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摘

要

(中) 

  進入二十一世紀以來，日本產業市場受到少子高齡化、全球化及貧富

差距等衝擊，造成零售產業在銷售額與規模成長方面普遍無顯著成長，唯

有通信販賣此種無實體店面的販賣方式依然業績節節上升。近年通信販賣

的銷售重心已轉移至網際網路，並且以新興媒介－行動網路最受矚目，其

成因可溯源於日本近乎人手一支行動電話的現象，以及民眾在行動網路使

用上的高普及率。行動電話上網的需求度增加，讓行動網路相關服務市場

蓬勃發展，其中物品販售市場占了最重的營收比例且逐年穩定成長，為不

可忽視的一大商機。因此日本網路通信販賣市場中的最大購物商城「樂天

市場」，從 2000 年起便著手經營「行動版樂天市場」。在此種行動商務

發展的潮流下該如何站穩腳步並開創佳績，即為本研究最初始之研究動

機。   本研究採用文獻分析法與個案研究法，以近年開始發展行動網路

媒介的日本通信販賣產業為主軸，先分析通信販賣產業的成因以及其市場

概況與消費者消費情形，進而帶出近年內成長率最高的行動網路媒介。其

次，針對日本近十年興起的行動商務市場進行探討，分析日本行動網路發

展基礎及整體國民的行動網路使用情況，並透過縱觀行動網路相關產業概

況，探討其市場規模及行動商務消費理論。最後，本研究以日本最大購物

商城樂天市場之「行動版樂天市場」為個案分析對象，歸結其在行動商務

熱潮下得以脫穎而出之原因。   本論文作為日本研究之一環，期望能釐

清日本通信販賣發展至今的脈絡，並理解行動網路媒介方面之市場概況，

也期盼為近年來才開始興起行動網路產業的台灣，提供產業發展及行動網

路平台與商店一些經營策略上之參考。 關鍵字：通信販賣、行動網路、行

動商務、行動版樂天市場、網路行銷 

摘

要

(英) 

The 21 Century comes with the impacts of low birth rate, ageing population, 

globalization and gap between rich and poor on Japanese market. In Japan’s retail 

business, as a result, the sales and the scale growth showed no significant bounce. 

However, only the non-store shopping, Mail Order Business, keeps growing and 

profiting. The wide use of mobile phones and the Internet would be the key reason. 

With the invention of the mobile network, it has become the more usual way to 

order merchandise in the Internet. Meanwhile, the mobile phone as an indispensable 

part of people’s life in Japan makes the Internet, which can be accessed 

everywhere with mobile network, become the main stage for the Mail Order 

Business. This study, through literature review and case study, analyzed the root of 

Mail Order Business and the context of Japanese market and consumers’ behavier 

to investigate the reason for the rapid expansion of Mobile Network-mediated Mail 

Order Business. Secondly, the study focused on the rise of Mobile Commerce to 

analyze the development and the use of Mobile Commerce in Japan. With reviewing 

the mobile-commerce market, the market scale as well as consumption theory of 

mobile commerce are discussed. Finally, the study used Mobile Rakuten as a case to 



learn the reason why Mobile Rakuten outstands among Japan's most visited online 

shopping Websites. This study, as a Japanese study, aimed to clarify the context of 

Japan’s Mail Order business, and to understand the market mediated by Mobile 

Network. The results are expected to be the references for Taiwanese booming 

online shopping business and mobile network platform. Key Words：Mail Order 

Business, Mobile Internet, Mobile Commerce, Rakuten Market on Mobile, Internet 

Marketing 
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2012.1.15 23:52 111.248.4.98 new 06 498246050 2012.1.15 23:52 111.248.4.98 new 

07 498246050 2012.1.15 23:52 111.248.4.98 new 08 498246050 2012.1.15 23:52 

111.248.4.98 new 09 498246050 2012.1.15 23:53 111.248.4.98 new 10 498246050 

2012.1.15 23:53 111.248.4.98 new 11 

異

動

記

錄 

C 498246050 Y2012.M1.D15 23:01 111.248.4.98 M 498246050 Y2012.M1.D15 

23:02 111.248.4.98 M 498246050 Y2012.M1.D15 23:15 111.248.4.98 M 498246050 

Y2012.M1.D15 23:15 111.248.4.98 M japa2596 Y2012.M1.D15 23:17 111.248.4.98 

M 498246050 Y2012.M1.D15 23:51 111.248.4.98 M 498246050 Y2012.M1.D15 

23:51 111.248.4.98 M 498246050 Y2012.M1.D15 23:57 111.248.4.98 M japa2596 

Y2012.M1.D16 15:38 140.136.213.41 M japa2596 Y2012.M1.D16 15:38 

140.136.213.41 I 030540 Y2012.M1.D16 15:44 140.136.208.244 

 


