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飛躍する台湾産業

オンラインショッピング(上)

台湾のオンラインショッピング市場は今後2005年の5兆9,609億元（見込み）から2006年には8兆
9,080億元と49.4%の成長をすると予測されており、その一方で、アメリカや日本の規模と比べるとま
だまだ成長の余地は有ると考えられる。また、政府もM-Taiwanを推進する中、Eコマースの推進に大き
な力を入れており、今後の発展が期待される分野である。今回から二回に渡り台湾のオンラインショッ
ピングについて見ていくことにする。

オンラインショッピング利用状況

パレルなども高い伸びを示している。

台資訊工業策進会 MIC によれば、オンライン
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表 1：オンライントラベル市場に参入する代表的企業
会員数

毎日平均利用者数

特徴

サイト名

サイト設立

Eztravel

2000 年

130 万人

18 万人

・最も有名なトラベルサイト。
・個人旅行、国内・海外旅行、
全般的に提供している

StarTravel

2003 年

240 万人

15 万人

・台湾最安価と公表し、海外旅行を中心に、
自由行（個人旅行）に強みを持つ

Ezfly

1999 年

100 万人

120 万人

・国内線航空券を中心に（70％）、海外旅行にも注力

LionTravel

2000 年

25 万人

10 万人

・リアル店舗での有力旅行代理店
・自社の商品のみを扱う

Ezibon

2000 年

30 万人

4 万人

・商品の 90％は海外旅行、国内は小型バス旅行代理
を中心に行う。

ZUJI

2003 年

20 万人

20 万人

・海外旅行商品が全体の 80％
・33,000 軒の国際ホテル予約システム

注：Ezflyの利用者数はクリック数

出所：各社サイト、聨合報（2004.12）より NRIまとめ
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