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－貴社についてお聞かせください。

当社は、1973年設立の株式会社インターモード
としてスタートし、海外提携によるライセンス商品
およびインポート商品による事業を始めました。
1990年には東レ・ディプロモードと社名を変更、
2007年には水着事業のサンヱオリジンと統合し現
在に至ります。事業内容は、大きく分けて 2 つあり、
海外ブランドからライセンスを得て自社で商品を企

東レグループ内ファッション企業の中核をなす東レ・ディプロモード社は、2013年度の売上高で前期比
10％増とした。円安の逆風の中でも新規インポートブランドの好調が際立つ。ここでは、任期3年目となる
千馬社長に全社の運営方針とインポートブランドへの期待について聞いた。

東レ・ディプロモード株式会社千馬徹代表取締役社長インタビュー

インポートキャリアブランドの
導入成功で高成長
―商品力、ブランディング力強化で売り抜きを実現―

繊維調査部

東レ・ディプロモード株式会社代表取締役社長
千馬 徹（ちば とおる）氏
1977年東レ（株）入社、1978年テキスタイル貿易部配属。1991
年TDG（Toray Deutschland GMBH）繊維部長、1998年エクセー
ヌ事業部エクセーヌ課長、2003年ファッション事業企画部長を経
て、2010年東レインターナショナル（株）ブランドマーケティン
グ室長。2012年から現職。

図表　東レ・ディプロモード株式会社　沿革
1973年	 6月 （株）インターモード設立
1976年12月 フランスH・L社と提携
1978年	 8月 イタリアMAXMARA社と提携
1982年10月 "H.L" のライセンス生産・販売を開始
1984年10月 フランスのジバンシィ社と提携"GIVENCHY	Life" のブランドで

スター卜
1989年	 8月 MAXMARA社の "MARELLA"	"PENNY	BLACK"両ブランドの

本格的な営業を開始
1990年	 7月 東レグループが保有するサンリッチモード、日本アパレルシス

テムサイエンスの株式を譲受
	 8月 社名を東レ・ディプロモード（株）として新発足
1996年	 3月 "GIVENCHY	Life" が新ライセンスブランド"BOUTIQUES	

GIVENCHY"となり '97年S/Sからスタート
1997年	 2月 フランスカルバン社とライセンス契約ブランド"CARVEN" で

'98年A/Wからスタート
1998年	 2月 直輸入ブランド"MARELLA"	"PENNY	BLACK" の分社化

イタリア直輸入ブランド"SEVENTY"を導入
2001年	 7月 オリジナルブランド"Timeless"'Ol-02年A/Wからスター卜
	 12月 ドイツ直輸入ブランド"ELEGANCE	PARIS"を導入

（'02-03年A/Wから）
2005年	 1月 イタリア直輸入ブランド"19.70"を導入
2007年	 2月 アメリカ直輸入ブランド"TracyReese"	 "plenty	 by	 tracyreese"

を導入（'07-08年A/Wから）
	 3月 フランスウンガロ社とライセンス契約ブランド"U	by	ungaro"

'07-08年A/Wからスタート
	 4月 オリジナルブランド"COXIME"'07-08A/Wからスター卜
	 8月 新"東レ・ディプロモード株式会社"を設立
	 10月 東レ・ディプロモード（株）とサンヱオリジン（株）が

新"東レ・ディプロモード株式会社"へ事業譲渡
2008年	 1月 レディース水着"ALBAR0SA"'08S/Sライセンス生産・卸し

スタート
2009年	 3月 子供水着"DAISY	LOVERS"	"club	H•L"'09S/Sライセンス生産・

卸しスター卜
メンズ水着"Penguin	by	Munsingwear"'09S/Sライセンス生産・
卸しスター卜

	 6月 "H・L"ブランドの中国への輸出事業およびライセンス事業スタート
	 10月 アメリカ直輸入ブランド"vince." を導入（'10年S/Sから）
2012年	 1月 レディース水着"ROIAL"12S/Sライセンス生産・卸しスタート
2013年	 1月 レディース水着"INDIVI"13S/Sライセンス生産・卸しスタート
	 1月 フランス直輸入ブランド"Fleursde	Rhum"を導入

