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China News

東京、パリ、上海　自由なデザインと生き方で
―デザイナー 佐藤真弓さんへのインタビュー―

横川 美都（よこかわみと）
研究員

1997 年東京女子大学卒業。新卒で入社したアパレルメーカーでは、中国貿易と生産管理を
担当。1999年より 2年間青島に駐在後、北京へ留学。その後、上海にて日系企業の事務所
立ち上げに関わり、アパレル関係のコンサルティングを行う。2005年 12月から現職。

東京からパリへ

佐藤さんは文化服装学院出身、学生時代はパ
ターンメーキングなどの技術系を専攻していた。
学生時代が非常に辛かったこともあり、アパレル

系の企業に就職をしたら毎日深夜まで残業、土日
も出勤というイメージが強く、そんな生活はした
くないと考え、卒業後は日本紡績検査協会に就職
した。紡検で 3 年間の勤務後、当時スタートした

「近くに友人がやっているショップがあるからのぞいてみませんか」仕事の打合せが終わった後で、日

本人スタイリストから声をかけてもらったのが、オリジナルブランド Mayumi SATO のショップ経営を

するデザイナー佐藤真弓さんとの出会いでした。東京からパリ、そしてここ上海へと拠点を移してきた佐

藤さんは優しい雰囲気の中に強い個性と意志を感じさせる女性です。ショップがあるのは、上海の中心部、

高級百貨店やホテル、オフィスが立ち並ぶ静安寺付近からすこし南に下がった静かな裏路地、安福路。地

元の人たちの生活感を残しつつ数年前から小さな画廊がポツポツとでき始め、最近はすぐそばに超高級オ

フィスビルや、知る人ぞ知るワインバーができるなど、欧米人の姿も多くなったこの通りに、2007 年 9

月にお店を構えた佐藤さん。彼女が初めて上海にやって来たのは 2006 年 2 月。それまで一度も上海を

訪れたことがなかったどころか、「人生のリストの中に“中国”という文字さえなかった」という彼女が

どのようにしてたった 1 年半という短期間でショップを持つことができたのでしょうか？　出会って数日

後に、さっそくインタビューに伺いました。

安福路は一方通行の静かな裏路地。取材をした 7月の初めは木々の緑がまぶしかった。ローカルな生活感溢れる一方、オシャレな小さなショップ
がポツポツ並ぶ。赤地に白の水玉が佐藤さんのお店の目印。
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ばかりのフランスのワーキングホリデー制度を利
用し、以前から大好きだったパリへと渡った。
当初、パリ滞在はワーホリ期間の 1 年間限定、

それまでがんばった自分へのご褒美、とにかくパ
リでの生活を楽しもう、と考えていたという。と
ころが、パリで生活するうちにフランス語の勉強
も 1 年ではものにならない、何よりもっとパリで
過ごしたいという気持ちが強くなり、仕事を探し
はじめた。そして外国人が仕事を探すのは難しい
と言われるパリの街で渡仏からなんと半年足らず
で、日本人がデザイナーをしているフランスのア
パレル企業に就職をすることができた。仕事を始
めたばかりのころはフランス語はもちろん、長く
仕事を離れていたためパターンナーとしての技術
も十分ではなかった。初めは、雑用のような仕事
をしながら、言葉を覚え、そして徐々にパターン
ナーとしての仕事をするようになっていった。ま
た、取得した労働許可書はフリーランスとしての
ものだったので、就職したフランス企業以外から
も徐々にパターンナーとして仕事を請けるまでに
なっていった。こうして、1年のロングバケーショ
ンが 4 年間の現地生活へと変わっていったのであ
る。
「フランスでの生活は本当に楽しかった。初めて
親元を離れての生活ということもあったかもしれ
ませんが、それまで日本で過ごした 24 年の生活と
は全く違う世界がそこにはありました。それに、
フランスで労働許可書を発行してもらうこと自体、
かなり難しいこと。今では外国人に対してはほと
んど許可が出なくなっていると聞いています。だ
から、本当にいろいろなことがラッキーだったの
だと思います」

