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CHIC 公式 HP によると、6 日間の期間中の入場
者数は 12 万人。会場となった中国国際展覧中心の
12 万㎡の敷地内に 18 のパビリオンが設置され、中
国以外にもイタリア、フランス、スペイン、ドイ
ツ、ベルギー、アメリカ、カナダ、日本、韓国、
トルコ、インド、インドネシア、バングラデシュ、
香港、台湾、マカオといった 17 の国と地域が参加、
1,000 以上のブランドが展示された。また、会場内
では 17 の企業によるプレス発表、11 のファッショ
ンショーや中国トレンド発表、セミナー、「2005-
2006 中国服装品牌年度大賞」及び「中国 10 大キッ
ズアパレルブランド大賞」などの表彰式、発表会
がそれぞれ開かれた。

「参加企業（ブランド）の目的は 2 つ。ブランド
のイメージアップと代理商の獲得」と『CHINA
APPAREL 中国制衣』の葛副社長が言うように、昨
年よりさらにグレードアップした展示ブース（展
示ブースというよりそのままショップとしてイメ
ージが出来るものが多い）の中では、担当者と熱
心に商談をする代理商希望の人々。熱気と活気と
どこから湧いてきたのか分からないほどの人でご
った返す会場。24 日からのレディース期間中には、
ジェトロ主催で 40 の日系企業が参加するジャパン
パビリオン JFF in BEIJING も設けられた。初めて
見学をされた日本の方も多かったと思うが、皆さ
ん、どんな感想をお持ちになっただろうか？
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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。

今回は日本企業も初参加した北京の第15回中国国際服装博覧会（CHIC 2007）の様子を写真を中心にリ

ポートします。CHIC は中国服装協会、中国国際貿易中心股　有限公司および中国国際貿易促進委員会紡織行

業分会の共同開催による国内最大のアパレルブランドの展示会。今年は3月18日～20日がメンズ・カジュ

アル中心、24日～26日はレディース・キッズ中心でした。ちなみに、筆者は去年に引き続き2回目の参観

です（昨年の様子は弊社中国繊維ファッションビジネス研究会のHP『中国ビジネスレポート』をご覧くださ

い http://af-tbr.squares.net/）。

海外動向〔中国業界動向〕

会場前の人だかり。ダフ屋も出没!!! 週末を挟んでいるせいもあり、一瞬、遊びに来
ているのか？と思うような人たちの姿（親子連れやら友達同士やら）も多く見かけ
る。いわゆる“ファッション”から程遠い雰囲気の人たちがほとんど。しかし、隣
で彼らの話を聞いていると、冷やかしだけで来ている人はあまりいないようだ。ま
た ISPO、CFWなどで見かけた業界関係者やメディア関係者も見られた。
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この時期、業界関係メディアの中でも「CHIC でいかに代理商を見つけるか？」というような特集が組ま
れる。各社のブースにも工夫が凝らされている。商談スペースをたっぷりと贅沢に取っているのもそのため
なのだろう。

昨年より、確実にレベルが上がっていることを感じたメンズ。派手な飾り付けだけで目を引く展示から、素材・デザインにこだわった製品と、センスの
良いディスプレイで差別化を図る企業がいくつも見られた。スーツ一辺倒から、着崩しの出来るこなれた感じのカジュアルウエアへ。これから面白くな
りそうだ。

ゴールドで統一されたブースには、シャ
ンデリア、DJ ブース、そしてシャンパ
ンが。

ディスプレイを見ているだけでも面白い、しかし、疲れる…

あるメンズブランドブースの入口に設けられた「サービス・カウンター（加盟許
可・企画相手〔商品企画の合作相手を求める？〕加工工場を探していますよ）」
の表示

レディース期間の展示より。

海外動向
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左側はすでに加盟店のある地域。右側は「加盟店
大募集!!地域」これを見て足を踏み入れる加盟店
希望者も多いはず。

ブースの中央に置かれていた「お客様の参観
および商談の流れ」パネル。どのような過程
を経て代理・加盟店の契約を結び、ショップ
のオープンに至るかを簡単に図説

代理商・加盟店を希望する人には、詳細なマニュ
アルや申し込み用紙が渡される。これらは、誰で
も簡単にもらえるという訳ではなく、渡す側もか
なりきちんと相手を見て渡しているようだった。
こちらは、SUPERMANブランドのブースでいた
だいたもの。この件については、坂口客員研究員
の記事（P.86）に詳しいので、ぜひ、ご一読を。