（'13年A/Wから）
	 2月 フランス直輸入ブランド"vanessabruno"	 "athé	 vanessabruno"

を導入（'13年S/Sから）
	 6月 イタリア直輸入ブランド"Blue	Les	Copains" を導入

（'14年S/Sから）
出所：東レ・ディプロモード（株）
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画・製造するライセンス事業、ODM事業、インポー
ト事業の 3 つで構成される高級プレタ分野のレ
ディースアパレル事業と、メンズも含んだレディー
ス中心のスイムウエア事業になります。

－2013年度の業績は。

水着の分野は苦戦しましたが、レディース部門の
伸びでカバーすることができ、全社の売上は前年比
10％増となりました。特にインポートビジネスが好調
で、円安で事業環境が厳しい中でも上代への価格転
嫁や、仕入れ値の交渉、物流コストの削減等、社員

の日々の努力の結果、全体の営業利益は過去最高と
なりました。インポートビジネスでは、新規に導入し
たキャリア向けブランドの効果が大きかったですね。

－�キャリア向けブランドの “vince.”
“vanessabruno” “Blue�Les�Copains” が
好調です。

2010年 春 夏 か ら “vince.”、2013年 春 夏 か ら
“vanessabruno”、2014年 春 夏 か ら “Blue Les 
Copains” を導入しました。全社的にキャリア系ブ
ランドの強化を図っています。

vince.

特徴あるデザイン、タイムレスなスタイル、妥協し
ない品質にフォーカスし、毎日着たくなるような、
アイコニックなエッセンスのあるコレクションを展
開。コンテンポラリーブランドをリードする、モダ
ンでエフォートレスに洗練されたブランドであるこ
とに情熱を注ぎ続ける。

vanessabruno

11年間に渡り、両親から受け継いだ影響を発揮し
ながら、独自のイマジネーションを表現してきた
ヴァネッサ・ブリューノ。18歳カナダ在住時、彼
女はフリーマーケットの楽しさとメンズウェアのビ
ンテージ生地の魅力に目覚める。その後モデルを経
験し、90年代を代表するデザイナーになることを
決心。コンテンポラリーな女性の中世的な精神や、
ポスト・ロマンティックな女性らしさというものを
切り開く。
さらに 90年代の UKミュージックシーン、イギー・
ポップ、パティ・スミス、ジャニス・ジョプリンな
ど音楽からも影響を受けている。美術・工芸の側面
を通し、中世的モチーフからアウトドア的シンプル
スタイルまで、カジュアルにブレンドされるファッ
ションを彼女なりの新解釈で表現し続けている。
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“vince.” は NY発のシンプルで上質なカジュアル
ブランドです。2013年10月には東京表参道に直営
店もオープンしました。伊勢丹新宿本店や東急百貨
店など百貨店インショップは 16店舗あります。マ
ガシークなど WEB での販売も行っています。おか
げさまでライフスタイルにこだわりのある感度の高
い方々に大変好評です。今後は、雑誌媒体や WEB
を活用してファンの裾野を広げ、一般の方々にも認
知度を高めることが課題です。

“vanessabruno” は、特にバッグで有名なブラン
ドですが、そこを入り口に衣料品のファンも増えて
います。小田急百貨店新宿店や阪急うめだ本店など、
雑貨業態も含めて現在14店の百貨店インショップ
があります。また、こちらは ZOZOTOWN などで
WEB販売を行っていますが、ブランド名の知名度
があるため WEB と相性がよく好調です。

－�キャリア向けブランド導入の背景について�
お聞かせください。

当社はこれまで、ミセス向けの高級プレタブラン
ドを多く扱ってきました。顧客にも長く愛されてお
り重要な事業分野ですが、今後の発展という点では
市場は頭打ちの傾向が強く、成長は鈍化していくこ
とが予想されます。高価格帯の商品でも受け入れら

