7864.3	10827.1	12997.87	16570.28	19938.75	23702.31	29778.85	33819.89	49587.83	55422.95	70135.88	59280.35	86184.89	93376.6	96528.41	98467.51	115722.69	105187.79	112412.29	137539.93	





住宅販売面積の伸び率

		住宅販売面積の推移 ジュウタク ハンバイ メン セキ スイイ

				万㎡ マン

		年 ネン		住宅販売面積 ジュウタク ハンバイ メン セキ		伸び率 ノ リツ

		1991年 ネン		2745.2

		1992年 ネン		3812.2		38.8678420516

		1993年 ネン		6035.2		58.3127852683

		1994年 ネン		6118		1.3719512195

		1995年 ネン		6787		10.9349460608

		1996年 ネン		6898.5		1.6428466185

		1997年 ネン		7864.3		14.000144959

		1998年 ネン		10827.1		37.6740460054

		1999年 ネン		12997.87		20.0494130469

		2000年 ネン		16570.28		27.4845801658

		2001年 ネン		19938.75		20.3283831052

		2002年 ネン		23702.31		18.875606545

		2003年 ネン		29778.85		25.6369104952

		2004年 ネン		33819.89		13.5701680891

		2005年 ネン		49587.83		46.6232740556

		2006年 ネン		55422.95		11.7672420834

		2007年 ネン		70135.88		26.5466381706

		2008年 ネン		59280.35		-15.4778552718

		2009年 ネン		86184.89		45.3852583529

		2010年 ネン		93376.6		8.3445137541

		2011年 ネン		96528.41		3.3753745585

		2012年 ネン		98467.51		2.0088386414



		中国市場統計年鑑 チュウゴク シジョウ トウケイ ネン カン

				796879.87





伸び率グラフ

		住宅販売面積の伸び率 ジュウタク ハンバイ メン セキ ノ リツ

		年 ネン		住宅販売面積の伸び率 ジュウタク ハンバイ メン セキ ノ リツ

		1991年 ネン

		1992年 ネン		38.8678420516

		1993年 ネン		58.3127852683

		1994年 ネン		1.3719512195

		1995年 ネン		10.9349460608

		1996年 ネン		1.6428466185

		1997年 ネン		14.000144959

		1998年 ネン		37.6740460054

		1999年 ネン		20.0494130469

		2000年 ネン		27.4845801658

		2001年 ネン		20.3283831052

		2002年 ネン		18.875606545

		2003年 ネン		25.6369104952

		2004年 ネン		13.5701680891

		2005年 ネン		46.6232740556

		2006年 ネン		11.7672420834

		2007年 ネン		26.5466381706

		2008年 ネン		-15.4778552718

		2009年 ネン		45.3852583529

		2010年 ネン		8.3445137541

		2011年 ネン		3.3753745585

		2012年 ネン		2.0088386414



住宅販売面積の伸び率の推移

住宅販売面積の伸び率	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	200	3年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	38.867842051580944	58.312785268348989	1.3719512195121983	10.934946060804185	1.6428466185354353	14.000144959049072	37.674046005366023	20.049413046891598	27.484580165827154	20.328383105173849	18.875606545044203	25.636910495221759	13.570168089096796	46.623274055592738	11.767242083390208	26.54663817064954	-15.477855271795271	45.38525835289434	8.3445137540930965	3.3753745585082315	2.0088386413906445	
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2018年7月都市住宅平均家賃
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2018年7月都市住宅平均家賃

１㎡当り平均賃貸料（元） 対前年伸び率(%)南方都市報2018年8月24日

（元） （％）


Graph1



2018年7月都市住宅平均家賃

１㎡当り平均賃貸料（元）	北京	長春	成都	重慶	長沙	福州	貴陽	広州	哈爾濱	合肥	92.33	26.45	32.380000000000003	29.83	28.67	36.22	26.08	53.05	35.049999999999997	27.37	対前年伸び率(%)	北京	長春	成都	重慶	長沙	福州	貴陽	広州	哈爾濱	合肥	21.89	17.510000000000002	30.98	26.44	17.3	12.79	23.1	21.64	20.21	24.04	
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		2018年7月都市住宅平均家賃 ネン ガツ トシ ジュウタク ヘイキン ヤチン

