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₁₃億人市場で
チャンスをつかんだ
中国に精通するジャーナリストや企業関係者に
推薦してもらった100人。
巨大市場を舞台にビジネスチャンスをものにした。

食の担い手から世論動かすジャーナリストまで

コンサルタント
古林恒雄 68歳　上海華鐘コンサルタントサービス総経理
中国に進出する日本企業のコンサルティング。日中の懸け橋と
言われる存在。カネボウで中国事業の責任者を務めた

津上俊哉 53歳　東亜キャピタル社長
元経産官僚。日中懸け橋ファンドでクロスボーダーで投資す
る。著書『中国台頭』でサントリー学芸賞を受賞

谷口鋭一 33歳　東莞市華世企業諮詢有限公司董事長、
　　　　　　　　  京阪五金（東莞）有限公司董事長
華南地域で、「日中の懸け橋」を目指し、企業管理支援とプレス業
を展開。広州アジア大会開幕式に招待された数少ない日本人

平田佳寿雄 36歳　グランドスラム・コンサルティング総経理
日系大手銀行で中国への日本企業進出支援をした後、2005年
に独立。観光事業を主業務に、北京のおしゃれストリートで雑
貨店も開く。ECサイト「タオバオ」にショップをオープン

田中信彦 51歳　人事コンサルタント
毎日新聞記者、中国語の通訳・翻訳者を経て、2001年から上海。
東京と両方を拠点に、人事マネジメントなどをコンサル

IT・メディア
山本達郎 30歳　北京ログラス総経理
慶應大卒業後、北京の大学で中国語を学び、米国留学。2006年
に北京で起業。無印良品などの中国のウェブサイトを手がける

田原宏 63歳　Chinasoft 日本法人専務
中国のソフトウェア最大手Chinasoftの日本法人中軟東京専務。
中国法人とも連携してビジネスを展開

内田信 50歳　ベビー用品通販サイト運営
中国人の妻との間に2人目が生まれたのを機に上海へ。ベビー
用品をECサイト「タオバオ」で販売。年商2億円

太田裕 36歳　求人サイト運営
中国やアジアで働きたい日本人対象の求人サイト「カモメ中国
転職＋アジア」を運営。上海や日本で転職セミナー開催

北野貴宗 40歳　コスメサイト運営
大手広告会社を経て、2001年上海で起業。中国で最大規模の
クチコミ数を誇る化粧品サイト「美優網（BeauBeau）」を運営

TOKYO PANDA 26歳　人気ブロガー、医大生
2005年に瀋陽の医大へ。ECサイト「タオバオ」の売り上げを左
右するファッションリーダーとして注目される

山口秀和 48歳　インターネット関連企業
広告会社「アサツーディ・ケイ」の現地法人で10年間トップを
務め、現在は日本のIT企業で中国の事業開発と投資を手がけ
る。中国の大手インターネット広告会社の取締役も務める

安永博信 51歳　メディア漫歩総経理
東大卒業、米コロンビア大MBA取得後、リーマン・ブラザーズ
やヤオハン中国総本部を経て、中国で「メディア漫歩」設立。
様々な情報誌を上海、北京、広州など中国9都市で発行

飯久保啓太 34歳　総合映像システム企業経営
2006年に北京に会社設立。現在は北京、上海、広州を拠点に
OSスクリーンや映像配信システムを販売

石橋修 46歳　日系食品スーパー経営
スーパー「しんせん館」グループを上海を中心
に44店舗展開。中国在住日本人の食卓を支え
る。外食産業にも進出

工藤康則 57歳　有機無農薬野菜農場経営
上海在住22年。安全な野菜を食べたいと始めたベランダ菜園
から有機無農薬野菜農場経営へ。外資系ホテルや日系スーパ
ーに卸す。上海、北京、青島、深圳、広州で販売中

加藤秀明 30歳　農業
IT企業勤務を経て就農。愛知での米といちごの生産と並行し、
上海でも農業を展開。上海市農業科学院と共同プロジェクト
も。野菜スイーツをアジアで販売