れる貴重な顧客層ですが、年代が上がるにつれ実際
に着用する機会の減少と、市場全体の縮小が避けら
れません。

そこで、ミセスの現在の規模は保ちながら別の新
たな成長分野が求められ、キャリアブランドの導入
に力を入れてきました。今のところ順調に店舗数も
拡大し、うまくいっています。ただ、業界内でもこ
の分野は注目度が高く各社が参入して非常に競争率
が高い。当社の扱うような高価格帯のインポート商
品もあれば、同じような雰囲気で価格を抑えた国産
ブランドの商品、あるいはインポートでも手頃な価
格の商品もあります。30 ～ 40代のキャリア層は購
買意欲がありながら、商品を見る目も肥えており価
格にもシビアなため常に気を抜けません。

－�レディースインポートの他にも、さまざまな事業
分野をお持ちですが、全社的な運営の基本となる
部分をお聞かせください。

レディース事業、水着事業に共通した全社の基本
方針では、①価値の高い商品の提供、②適正な利益
の獲得、③人材と商材への最適投資の 3 つを継続す
ることで、持続的に成長できる会社を目指し、それ
が当社のあるべき姿であるとしています。

ODM のビジネスでは、マーケットに納得して受

Blue�Les�Copains

ライフスタイル、美しさ、自由、優良のシンボル、
高級イタリアブランド『レコパン』のディフュージョ
ンライン。Made in Italy の圧倒的な強さを誇るニッ
トウェアはライフスタイル、美しさ、自由、優良の
シンボルとなっている。幅広い年齢層をターゲット
にモダンでラグジュアリーな質感や着心地を求めビ
ジネスシーンからバカンスまで、あらゆるシーンで
女性を美しく見せる。
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け入れられる、価格競争力のある商品の生産が求め
られます。デフレの影響でコストカットが優先し、
手が届かなくなった高品質の素材、副資材に立ち返
るとか、高い縫製技術を駆使できるよう縫製代を見
直す、あるいは生産の計画的な集約でスケールメ
リットを得るといったことも必要です。また、サー
ビス面でも店頭接客力、ブランディング力を磨き、
さらに商品力があれば、正価での販売を増やすこと
で価格を維持できます。こういった内容をあらため
て方針に掲げるということは、まだまだ満足のいく
状況には至っていないと言いかえることもできます
ので、着実に実現していくという決意表明になりま
す。

また、そのためにやるべきこととして、①事業基
盤強化、②事業力向上、③CSRを挙げています。
①に関しては、“効率” の徹底追及で対応します。
アパレルビジネスというのは、基本的に効率の悪い
ものです。仕込みの部分が多かったり、労働集約的
な面もあります。その上で全体に各工程の時間をさ
らに短縮して、コスト、在庫、経費、資金ぐり等を
スリムに絞っていくことを目指しています。②につ
いては、攻めの経営への転換を図り、組織、商品企
画、自販力、広報宣伝、投資等を見直しています。
特に、自販力では卸売りが中心の現状から、徐々に
自前の小売販売力を強化することや、投資の点で直
営店の拡大を検討しています。③の CSR は、当然
ながら全てに優先する最重要経営課題であり、安全、
衛生、防災、倫理、法令遵守等、常に意識するよう
にしています。

－基本方針を実現する上での主な経営課題は。

まずは、“インポート事業の拡大” です。インポー
ト事業は、先ほどキャリアブランドについてご紹介
しましたとおり非常に伸びている分野ですので、勢
いを維持してさらに拡大したいと考えています。他
方、“不採算事業の早期黒字化” も課題です。水着
事業や、レディースライセンス事業は苦戦しており、
ブランドの縮小も含めた抜本的改善と再構築が急務
となっています。

また、“ODM事業の再構築” も必要です。大手の
取引先が不振となっており、その影響で当社への発
注量が縮小しています。ODM事業は本来収益性が
高く、当社の利益確保のためにはこれまでの規模を
維持する必要があり、取引先企業内での相対的な
シェアアップが望まれます。