パリから上海へ

とにかく毎日が新鮮なフランスでの生活。「精神
的にも物質的にも暮らせなくなったら日本に戻ろ
うと決め、当分の間引き揚げるつもりはなかった」
という佐藤さん。そんな彼女が上海行きを決めた
のは、現在のご主人で当時から付き合っており、
建築関係の仕事をしていたフランス人パートナー
の影響だ。彼の親友で、同じく建築を学んだ中国
人が、建築ラッシュに沸く中国で一緒にビジネス
をしないかと彼のことを誘ったのだ。そして、何
度か上海を訪れた彼は、友人とともに上海で仕事
をする決意を固めた。
自分の人生のリストの中に全く入っていなかっ

た中国という国、上海という街。佐藤さんは、当
初、中国行きを迷ったという。一方で、4年間の暮
らしの中で居心地のよい場所となっていたパリと
いう街。そこでの生活は、家、通勤、仕事の繰り
返しでルーティンな日々が続いていると感じ始め
てもいた。そんな生活を変えてみるのもいいかな、
と思うようになり、彼と一緒に上海に来ることを
決心したそうだ。彼女の上海行きに関しては、本
人よりも周りの人たちがびっくりしたという。
2005 年 4 月に起きた抗日デモ直後だったこともあ
り、特に日本にいた家族は本当に大丈夫なのかと
心配したそうだ。しかし、佐藤さん自身は上海行
きを決心してからは、不安や迷いは無かったとい
う。「中国に関する予備知識も先入観も何も無かっ
たせいかもしれません。ただ同じアジアなのだから、
東京だって上海だって同じでしょ、と思っていたの
です（笑）」
そして 2006 年 2 月、生まれて初めて降り立った

中国。「上海浦東空港から市内までの高架道路を走

「30、40 代の女性たちに向けて、あまりイメージを固めすぎずに、その
時思ったこと感じたことを自由に表現した服を作っていきたい。そして、
仕事もバリバリするけれど、ちゃんと自分の時間も持って楽しく遊べる
自由な考えを持った人に着てもらいたい」
商品価格帯は夏物のワンピースで 600 元、トップス 300 元、ボトムス
500 元と非常にお手頃だ。中国でこれくらいのおしゃれを楽しめる層に
とっては、全く問題ない金額だろう。中国人スタッフにお客さんの反応
はどうかと聞いたところ「皆さん、デザインがとても個性的ね、と言い
ます。金額的に高すぎるという人はいませんよ」とのこと。

海外動向
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る車の中から見た上海の景色は、やっぱり東京の
首都高と同じだ！って思ったんです。実際暮らし
始めたら全く違うんですけどね…」そしてすぐに
生活が始まった。斉藤さんにとって一番辛かった
ことは、自分は全く言葉ができないのに、中国人
がみんな自分に話しかけてくることだったと言う。
フランス人の彼と 2 人でいると、彼は外見が中国
人とはまったく違うので絶対に話しかけられない。
しかし、同じアジア人である自分に対しては、
「わーーーー」と話してくる、そのことがとても辛
かったそうだ。自分のことを仲間と思っているら
しい彼らに分からないということを伝えたいのに、
それをどう伝えたらいいのかさえも分からない。
もちろん、中国系・カンボジア系のアジア系移民
の多いフランスでも、同じように言葉が分からな
くても話しかけてくる人がいる。しかし、中国語
の口調はとてもきつくて怒っているようで、その
勢いには辟易したそうだ。ただ、それ以外のこと
はあまり気にならなかったという「どんな場所で
も住めば都。日本だって、パリだって、中国だっ
て、モンゴルだって、北極だって、住んでしまえ
ばどこも同じ。友達がいれば大丈夫、私はどこで
も生活できるのだと思います」