高山貴次 34歳　日本料理店経営
北京で日本料理店「一心」を展開。高級店「和一心」とリーズナ
ブルな「一心寿司」もオープン。高校卒業後に北京留学

羽深剛志、岡田信一 ともに32歳　パン店経営
中国においしいパンがないことにヒントを得て、天津にベーカ
リー「ガンガン デリカテッセン」をオープン。北京にも出店

松田浩 31歳　飲食店経営
香港でリサイクルビジネスを始め、1年で年商10億円。2006年
に深圳で日本料理店、10年にカフェバーとファストフード店も

大高勇気 29歳　中国茶ソムリエ
広州のホテルで中国茶専門店を経営。景徳鎮に茶器の自社工
房も。中国人経営のレストランにも茶葉を卸す

熨斗麻起子 38歳　飲料水販売会社経営
日本語教師として中国へ。深圳のプレス工場勤務を経て独立、
飲料水販売業を起業。競合200社の市場で、売り上げ約1億
3000万円。販売代理店170社を抱える

KAZU KOIKEDA 39歳　マクロビレストラン経営
上海初の本格的マクロビオティックレストランを経営。在中欧
米人や心身の安定を求める中国人富裕層、メディア関係者に
人気

坂本毅 45歳　食品卸業
砂漠化が進む内モンゴルでの植林活動のために、モンゴルの
岩塩を販売する会社を起業。売り上げの10％を植林活動に投
入するソーシャルビジネスを展開

医療・環境
高谷彰之 39歳　医療機器コンサルタント
香港と北京で10年間テルモの駐在員として心臓手術デバイス
の普及に努め、売り上げを30倍に伸ばす。2010年独立、日本の
中小医療機器製造メーカーの中国進出をコーディネート

藤田康介 36歳　中医師
2005年に中国の医師国家資格（中医学）を取得。台湾系クリニ
ックで、中国人や欧米人、日本人の患者を診る

古賀雅之 52歳　ブロック製造業
京セラを中途退職後、家業のブロック製造業を継ぐ。納豆菌を
使った水質浄化ブロックを開発。中国南京総統府への納入を
機に中国の代理店網整備を始める

橋詰裕之 43歳　環境省エネ企業グループ代表
中国で環境省エネ事業を手がける日本企業のグループ、グリ
ーングループメンバーズの日本代表。現在は34社が参加。中国
各地の政府とも協力しプロジェクトを進めている

清水泰雅 49歳　設備メンテナンス会社経営
2005年に中国進出。空調メンテナンスから始め、環境商材も扱
う。国家プロジェクトである中国の新幹線「和諧号」の車両の
空調メンテナンスも担う。2010年、日本に支店を設立

建築・不動産など
迫慶一郎 40歳　建築家
所属していた建築事務所の中国プロジェクト担当として北京
に常駐。2004年北京で独立。中国で数々の建築プロジェクトに
かかわる

大橋諭 48歳　建築家
世界的建築家、ザハ・ハディドの建築事務所中国代表。現在は
中国に個人事務所も開設、自身のプロジェクトも持つ

谷口賢治 38歳　建築プロデューサー
設計事務所の駐在員だったが、本社が倒産し上海に残る。子
ども向け職業体験施設を企画。上海万博にも出展

堀雄一朗 37歳　オーダー家具メーカー経営
上海を拠点に、中国や日本などのホテルやレストラン向けのオ
ーダー家具を製造。欧州の著名デザイナーとのコラボレーショ
ンやコレクションの発表も。元大手商社駐在員

伏見文明 51歳　中国ディベロッパー執行役員
中国最大手ディベロッパー「万科」の執行役員。社内唯一の日
本人幹部。元トヨタ住宅事業部社員。万科で技術指導を担当

関誠之 70歳　台湾系オフィス家具メーカー取締役
元コニカミノルタ常務執行役、中国室長。複写機販売、オフィ
ス家具生産販売などの台湾系メーカー「AURORA」取締役

土屋哲朗 36歳　設計事務所経営
五輪前の北京に、インテリアデザイン事務所を設立。顧客の9
割は中国人で、社員全員が中国人。FC店舗を多く手がける

松原弘典 40歳　建築設計事務所経営
2005年北京に建築設計事務所設立。北京の繁華街、三里屯の
商業施設を手がける。慶應大准教授も務め、毎週日中を往復

小川訓央 47歳　インテリアデザイン設計事務所経営
2003年駐在員として上海へ、05年独立。発注の8割が中国系企
業。中国事情を理解したうえで質を保つ姿勢に、中国施主の信
頼が集まる

川口雄三 60歳　不動産業
1970年代、雲南省昆明で外資系ホテルを経営。以後中国で不
動産売買などを行う。日本での高齢者アパート経営の経験を
もとに、2011年はFCの介護ホーム事業を開始

篠田雄二 37歳　船舶修理監督
中国との商取引の増加に伴い、中国のドックヤードで修理を行
う日本船主の船舶も急増。中国人修理工たちを現場で監督し、
修理にあたる。仲間と船用品調達会社も共同経営