				１㎡当り平均賃貸料（元） アタ ヘイキン チンタイ リョウ ゲン		対前年伸び率(%) タイ ゼンネン ノ リツ

		北京 ペキン		92.33		21.89

		長春 チョウシュン		26.45		17.51

		成都 ナ ミヤコ		32.38		30.98

		重慶 ジュウケイ		29.83		26.44

		長沙 チョウ サ		28.67		17.3

		福州 フクシュウ		36.22		12.79

		貴陽 キヨウ		26.08		23.1

		広州 コウシュウ		53.05		21.64

		哈爾濱 ハルピン		35.05		20.21

		合肥 ゴウヒ		27.37		24.04

		＊2018年8月24日南方都市報 ネン ガツ ヒ ナンポウ トシ ホウ



2018年7月都市住宅平均家賃

１㎡当り平均賃貸料（元）	北京	長春	成都	重慶	長沙	福州	貴陽	広州	哈爾濱	合肥	92.33	26.45	32.380000000000003	29.83	28.67	36.22	26.08	53.05	35.049999999999997	27.37	対前年伸び率(%)	北京	長春	成都	重慶	長沙	福州	貴陽	広州	哈爾濱	合肥	21.89	17.510000000000002	30.98	26.44	17.3	12.79	23.1	21.64	20.21	24.04	
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韓国と広東省のGDP予想
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中国統計年鑑・国際連合統計部資料より

（注）韓国は毎年3％、広東省は毎年7.5％の伸び率で計算



2016年の香港・マカオ・広東省と韓国、ロシア、
オーストラリアGDP比較
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中国の長三角GDPの推移
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システム管理者の1年の賃金の割合

システム管理者の1年の賃金の割合
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システム管理者の1年の賃金の割合

全体の割合	100万元以上	50～100万元	40～50万元	30～40万元	20～30万元	10～20万元	10万元以下	9.7000000000000003E-3	4.8500000000000001E-2	4.87E-2	9.8599999999999993E-2	0.2296	0.37490000000000001	0.18990000000000001	
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		システム管理者の賃金（年） カンリシャ チンギン ネン

		円グラフ エン

		金額 キンガク		全体の割合 ゼンタイ ワリアイ

		100万元以上 マン ゲン イジョウ		0.97%

		50～100万元 マン ゲン		4.85%

		40～50万元 マン ゲン		4.87%

		30～40万元 マン ゲン		9.86%

		20～30万元 マン ゲン		22.96%

		10～20万元 マン ゲン		37.49%

		10万元以下 マン ゲン イカ		18.99%

		2018年9月19日　南方都市報 ネン ガツ ヒ ナンポウ トシ ホウ



システム管理者の1年の賃金の割合

全体の割合	100万元以上	50～100万元	40～50万元	30～40万元	20～30万元	10～20万元	10万元以下	9.7000000000000003E-3	4.8500000000000001E-2	4.87E-2	9.8599999999999993E-2	0.2296	0.37490000000000001	0.18990000000000001	
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可処分所得増加率上位10地区と北京と上海比較
（2016年）