Mayumi SATOブランド、ショップの立ち上げ

佐藤さんは上海に来てまず、ミシンを買ったそ
うだ。そして、すぐにお金を稼ぐとかビジネスに
しようという考えからではなく無心で好きなもの
を 1 枚、2 枚と作り始めた。同時に、パターン
ナーとして仕事をしようと就職活動をスタートさせ
た。ところが、最初に知り合いの紹介で面接に
行った中国系企業で、「1 型 200 元」と言われ、そ
の場で上海でパターンナーとして仕事をする、と
いうことを選択肢から削除した。「だって、余りに
も価値観が違いすぎるでしょう！」一方で、上海
にある日系の服飾学校からは講師として来てくれ
ないか、と声をかけられたそう。周囲からもぜひ
挑戦してみればと薦められたが、自分程度の技術
で他人に教えるなど恐れ多い、と断ってしまった。
他にも莫干山路 1 にあるフランス系のモード学校
IFA が経営するギャラリーを手伝ってほしいなど、

いろいろ話はあったのだが、とにかく何かが自分
の中でしっくりとせず、6 月（06 年）頃にすべて
の就職活動をストップさせてしまった。
そして、この頃から上海に来たときから少しず

つ始めていた洋服作りを本格化、当初は本当に何
も考えずとにかく作ることだけに集中した。パター
ンナーとして仕事をしていたこともあり、“デザイ
ン”をするより“もの作り”をする方が好きで、
とにかく作っているうちに、委託だったらどこか
で売ってもらえるかもしれない、と思うようにな
り始めた。そう思いはじめて、すごい勢いで 20 型
各 3 色くらいの展示会で 1 コレクションとして見
せられる位の枚数を作り上げたそう。そして「こ
れがないと何も分かってもらえない！」と思い、
リーフレットまで印刷してしまったのである。そ
うしているうちに、知人を通じて泰康路 2にある日
本人経営のアジア系雑貨ショップに商品を置かせ
てもらえることになったそうだ。実際に売り場に
立つことはなかったが評判は良かったようで、9月
のスタートから 2カ月、3カ月と経つうちにそれだ
けでは生活はできないが、一定の安定した売上が
出てきたという。冬に入ってからお店のスペース
を借りてセールを行ったが、佐藤さんはその時、
初めて実際に自分の作った服が売れていくのを目
の当たりにした。自分の子供のような服たちがお
嫁に貰われていくような気分になり、どうか幸せに
なってね、という気持ちになった。それまでは、単

店内には友人のフランス人デザイナーの子供服も。

1 莫干山路： 莫干山路 50号（M50）http://www.m50.com.cn/
上海蘇州河沿いの古い工場地区をリノベーション。国内外のアーティストや企業がギャラリーやアトリエ、デザイン事務所などとして
使用している。

2 泰康路： 泰康路 210 号田子坊　http://www.tianzifang.cn/
上海独特の“弄”と呼ばれる古い住宅街に、小さなギャラリーやカフェ、バー、ショップなどが次々とオープンしたおしゃれ地区。莫干山
路より商業的。
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純に好きだから服を作っている、というスタンス
だったが、この頃から「あ、ビジネスになるかも
しれない。自分だけでもやっていけるかもしれない」
という気持ちと「もっと大きなスペースに、自分の
商品だけを置いて、自分だけのお客さんが欲しい」
という気持ちが湧いてきたそうだ。「人間って、あ
る所までいくと“もっと、もっと”って思うように
なるでしょう？」
年の明けた 2007 年 3 月ころから、そんなことを