ファッション・流通
朝倉禅 33歳　美容院経営
ロンドンの美大卒業後、北京に出店。中国ベストヘアスタイリ
ストに選ばれた他、オリジナルブランドを立ち上げる。中国の
CMや雑誌などでも活躍

久保文利 34歳　美容院経営
代官山のサロンで働いていた時、知り合いに誘われ北京へ。3
年後の2009年独立。日本人で初めて伝統的家屋、四合院をリノ
ベーションしたサロンをオープン

西脇由美 42歳　ブライダル会社経営
1998年日本語教師として大連へ。2004年、コンサルティング会
社で中国のブライダル市場を調査したのがきっかけで、ブライ
ダル会社を起業。挙式のプロデュースや海外挙式の企画

佐藤真弓 34歳　ブランドショップ経営
パリでパタンナーとして活躍した経験を生かし、2006年上海で
自身のブランド「Mayumi SATO」を立ち上げた。顧客の半分
は中国人

石川リエ 38歳　オーダーメード服店オーナー
日本ではファッションライターとして活躍。夫の仕事の都合で
2005年上海へ。07年プリントシルクを使ったオーダーメードの
店をオープン。中国人のリピーターも多い

神俊貴 27歳　セレクトショップ経営
上海の＂裏原＂的な長楽路に出店。日本のファッションを中国
や世界で広めたいという思いを綴ったブログがきっかけで著
名ブランドの正規取扱店に。客の大半が中国人

奈須野孝 64歳　セレクトショップ経営
元大手電機メーカー駐在員。帰任辞令と同時に退社。化粧品
ブランドとセレクトショップを立ち上げ、顧客の9割が中国人。
移り変わりの早い上海で8年もショップを安定経営

川村由樹 34歳　フローリスト
中国の家庭では造花で十分と思われていた頃から地道に活動、
現在花屋2店舗を経営。フラワーアレンジメント教室も

斉藤克久 48歳　タイ系大型ショッピングモール総裁
上海最大で人気のショッピングモールの経営に携わる。そごう
出身。上海では香港そごう系列の久光百貨店を軌道に乗せた

佐藤愛 32歳　スクール運営会社経営、貿易業
日本人駐在員夫人向けカルチャースクールを運営。夫を亡くし
た後ビジネスチャンスありと子連れ留学。コンサルティング、
貿易などへもビジネスを拡大

佐藤理 42歳　ブライダルプロデュース会社経営
2005年に北京マリアージュ設立。現地の外資系ホテルや高級
レストランと組んで結婚式をプロデュース

宮原武史 39歳　ソフトブレーン上海、北京総経理
ソフトブレーン入社以来中国で活動。経営難を乗り越え、同社
の中国ビジネスを束ねる。ITによる組織経営改革を推進

木村靖夫 37歳　CMプロデューサー
CM制作会社の中国駐在員を経て、独立。クリエイティブワー
クに定評。クリエイターたちの集まる751文化研究所も主宰

大西正也 47歳　チャイナ・コンシェルジュ社長
元リクルート勤務。北京、上海、大連などで富裕層向けフリー
マガジンを月14万部発行。現在は日本に拠点を置き、来日する
中国人観光客向けのビジネスも強化

伊藤嘉一郎 35歳　通販会社経営
中国の富裕層女性をターゲットにした美容と
健康に関する通販会社「ビーナスベール」
CEO。大手商社で中国ビジネスに従事。大手
通販会社の上海事務所を立ち上げた後、独立

食・農業
重光克昭 42歳　外食チェーン店経営
中国で「味千ラーメン」480店舗をフランチャイズ展開。中国で
最も有名な日本のラーメン店。2012年に2000店舗が目標

田中豊 52歳　国際ビジネスコンサルタント
福岡、熊本などの農産物をアジアへPR。石川、京都などの自治
体もコンサル。高級いちご「あまおう」の輸出をサポートした

井出剛 49歳　農業関連会社経営
日中共同開発プロジェクトで中国・海南島で農地と工場をつく
り、ベビーリーフの生産販売を計画中。2011年から上海近郊で
も生産開始予定

