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楽天マレーシア代表の上野 昌哉さん

Malaysia
×Online shopping

マレーシアでオンラインショッピング

地元の情報誌やファッション雑誌などで紹介されはじめた「オンラインショッピング」。マレーシアでも20代、
30 代の若者を中心に流行っているようです。確かにオンラインでの買い物は、渋滞や駐車、人ごみに悩まさ
れることなく、好きな時間にゆっくりできるし、市販されていないレア物に出会えるチャンスもあります。
今号のセニョ～ムでは地元メディアで紹介されているオンラインショッパーを取り上げました。今年のクリス
マス・ショッピングはオンラインで楽しんでみませんか？

www.rakuten.com.my
スタート：2012 年 11 月 1日

創業者：楽天株式会社

取扱商品：デジタル・電気機器、日用品、玩具、ジュエリーなど 11,000

アイテム。

特徴：日本の楽天と同じサービスを提供。ポイントシステムあり。

日本のサービスを提供。
スーパーポイントでお得なショッピング！

　楽天がついにマレーシアにお目見え

しました！　楽天マレーシア代表の上

野昌哉さんによると、アジアでは台

湾、タイ、インドネシアに次いで 4番

目、世界では 9ヵ国目に当たるのだそ

うです。「マレーシアのＥＣの浸透度

は（小売業界全体の売り上げに対して）

0.8％。東南アジアのなかではシンガ

ポールにつぐ高さをみせています。

2016年には 1.4%まで伸びると期待し

ています」（上野さん）。また進出に際

しての判断基準を聞くと、「先にあげ

たＥＣの浸透度、次に信頼できる配送

システムがあること。3番目が電子決

済。マレーシアはこうしたインフラが整備されていると思います」。

　楽天はマレーシアでも、日本の事業モデル「マーケットプレイス」を

展開。現在（2012年 11月）、トイザラスやベスト電器、ケアリング・ファー

マシー、ポーコンジュエリーなど国内の大手小売業を中心とする 40店

舗から、全 1万 1000を超えるアイテムがマーケットを飾ります。人気

商品は国によって違いがみられるようで、「台湾は食べ物とファッショ

www.lazada.com.my
スタート：2012 年 2月
創業者：Rocket Internet Venture
取扱商品：携帯、タブレット、コンピュータ、カメラ、日用品、
インテリア、玩具、健康・美容品、スポーツ用品、書籍、ビデオゲー
ムなど 11カテゴリー 6,000 アイテム。
特徴：返品可能、キャッシュ・オン・デリバリー、配送無料な
ど消費者に優しいシステムを提供。

格安の商品がズラ～リと勢ぞろい
　ラザダ・マレーシアを訪問してビックリ！　倉庫のようなオフィスにはマレーシア人に混

じって、欧米系のスタッフの姿も ･･･。PR 担当のアナさんによると、ラザダの母体はドイツ

に拠点をもつ「ロケットインターネット社」。現在世界で 12のオンラインショッパーを展開

しているのだそう。人気の携帯＆タブレット系を中心に家電、カメラ、玩具、日用品など扱

う商品の種類の多さに驚きました。

　基本的に送料無料（購入金額 50リンギ以上。東マレーシアは 100 リンギ以上）で、しか

も 14日以内なら返品可能、キャッシュ・オン・デリバリーという買いやすさから、人気上昇中。

現在、フェイスブックのファン数約 7万人！「お客さんとの双方向でのコミュニケーション

を心がけています」（アナさん）。

www.hauteavenue.com
スタート：2011 年 11 月
創業者：Catcha Media Group
取扱商品：シーズン遅れのシャネル、プラダ、ミュー
ミューなどのブランドバッグほか、ディーゼル。ＣＫ，
ポールフランクのアイテム。
特徴：会員向けに魅力的な価格を提供。

www.shashinki.com
スタート：2005 年 12 月
創業者：Dr. Koh Kho King
取扱商品：「撮影」に関連した多種にわたる商品
を 8,000 種。
特徴：マレーシア初で最大のカメラ（撮影）に特
化したオンラインショップ。

www.lunavocy.com.my
スタート：2010 年に Facebook
でスタート。2012 年 3 月に SSM
に登録。
創業者：Flurdelunah Merza@Luna
取扱商品：エジプトのマジックク
リーム、アクセサリー、コスメ関
連商品。
特徴：「美」関連のコスメ、ファッ
ションアイテムを扱う。

www.eranzi.com
スタート：2009 年
取扱商品：有名ブランドものから
オリジナルブランドの服、靴、ア
クセサリー（メンズ＆レディス）。
特徴：有名ブランドのディスカウ
ントからスタート。今ではオリジ
ナルブランドも扱っている。

www.deliriousaccessories.blogspot.com
スタート：2010 年 9月
創業者：Mei Kay
取扱商品：アクセサリー。
特徴：ハンドメイドのアクセサリー。アクセサ
リーの着こなしを楽しみたい方に！
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ン、インドネシアは家電、携帯などＩＣ関連、タイはファッション。マレー