考えながら時々店舗物件などを見て回るようになっ
た。しかし、実際に自分のショップを構えること
になれば、お金はかかる、失敗はできない、しか
も、自分ひとりでやらなければいけない、大丈夫
だろうかという迷いも生まれてきたそうだ。だが
「迷っていても仕方ない。やるんだったら今しかな
い」と 6 月末に決心を固めた。それから彼女は、
自分がどんな場所が好きなのか、どの通りが好き
なのかと、毎朝 1 時間くらい自分の足で上海の街
を歩き回った。そして見つけたのが安福路。もう
ここ以外考えられない、というくらい好きになっ
たのだが、実際に空いている物件はひとつもない。
通りの端からあまり流行っていなさそうなお店に
「転居しませんか」と声をかけて歩いて回ったりも
したそう。当然のことながら言葉もままならない
全くの素人の外国人を相手にしてくれるところは 1
軒も無かった。そんな時、たまたま飛び込んだ
ローカルの不動産屋で事情を話したところ、そこ
の主人が「俺に任せろ！」と言う。店舗物件に強
い、という謳い文句が店内にあったがそれ以上の
保障は何も無く、信用できるかどうかも全く分か
らない。それでも、どうしても安福路を諦めきれ
ず、藁にもすがる思いでこのおじさんと、他のと
ころとは契約しないのでとにかく安福路に場所を
見つけてくれ、という契約書を交わし若干の前金
を支払ったそうだ。そして、なんと 1 カ月後には
彼から「見つかったよ！」との連絡があったのだ。
後から聞いた話によると、彼は安福路の端から端
までの店舗をすべて回り、名刺をもらい 1 軒 1 軒
交渉をしたということだ。そして、なんとか無事
に内装工事を終え、2007 年 9 月に念願のショップ
がオープンした。

上海の街で感じること

ショップをオープンして 1 年弱、客層は、30 過
ぎから 40 代くらいの女性たちでまさに佐藤さんの
狙い通り。6 割くらいが日本人を含めた外国人で、

上海で生活をしている人がほとんどということだ。
欧米人のお客さんの中には「試着しなくてもサイ
ズが分かるから大丈夫よ」というほどのリピーター
もいる。しかし、中国人のお客さんの方がリピー
ター率は高いそう。「上海にはコンセプトショップ
やセレクトショップといった、個性のある洋服を
置いてある店がほとんど無い。大型ブランドショッ
プか工場から流れてきた服をただ並べてあるよう
な路面店ばかり。彼女たちにとってこうしたショッ
プは珍しいのだと思います」
東京、パリ、上海という 3 つの都市で、ファッ

ションに関わってきた佐藤さんから見て、それぞ
れの都市の女性たちのファッションに関する違い
はどのように映るのだろう「今さら、言うまでも
ありませんが、やはり日本人はダントツにおしゃ
れ。頭のてっぺんから爪先まで完璧に計算されつ
くした可愛さ。一方で、フランスの女性はモード
ばっちりな人もいることはいますが、ほとんどが
気を抜きすぎなのでは？と思うこともあるくらい
リラックスしたおしゃれをしている。でも、その
肩に力の入ってなさ加減のバランスが非常に素敵。
お金の使い方もそうだと思います。日本人の女の
子がおしゃれにお金をかける半分くらいでフラン
ス人はおしゃれを楽しんでいるはず。上海の女性
も本当におしゃれが大好きだと思います。でも
“ファッション”とか“おしゃれを楽しむ”という
ことを知って、興味を持ち始めたのが本当にこの
数年。だから、経験値がとても低い。自分なりに
すごく考えて服を着ていると思うのですが、それ
が私たちから見て“おしゃれ”なのかどうかは別

シノワズリなハンガー架けは家具を購入したアンティーク屋さんがプレ
ゼントしてくれたそう。「古いものが好きで、ワーッと漁っていたらお
店のおじさんが欲しいなら持って行きなさいって…」中国人の“おじさ
ん”たちと仲良くなるのも中国で生活するには不可欠な要素！

海外動向
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の話。でも“おしゃれ”って人それぞれの好みだ
から、日本人である私が見たらそれはちょっと
…と思うようなファッションでも、中国の人から
見たらそれがすごく可愛いのかもしれません。だ
から私が彼女達のファッションについてどうのこ
うのは言えないですね」
“上海”という街について、どのように感じてい
るかを聞いたところ「いろいろ難しいことは良く
分かりませんが、間違いなくこれからもどんどん
発展して行くと感じています。ただ、残念に思う
のは建物を含めて古いものがどんどん無くなって
いること。私自身古いものが好きだから余計にそ
う思うのかもしれませんが…。古いものに対する
無関心さは、洋服についても感じます」。最近佐藤
さんが始めたビンテージやリメイクのラインに対
する反応でそれを強く感じるそう。例えば、100 年
前の着物の生地や、フランスの蚤の市で買った古
布、古着のジーンズを使った 1 点もの。若干価格
帯は高いが日本人や欧米人は喜んで買っていくが、
中国人のほとんどの人が「嫌い」で「苦手」だと