服部貴行 34歳　飲食業、開業サポート業
大学卒業後、鉄道会社で働き25歳で北京に語学留学。バーで
アルバイトし、翌年にバー開業。現在は七つの飲食店を経営

黒木論一 36歳　イタリアンレストラン経営
日本人と上海人との共同経営で、2003年開店。上海で人気レス
トランとなり5店舗。西安市にも出店

島原慶将 37歳　マグロ料理専門店経営
日本で起業に失敗し渡中。父がマグロ漁師だった縁で、中国で
マグロ専門店を2005年にオープン。現在、上海を中心に7店舗。
年商6億円

柴田武 39歳　パティシエ
名古屋の人気パティシエ。上海では初の日本
人オーナーパティシエによる店を2009年に出
店。レストラン評判サイト「大衆点評」の上海
スイーツ部門で高い人気。香港にも出店

平野直哉 34歳　レストラン経営、画家
スペインレストラン、寿司屋、ギャラリーなどの複合スペース
を経営。上海のベストスパニッシュレストランにも選ばれた。
画家として、中国若手アーティストとアートイベントも企画

村上栄一・花野子 ともに28歳　焼酎バー経営
留学中に知り合い、大好きな焼酎を世界に広めたいと、2007年
上海に焼酎バーをオープン。欧米人率が高く異彩を放ち人気

芸能・アート・スポーツ
矢野浩二 40歳　俳優
日本の高校卒業後、森田健作の付き人を振り出しに俳優を目
指すが芽が出ず2001年に中国へ。日本兵役から始まり、バラエ
ティー番組のレギュラーで国民的人気を得る

大塚匡将 34歳　俳優
日本で芸人を経て北京へ。2009年には建国60周年記念映画

「天安門」に日本人の重要人物役で抜擢された

鈴木美妃 30歳　女優
北京の中央戯劇学院に単身留学、女優やレポーターとして活
躍。中国語と日本語のブログ「潜在本性」が人気

田中千絵 29歳　女優
台湾に留学し中国語を学ぶ。ブログを読んだ映画監督から声
がかかり、主役に抜擢。北京のドラマや映画にも出演

映里 37歳　写真家
中国人の夫、榮榮とともに北京に現代写真センター「三影堂撮
影芸術中心」を開設。2010年には国際写真祭を立ち上げ中国の
写真文化に貢献。欧米でも高い評価を受ける

宮下匠規 31歳　ダンサー、通訳
8年前に中国に留学、バックダンサーなどで活躍。ストリートダ
ンスを普及。2010年には映画の主題歌も担当。テレビのコメン
テーター、通訳、コーディネーターなども

丹羽麻衣子 38歳　DJ、アナウンサー
東京でナレーターやフリーのラジオDJを経て
2009年に北京へ。中国国営ラジオ局CRI中国
国際放送局日本語部アナウンサー。その他ナ
レーション、イベント司会などで活躍

菊地圭介 47歳　音楽プロデューサー
神奈川県出身。2004年から北京に拠点。女子十二楽坊などを
プロデュース。北京五輪の公式ソングも作曲した

ねんど大介 37歳　お笑い芸人
長崎出身。中国雑技団にあこがれ、大道芸を独学。2006年から
上海、07年から北京に進出。ワハハ本舗所属

Baru（合原幹知） 33歳　クラブDJ
1990年代後半から上海のクラブで、DJやサウンドディレクシ
ョンを担当。2004年からクラブ「DRAGON CLUB」、10年春か
らは「NODE LOUNGE」の運営も

小松拓也 32歳　タレント
在中の日本人アイドル。男性スターを発掘するオーディション
番組で、外国人で唯一トップ20入り。ファンクラブもある

松田奈月 37歳　テレビ番組ディレクター
上海で日本を本格的に紹介する番組を企画・制作し、人気を
得る。上海市民の日本への親近感はこの番組の影響大

鳥本健太 30歳　アートプロデューサー
上海でアートと出会い、IT分野からこの業界へ。日本や中国の
若手アーティストを国内外で紹介している

コトータケヒコ 34歳　農民画家
教育関連会社の駐在員だが、民間芸術の金山農民画の担い手
でもある。2009年、金山農民画院から外国人初「金山農民画
師」に認定

石山雄太 35歳　京劇俳優
京劇界初の日本人。国家に所属する京劇俳優になるというの
は、日本なら外国人が歌舞伎俳優になるようなもの

安藤美香 30歳　画家
若手作家。2009年、当時の鳩山首相が訪中した時、人民大会堂
で日中韓3カ国の女流画家の合作を各国首相の前で発表。現
在、中国芸術研究院で日本人初の博士課程に在籍中