シアでは家電、携帯、ファッションでしょうか」と上野さん。

　楽天マレーシアでは日本と同様のサービスを提供。購入金額の１％が

ポイントとして貯まる「スーパーポイント」も楽しめるほか、宅配業者も

ポスマレーシアのほかに、ヤマト宅急便とも提携しているので安心！　

近い将来、一つのプラットフォームを使って世界各国の商品を購入でき

る計画も進んでいるのだそうです。

ラザダマレーシア CEOのイゴールさん（左）とアナさん
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www.farahkhan.com
取扱商品：レディスファッション。
特徴：ファッション界のセレブ、ファラ・カーン
のショップ。年齢問わず、女性が美しくセクシー
に見えるドレスを扱う。

www.blueyjoyce.blogspot.com
スタート：2010 年 6月
創業者：Joyce Loi
取扱商品：トップス、ボトムス、ベルト、イヤリングを中心にトレンド
の服やアクセサリー。
特徴：値段、配送など買い求めやすいシステムをとっている

www.tsar.asia
スタート：2011 年 10 月
取扱商品：レディスの靴、バッグ
特徴：機能的で洗練されたハウスブランドを扱う。ウェッジ、フラット靴が
人気。皮素材はガーナ、ナイジェリアなどからの輸入物を使用。

www.glamrockchic.com
スタート：2010 年 1月
創業者：a group of footwear designers
取扱商品：オリジナルシューズ。
特徴：ヒールの高さなど、個々のニーズに合わせ
た靴を提供。

www.arrogantminnie.com
スタート：2008 年
創業者：Eeleen Goh
取扱商品：靴、バッグ、服、アクセサリー。
特徴：雑誌やウェブで紹介されているストリート
ファッション系で国内では購入できないユニーク
なアイテム。http://glossyaddiction.blogspot.com/

スタート：2009 年
創業者：Charmin Yeoh
取扱商品：レディスファッション、バッグ、
財布、アクセサリーなど。
特徴：ハウスブランドは顧客のニーズに合わ
せた品揃え。

www.6thsense.com
スタート：2011 年 8月
創業者：Alexandar Tan
取扱商品：トレンドのレディスファッション
（ストリート系）。
特徴：ボトムス中心。20代～ 40代のファッ
ションに敏感な女性をターゲット。

www.trendyconfessions.com
スタート：2008 年
創業者：Jiar Yi & Jiar Hwei
取扱商品：ツーサイズプラスのレディス物。
トップからボトム、バッグ、ジュエリーまで。
特徴：サイズXL（ＵＫ 12）から７XL（ＵＫ
24）まで。

www.fashionvalet.net
スタート：2010 年 11 月
創業者：Fadzarudin Anuar & Vivy Yusof
取扱商品：トレンディスタイル＆トラッド
スタイルのファッション、アクセサリー、
バッグ、靴など。メイクアップ商品、メン
ズもあり。
特徴：マレーシア国内及び海外への配送は
迅速に行っている。

http://jujumilky.blogspot.com/
取扱商品：レディスファッション、ア
クセサリー。
特徴：商品はすべて輸入物。

www.shopkissandtell.net
スタート：2008 年 8月
創業者：Michelle Soo & Lexie Soo
取扱商品：レディスファッション、靴。
特徴：靴はオリジナル。はきやすさに定評あり。小さいサイズの注文可。

www.tigasukuvintage.blogspot.com
スタート：2012 年 6月
創業者：Ahmad Faissal Johari
取扱商品：メンズビンテージ服
特徴：70年代のポロシャツ、セミフォーマ
ルウェアなど。
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www.winkstick.com
スタート：2008 年
創業者：Farah Hani & Izzati Hani
取扱商品：アクセサリー、レディスファッション。
特徴：ファッション大好きな姉妹が高校生時代に
はじめたショップ。普段使いのシャツから勝負ド
レスまで、人気上昇中。

www.rarablack.com
取扱商品：レディス。パーティドレス中心に、カジュアル服、
バッグ、靴、ジュエリーなど。Luke、Bunny Noo など数種の
ブランドを提供。
特徴：24～ 48時間以内の配送を心がけている。送料無料（国
内）、15日以内であれば返品可能。
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