言う。たまに「いいですね、素敵ですね」と言っ
てくれるのは海外経験のある人。それ以外は「何
で古いものをわざわざ高く売るの？」と理解して
もらえない。「このまま新しいものばかりを追い求
め、古いものを切り捨てていったら後で後悔する
と思うんですけどね…」

インタビューを終えて

小柄でふわん、とした印象の佐藤さん。何をす
るにも日本人的な常識が通りにくい上海で、短期
間でブランドを立ち上げショップを構えてしまっ
たというから驚きである。パリでの就職も然り、
上海での店舗物件探しも然り、彼女の周りにはた
くさんの“ラッキー”があったのかもしれない。
例えば、物件が見つかっても、上海ではその物件
に販売権がなければその場所で物販をすることは
できない。彼女が全権委任した不動産屋が見つけ
てきたのは、偶然にも一帯の商店を取り仕切る会
社の事務所だったので、販売権も所有していた。
だが、話を聞きながら感じたのはその“ラッキー”

カンボジア、タヒチなど旅先で購入した生地や、アン
ティーク生地を生かした商品も多い。この辺りのセン
スが分かるには、中国人女性の“おしゃれの経験値”
以外にも“教育レベル”“文化レベル”“知識レベル”
が相当高くないと難しいであろう。
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はすべて彼女の強い思いと意志が呼び寄せたもの
だということ。また、インタビューをしながら逆
に彼女に何度か聞かれたのは「中国人って人を騙
すって聞いているけど、本当ですか？」というこ
と。確かに、何の保障もない不動産屋に前金まで
払い全権委任する、という発想には筆者もさすが
に驚いた 9 年近くになる中国での生活の中で筆者
が感じるのは“本気で必死に自分で何かをしよう
とがんばっている人を騙すような悪意に満ちた中
国人はそれほどたくさん存在はしない”というこ
とだ。例えば、彼女が縫製をすべて任せている 2
年来の付き合いになるお針子のおじさん。「納期？
問題ない、問題ない」と言いながら、実際には納
期に間に合わないのも、彼にしてみたら“騙す”
とか“嘘をつく”と言った意識はまるでなく、仕

事を請けたいがために相手を安心させようとして
言っていること。佐藤さんは片言の中国語で彼ら
とやり取りする中でそうしたことをきちんと感じ
取っているようだ。
最後に「将来の夢は？」という質問をさせても

らった。「まずは、このお店をきちんと回していく
こと。お金儲けをしようとは考えていないけれど、
生活ができて、旅行に行けるような収入を作るこ
と」そして「いろいろと問題は多いのですが、い
ずれは彼とパリに戻ることになると思うので、パ
リに 2 号店を持てたら…」というのが彼女の答え。
本人が生み出す洋服と同じように、形やイメージ
に捉われない自由な発想と生き方ができる佐藤さ
ん、次なる夢もぜひ実現させて欲しい。

Mayumi SATO
上海市安福路 169 号甲　
tel; 021-5403-3903
www.mayumisato.com

なんと、ある商品はすでに布市場でコピーされて売られていたそう。
販売していたお店の人に聞いたところ「欧米人がこれと同じの作っ
てくれと言って持ってきた」とのこと。

店舗を構える前に「作っちゃった！」というリー
フレット。ブランドと佐藤さん自身のイメージが
非常に伝ってくるビジュアルだ。中央は筆者が思
わず購入してしまったタヒチの生地を使用したア
クセサリー。

海外動向