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

西蔵 貴州 雲南 重慶 青海 湖南 四川 江西 甘粛 安徽 北京 上海

可処分所得増加率上位10地区と北京と上海比較

（2016年）

中国統計年鑑

（％）



地区生産額上位15地区2006年と2016年の
比較（広東省の地区生産額を100とした指数）

地区 2006年 2016年

広東省 100.0 100.0

山東省 84.4 84.1

江蘇省 82.7 95.7

浙江省 60.2 58.4

河南省 47.3 50.1

河北省 44.0 39.7

上海市 39.6 34.9

遼寧省 35.2 27.5

四川省 33.0 40.7

北京市 30.1 31.7

福建省 29.0 35.6

湖北省 29.0 40.4

湖南省 28.7 39.0

黒竜江省 23.7 19.0

安徽省 23.4 30.2

中国統計年鑑より

地区生産額上位15地区2006年と2016年の比較

（広東省の地区生産額を100とした指数）


計算式

		地区生産額上位15地区2006年と2016年の比較 チクセイサンガクジョウイチクネンネンヒカク

		（広東省の地区生産額を100とした指数） カントンショウチクセイサンガクシスウ

		2006年 ネン		地区生産額 チクセイサンガク						2016年地区生産額 ネンチクセイサンガク

		広東省 カントンショウ		26159.52		100.0				80854.91		100.0

		山東省 ヤマヒガシショウ		22077.36		84.4				68024.49		84.1

		江蘇省 コウソショウ		21645.08		82.7				77388.28		95.7

		浙江省 セチコウショウ		15742.51		60.2				47251.36		58.4

		河南省 カワミナミショウ		12362.79		47.3				40471.79		50.1

		河北省 カワキタショウ		11515.76		44.0				32070.45		39.7

		上海市 シャンハイシ		10366.37		39.6				28178.65		34.9

		遼寧省 リョウネイショウ		9214.21		35.2				22246.9		27.5

		四川省 シセンショウ		8637.81		33.0				32934.54		40.7

		北京市 ペキンシ		7861.04		30.1				25669.13		31.7

		福建省 フッケンショウ		7584.36		29.0				28810.58		35.6

		湖北省 コホクショウ		7581.32		29.0				32665.38		40.4

		湖南省 コナンショウ		7508.87		28.7				31551.37		39.0

		黒竜江省 コクリュウコウショウ		6201.45		23.7				15386.09		19.0

		安徽省 アンキショウ		6131.1		23.4				24407.62		30.2





Sheet2

		地区生産額上位15地区2006年と2016年の比較 チクセイサンガクジョウイチクネンネンヒカク

		（広東省の地区生産額を100とした指数） カントンショウチクセイサンガクシスウ

				地区 チク		2006年 ネン		2016年 ネン

				広東省 カントンショウ		100.0		100.0

				山東省 ヤマヒガシショウ		84.4		84.1

				江蘇省 コウソショウ		82.7		95.7

				浙江省 セチコウショウ		60.2		58.4

				河南省 カワミナミショウ		47.3		50.1

				河北省 カワキタショウ		44.0		39.7

				上海市 シャンハイシ		39.6		34.9

				遼寧省 リョウネイショウ		35.2		27.5

				四川省 シセンショウ		33.0		40.7

				北京市 ペキンシ		30.1		31.7

				福建省 フッケンショウ		29.0		35.6

				湖北省 コホクショウ		29.0		40.4

				湖南省 コナンショウ		28.7		39.0

				黒竜江省 コクリュウコウショウ		23.7		19.0

				安徽省 アンキショウ		23.4		30.2

				中国統計年鑑より チュウゴクトウケイネンカン
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都市住民5等分での1人平均可処分所得推移

単位：元

階層 2013年 2014年 2015年 2016年

低収入（20％） 9895.9 11219.3 12230.9 13004.1

中の下収入（20％） 17628.1 19650.5 21446.2 23054.9

中等収入（20％） 24172.9 26650.6 29105.2 31521.8

中の上収入（20％） 32613.8 35631.2 38572.4 41805.6

高収入（20％） 57762.1 61615 65082.2 70347.8

中国統計年鑑

都市住民5等分での1人平均可処分所得推移


Sheet1

		都市住民5等分での1人平均可処分所得推移 トシ ジュウミン トウブン ヒトリ ヘイキン カ ショブン ショトク スイイ

										単位：元 タンイ ゲン

		階層 カイソウ		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

		低収入（20％） テイシュウニュウ		9895.9		11219.3		12230.9		13004.1

		中の下収入（20％） チュウ ゲ シュウニュウ		17628.1		19650.5		21446.2		23054.9

		中等収入（20％） チュウ トウ シュウニュウ		24172.9		26650.6		29105.2		31521.8

		中の上収入（20％） チュウ ジョウ シュウニュウ		32613.8		35631.2		38572.4		41805.6

		高収入（20％） コウシュウニュウ		57762.1		61615		65082.2		70347.8



		中国統計年鑑 チュウゴク トウケイ ネンカン
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中国への日本人旅行者数の推移
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中国への日本人旅行者数の推移