蒼井そら 27歳　女優
中国の男性に人気のAV女優。ブログも人気。ツイッターを始
めたところ、中国からフォローする人が続出

井村雅代 60歳　シンクロナイズドスイミング北京
五輪中国代表ヘッドコーチ
アテネ五輪までシンクロ日本代表コーチ。北京五輪で中国代
表ヘッドコーチを務め、中国初の五輪銅メダルに導く

福原愛 22歳　卓球選手
3歳でラケットを握って以来、たびたび卓球王国・中国を訪れ
る。卓球の中国スーパーリーグ遼寧省や広東省に所属し、中国
でも抜群の知名度。北京五輪ではファンが殺到した

阿部洋子 42歳　シノワズリ雑貨店経営
中国刺繍などをモダンにしたオリジナル雑貨ブランドを10年
前にスタート。上海のシノワズリ雑貨店ブームの先駆け

高田裕子 33歳　カラーコーディネーター
日本人向けカラーアナリスト養成講座のほか、日系企業向けに
出張カラー講座などを展開。天津伊勢丹でのカラー診断が売
り上げ増加に貢献

ヒキタミワ 40歳　ビューティーアドバイザー
上海のスタイリストの草分け的存在。雑貨店も経営。地元ファ
ッション誌にビューティーコラムを連載

安東泰一 36歳　ヘアスタイリスト
サロンを経営するかたわら、上海の雑誌などでヘアスタイリン
グも。北京の民間美容師専門学校の講師も務める

教育・サービスなど
藤本龍一郎 25歳　テニススクール経営
北京の米国系インター卒業後、米国のテニスアカデミーに留
学。北京の高校時代にテニスの指導者がいなかった経験から、
2009年春スクールオープン

山口慶 33歳　日本人留学生向け中国語補習校経営
自身の留学経験をもとに北京で起業。日本人留学生向け中国
語マンツーマンスクール「Tomonos」を経営。今後増加が見込
まれる日本人留学生の学校・交流・生活を総合的に支援

安田玲美 38歳　PR会社社長
日本で大学卒業後、北京に留学。25歳でアパレル業を起業。不
況で休業する困難を経験。現在はPR会社を経営し、日中韓交
流フォーラムを運営するなど、社会的活動も

笈川幸司 40歳　日本語教師
カリスマ日本語教師。2001年から北京。学生の日本語の発音を
劇的に変える「笈川楽譜」を発明。北京大、清華大で教鞭をと
るほか、個人で全国スピーチ大会も開催

吉松朱里 29歳　バレエ教室経営
ダンサーの中国人の夫とともにバレエ教室を経営。日本語、中
国語、英語で教えるため中国人・欧米人の生徒も多い

吉田達也 35歳　旅行会社経営
2006年「旅悟空トラベル上海」起業。10年度の
売り上げは7億円の見込み。個人で起こした日
系旅行会社ではナンバーワン。11年、訪日中国
人客のために日本支社設立予定

互人多（フレンド） ボランティア
1997年にスタート。駐在員夫人を中心に、バザーやコンサート
で中国の貧困地区の教育支援。小学校を4校建設

上海虹文庫 ボランティア
在住日本人の子ども向けに絵本の貸し出し、読み聞かせ会な
どを行うほか、上海の自閉症児童訓練施設への訪問など

市村尊広 43歳　福島県上海事務所所長
中国のアルファブロガーを利用するなどお金を使わずに効率
的なPRで福島県の知名度アップに貢献。検索サイト「百度」で
のヒット数が2万件から280万件に大幅アップ

学術・ジャーナリスト
加藤嘉一 26歳　評論家、ジャーナリスト
中国の大手メディアでコラムを執筆、コメンテーターとしても
活躍。高校卒業後、日本の難関大にも合格していたが、北京大
に留学。中国人に間違われるほどの語学力が武器

大内昭典 30歳　長江商学院MBA学生
長江商学院に留学。日本の大学在学中に公認会計士の資格を
取りシティグループ証券投資銀行本部、ベンチャーを経て、
MBAを取る際、米国ではなく中国を選択

西村友作 36歳　大学講師
2008年に全国博士生学術論壇（論文大会）で外国人初となる
優秀2等。10年に北京の対外経済貿易大で博士号取得、日本人
講師として初めて正規採用。専門は金融

大澤頼人 58歳　コンプライアンス指導
上海交通大法学院客員教授。上海の弁護士らと協力し、上海
交通大で日本の企業法務やコンプライアンスについて寄付講
座を開講。中国の次世代のリーダーを育てる

中国に勝った
日本人
100人

リスト中国