さらに、新たな戦略として “借り物のブランド頼
りからの脱却” を志向しています。ライセンサーや
エクスポーターの思惑一つで事業が滞るような不安
がなく、利益率の高い自社オリジナルブランドの開
発、上市を目指します。加えて “WEB事業の強化
拡大” です。ご承知のとおり、WEB での販売は、
実店舗運営を考えればコストは大幅に下がります。
店頭と違い欠品不可等の制約があるなど手間がかか
る面があるものの、一点一点の販売時により大きな
利益が出せます。

さらに “FTプロジェクトの強化拡大” として、
当社を含めた東レグループ内ファッション関連企業
3社（株式会社日本アパレルシステムサイエンス、
東レエクセーヌプラザ株式会社）の連携強化を図っ
ています。パターンの発注拡大や、当社の “H・L”
ブランドにおけるエクセーヌ素材の活用といった取
組みがうまくいっています。

最後に、基本的なことですが “事業管理体制強化”
として、システム、経理、労務管理といった社内の
インフラ部分をあらためて見直し、強化、発展を目
指しています。それぞれ分野が違い多岐にわたった
課題ですが、一つ一つ重要な内容であり、狙いを明
確化して取り組んでいます。

－�“インポート事業の拡大” について�
具体的な構想は。

“vince.” “vanessabruno” “Blue Les Copains”
“Seventy” “1970” といったキャリア系インポート
ブランドがおおむね右肩上がりの成長を示している
ことから、新規ブランドのさらなる積極的な取組み
として 2015 ～ 16年度に向けて 2 ～ 3 のブランド
導入を検討しています。業界全体を見渡した時、手
薄、あるいは抜け落ちていると感じる部分と、当社
のポートフォリオ上の欠けた分野を補えるようなブ
ランドが理想で、主要な販売網である百貨店という
販路にふさわしいかどうかも判断基準になります。

また、当社の資金と人員で効率的に扱える規模か
どうかも重要です。少なくとも上代5億円程度の規
模が見込めないと事業性が低い。ブランド展開とし
ては、比較的収益性の良い専門店向けの卸売りを中
心にスタートし、ある程度の規模が確立したらコス
トをかけて百貨店に投入して一気に拡大するという
のが基本的な流れになります。

ただし、取り扱うブランド数については、人と資
金の限界があるので、むやみに増やすことばかりは
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できません。おおまかに言えば、2 つ導入したら 1
つ縮小、撤退する程度の意識を持って取り組んでい
ます。新規ブランドを導入しても拡大の余地がある
分野は、ほぼキャリア向けに絞られつつあることも
あり、ミセスインポートについては適宜、梃入れを
しつつ今の売上維持を目指します。

－ “不採算事業の早期黒字化” に向けた方策は。

2013年度の水着事業は売上が前年比2桁のマイ
ナスで、主要分野であるファッション水着の不振が
響きました。水着市場は全体で 100億円程度の規模
ですが、それ以上の拡大は期待できません。またト
レンドの移り変わりが速いうえ、企画の当たり外れ
が非常に大きく、当社はここ数年当たりが続きまし
たが 13年度は外した格好です。今以上にトレンド
情報の収集に注力し、採算の悪いブランドを集約す
ることで、企画力の向上を図ります。

衣料品の国内ライセンスブランドは、“U by 
ungaro”、“H・L” など売上は堅調で比較的頑張っ
ているといえますが、収益性がそれほど高くないた
め、企画と販促の強化や、固定費の削減、ライセン
ス事業の拡大を考えています。

－�“借り物のブランド頼りからの脱却” として、自
社オリジナルブランド開発を挙げられました。

当社が東レのグループ企業である点を活かして、
東レ素材を中心とした商品企画のブランドを考えて
います。（財）日本ファッション・ウィーク推進機
構（JFW）を通じて、東京コレクション参加デザ
イナーなど有力な総合プロデューサーを外部から招
聘し、メインターゲットは、30 ～ 40代のキャリア
層を想定しています。当社のインポートキャリアブ
ランドの 7 ～ 8割程度のこなれた価格帯で、販路は
ファッションビルに拡大します。また、日本国内市
場にとどまらず、現地パートナーを得て中国市場に
も展開する計画で、2016年の店頭販売を予定して
います。