旅行者数	1995年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	130.52000000000001	220.15	238.57	292.56	225.48	333.43	339	374.59	397.75	344.61	331.75	373.12	365.82	351.82	287.75	271.76	249.77	259	
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		中国への日本人旅行者数の推移 チュウゴク ニホンジン リョコウシャ スウ スイイ

				万人 マンニン

		年 ネン		旅行者数 リョコウシャ スウ

		1995年 ネン		130.52

		2000年 ネン		220.15

		2001年 ネン		238.57

		2002年 ネン		292.56

		2003年 ネン		225.48

		2004年 ネン		333.43

		2005年 ネン		339

		2006年 ネン		374.59

		2007年 ネン		397.75

		2008年 ネン		344.61

		2009年 ネン		331.75

		2010年 ネン		373.12

		2011年 ネン		365.82

		2012年 ネン		351.82

		2013年 ネン		287.75

		2014年 ネン		271.76

		2015年 ネン		249.77

		2016年 ネン		259

		中国統計年鑑 チュウゴク トウケイ ネン カン



中国への日本人旅行者数の推移

旅行者数	1995年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	130.52000000000001	220.15	238.57	292.56	225.48	333.43	339	374.59	397.75	344.61	331.75	373.12	365.82	351.82	287.75	271.76	249.77	259	





Sheet2





Sheet3







新疆への海外からの旅行者数推移
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新疆への海外からの旅行者数推移

(香港・マカオを含む）

2000年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	51974	5137	10231	3702	5218	6310	33611	12710	1387	2010年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	32629	6269	27603	18289	10818	10540	32461	17111	5395	2015年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	6252	5365	8045	6254	8643	8346	46908	17248	7859	







Sheet1

		新疆の海外からの旅行者数推移（香港・マカオを含む） シンキョウ カイガイ リョコウシャ スウ スイイ ホンコン フク

								(人） ニン

		国名 コクメイ		2000年 ネン		2010年 ネン		2015年 ネン

		日本 ニホン		51974		32629		6252

		シンガポール		5137		6269		5365

		アメリカ		10231		27603		8045

		イギリス		3702		18289		6254

		フランス		5218		10818		8643

		ドイツ		6310		10540		8346

		台湾 タイワン		33611		32461		46908

		香港 ホンコン		12710		17111		17248

		マカオ		1387		5395		7859

		新疆統計年鑑 シンキョウ トウケイ ネンカン



新疆への海外からの旅行者数推移

(香港・マカオを含む）

2000年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	51974	5137	10231	3702	5218	6310	33611	12710	1387	2010年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	32629	6269	27603	18289	10818	10540	32461	17111	5395	2015年	日本	シンガポール	アメリカ	イギリス	フランス	ドイツ	台湾	香港	マカオ	6252	5365	8045	6254	8643	8346	46908	17248	7859	
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日本の中国への直接投資額の推移



スポーツ衣料・シューズ市場2016年売上
トップ10

順位 スポーツ用品メーカー名 シェアー(%)

1 耐克 18.6

2 阿迪达斯 16.4

3 安踏体育 10.3

4 李宁 5.6

5 特歩 4.9

6 新百倫 4.1

7 361゜ 3.8

8 鴻星爾克 2.4

9 国威 2.4

10 匹克 2.2

第一財経周刊　2018年1月15日号

スポーツ衣料・シューズ市場2016年売上トップ10


Sheet1

		スポーツ衣料・シューズ市場2016年売上トップ10 イリョウ シジョウ ネン ウリアゲ



				順位 ジュンイ		スポーツ用品メーカー名 ヨウヒン メイ		シェアー(%)