これまで、グループ企業でありながらロットや価
格面が課題となり思うように東レ素材を自社製品に
使えない部分がありましたが、今回のコンセプトを
設けることで、東レ素材を幅広く活用することがで
きます。

－�“WEB事業の強化拡大” を挙げられましたが、
無店舗販売の可能性をどうとらえていますか。

当社では、WEB販売や、テレビ通販などの無店
舗販売を総合して新流通としています。現在はまだ
全社から見た規模は小さいものの、徐々に形になり
つつあります。

当社の主要な販路は百貨店であり、その突出した
集客力を考えれば百貨店抜きのビジネスは考えられ
ません。ただ、全盛期に比べれば相対的に力を落と
している面があるのは事実であり、ヤング層など百
貨店の販路では取り込めない部分もあります。また、
ファストファッションや、駅ビル・ファッションビ
ル、WEB とさまざまな購入手法を使い分ける消費
者にアピールしていくためにも、EC等への注力は
必須と言えます。

－�経営課題を克服する上で、活かすべき貴社の�
強みを教えてください。

生産面では、国内に安定した生産基盤があること
が強みです。数年前までは、全社の製品を点数ベー
スで考えた場合、27％程度を中国縫製でまかなって
いました。そこから現在まで国産回帰が進み海外生
産は減らしており、水着は多くても 5％程度、レ
ディース衣料も 10％を割っています。縫製地は震
災前は福島が多かったのですが、残念ながら減って
しまい山形、秋田が中心です。高齢化や後継者不足、
企業倒産などで国内縫製業の技術力が下がっている
とも言われますが、世界的に見ればまだまだ圧倒的
な強さがあります。また、中国縫製では早期大量発
注が求められるため、店頭販売時期に引き寄せた当
社の望む生産体制を築くことが難しくなっていま
す。長い付き合いのある国内の縫製工場は、そういっ
た要求にも応えてくれます。

販売の面では、当社の歴史の中で培ってきた百貨
店や専門店といった売場とのパイプが挙げられま
す。三越伊勢丹や髙島屋といった大手百貨店や、
550店に上る専門店とは、扱うブランドはその時々
での変遷がありましたが、卸売先としてずっと取組
みを続けてきましたし、これからも良好な関係の維
持が必須となります。

3点目が、インポートブランド選定の目利き力で
す。社内の 3、4名の担当者が NY、パリ、ミラノ
といったファッション都市を中心にこまめに海外視
察を重ね、ファッション総合展示会に出向いたり、
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特定のブランドについて現地での人気、店頭のイ
メージ、旗艦店の立地等を調査しています。また、
既存の輸入先や取組商社も貴重な情報源として活用
しています。

－�最後に、2014年度以降の展望を�
お聞かせください。

ご説明してきましたとおり、レディースの衣料品
に関してはミセス分野は現状維持で、キャリア市場
の成長性に期待を持っています。大げさに言えば、
当社にとってキャリアブランドは新分野に近いもの
で、そこに進出したことは画期的な挑戦でした。イ

ンポートブランドビジネスは、為替の影響を受ける
ことが宿命ですが、2012 ～ 13年の間に 24.5％も円
安になりました。円安になるだけ利益が下がる環境
下で、過去最高の営業利益を確保できたのはキャリ
アブランドの成功があったからです。また、4月の
消費増税では一時的な売上減はありましたが、駆け
込み需要、反動減ともそれほど目立ちませんでした。
しかし、この先さらに 25％の円安となった場合や、
2015年のさらなる消費増税を考えれば、全く楽観
視できる状況ではありません。課題の設定と、その
克服を繰り返しながら、最後には売り抜く力が求め
られることになります。

2014A/W　vanessabruno

パリジェンヌのクールさを
世界中の女性たちへ提案する “vanessabruno” 

“easy clothes for difficult girl”