				1		耐克 シノブ カツミ		18.6

				2		阿迪达斯 ア ユズル テイシ		16.4

				3		安踏体育 アン トウ タイイク		10.3

				4		李宁 リ タタズ		5.6

				5		特歩 トク アル		4.9

				6		新百倫 シン ヒャク リン		4.1

				7		361゜		3.8

				8		鴻星爾克 コウ ホシ ミツルコク		2.4

				9		国威 コク イ		2.4

				10		匹克 ヒキ コク		2.2



				第一財経周刊　2018年1月15日号 ダイイチ ザイ ケイ シュウ カン ネン ガツ ニチ ゴウ
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スマートフォーンブランド人気トップ10

順位 機種

1 VIVO　

2 小米　

3 OPPO　

4 SAMSUNG

5 HUAWEI

6 栄耀　

7 苹果　(アップル）

8 MEIZU

9 一加

10 NOKIA（ノキア）

中関村在線　2018年6月7日発表

スマートフォーンブランド人気トップ10


機種別売れ筋

		スマートフォーン機種別売れ筋トップ10 キシュ ベツ ウ スジ

		順位 ジュンイ		機種 キシュ

		1		HUAWEI　P20 Pro

		2		OPPO　R15

		3		VIVO　X21

		4		一加　6 イチ カ

		5		栄耀　V10 エイヨウ

		6		SAMSUNG Galaxy S9

		7		APPLE  iPhone X

		8		連想　S5 レンソウ

		9		 锤子科技坚果R1

		10		HUAWEI　P20 

		中関村在線　2018年6月7日発表 ナカ セキムラ ザイセン ネン ガツ ニチ ハッピョウ





ブランド

		スマートフォーンブランド人気トップ10 ニンキ

		順位 ジュンイ		機種 キシュ

		1		VIVO　

		2		小米　 ショウ コメ

		3		OPPO　

		4		SAMSUNG

		5		HUAWEI

		6		栄耀　 エイヨウ

		7		苹果　(アップル） ヘイ カ

		8		MEIZU

		9		一加 イチ クワ

		10		NOKIA（ノキア）

		中関村在線　2018年6月7日発表 ナカ セキムラ ザイセン ネン ガツ ニチ ハッピョウ
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スマートフォーン機種別売れ筋トップ10

順位 機種

1 HUAWEI　P20 Pro

2 OPPO　R15

3 VIVO　X21

4 一加　6

5 栄耀　V10

6 SAMSUNG Galaxy S9

7 APPLE  iPhone X

8 連想　S5

9  锤子科技坚果R1

10 HUAWEI　P20 

中関村在線　2018年6月7日発表

スマートフォーン機種別売れ筋トップ10


機種別売れ筋

		スマートフォーン機種別売れ筋トップ10 キシュ ベツ ウ スジ

		順位 ジュンイ		機種 キシュ

		1		HUAWEI　P20 Pro

		2		OPPO　R15

		3		VIVO　X21

		4		一加　6 イチ カ

		5		栄耀　V10 エイヨウ

		6		SAMSUNG Galaxy S9

		7		APPLE  iPhone X

		8		連想　S5 レンソウ

		9		 锤子科技坚果R1

		10		HUAWEI　P20 

		中関村在線　2018年6月7日発表 ナカ セキムラ ザイセン ネン ガツ ニチ ハッピョウ





ブランド

		スマートフォーンブランド人気トップ10 ニンキ

		順位 ジュンイ		機種 キシュ

		1		VIVO　

		2		小米　 ショウ コメ

		3		OPPO　

		4		SAMSUNG

		5		HUAWEI

		6		栄耀　 エイヨウ

		7		苹果　(アップル） ヘイ カ

		8		MEIZU

		9		一加 イチ クワ

		10		NOKIA（ノキア）

		中関村在線　2018年6月7日発表 ナカ セキムラ ザイセン ネン ガツ ニチ ハッピョウ
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