今年も 9 号館にメンズ・レディース両期間を通してパビリオンを設置
した杉杉集団。オリジナル、ライセンスを含め 12ブランドを展示

入ってすぐの展示ブースは、メンズのオリジナルブランド

ワインバーを常設し、バイオリニストも常駐。まるで会員制の高級バーのよう。



海外動向

今回特に目を引いたのが、海外のキャラクターのライセンス（企画生産・販売・ PR）を取得し、中国での総
代理として出展している企業ブース。
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他にも PEPSI SPORT など日本では見かけないキャラクター多数。
そしてまだまだ、「えぇ？」と思うブランドも。

ブランドをお持ちの皆さん、中国進出を考えていなくても取り合えず商標登録だけはしておいた方が良いのでは？

会場でしばしば目にする謎の行列。その先を辿ると、ちょっとしたノベ
ルティ（ほとんどがカバン）をプレゼントしている。

左の行列の原因はこの肩掛けカバン。InterTex 会場でも持っている人を
見かけた。

子供服の会場では日本のアニメキャラクター ワーナーとライセンス契約をしている SUPERMAN。かなりセ
ンスあり、メンズなどは日本進出あり？かも

POLOではなく PELO ZUCCaではなくZUKKA ZARAではなく ZUURA EGOIST ではなく EGOISM
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上海で過去 2回開催された JFF が、今年はCHIC に参加。CHIC に参加する中国企業の目的と、展示会に対する日本人の考え方の違いを感じた方も多い
のでは？

香港パビリオン。今年もメンズ・レディースの 2 期間を通じ
ての出展

イタリアのブースは同時期に開催されたインターテッ
クスと共通イメージ

存在感をアピールしていた韓国チーム



海外動向

最終日には、2 月の上海での神戸コレクションに
引き続き、日本で一般消費者には最も人気のある
東京ガールズコレクションが開催された。橋本麗
香さん、長谷川潤さんをはじめとする 10 人以上
の日本の人気モデルが中国人モデルと競演し、9
つの日本のブランドを紹介した。特別ステージと
して、桂由美さんのウェディングドレスのショー
も。

（TGC in 北京公式HP   http://gw.tv/tgc/beijing/）
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2005-2006中国服装品牌年度大賞

3 月 18 日、インターテキスタイルの会場となっ
た北京展覧館の敷地内にある劇場にて、CHIC オー
プニングイベントに当たる 2005-2006 中国服装品牌
年度大賞が行われた。（イベントの詳細については
弊誌バックナンバー 2006 年 7･8 月号 No.59 をご覧
いただきたい）3回目になる今年は、前回同様全国
1,200 カ所の売り場に投票箱を設置、一般消費者か
らの 120 万以上の投票以外に、組織委員会が北京、
上海、杭州、成都、鄭州、武漢、広州、アモイ、

天津、ハルピン、大連などの 12 の大型商業都市の
商業地区での消費者調査などを行った。さらに、
92 万にも上るインターネットでの投票、8万の携帯
電話ショートメールサービスによる投票などの結果
を総合して受賞ブランドが選ばれた。各賞と受賞ブ
ランド（企業）は下記のとおり。今年は既存の賞に
加え、中国のファッション業界に貢献・影響を与え
た海外ブランドに対し“特別賞”が設けられ、デン
マークのレディースカジュアルブランド「ONLY」と
イタリアの紳士服「ゼニア」がこれを受賞した。

【風格（オリジナルスタイル）大賞】 例外　（状態服装設計（珠海）有限公司）
【品質大賞】 喬頓　（喬頓集団有限公司）
【策劃（プランニング）大賞】 愛慕　（北京愛慕内衣有限公司）
【創新大賞】 太平鳥　（太平鳥集団有限公司）
【潜力（潜在能力）大賞】 海瀾之家　（江　海瀾之家服飾有限公司）
【営銷（営業・販売）大賞】 白領　（白領服装公司）
【公衆大賞】 波司登　（波司登股　有限公司）
【価値大賞】 七匹狼　（福建七匹狼実業股　有限公司）
【推力（促進）大賞】 虎門女装産業発展領導小組
【成就大賞】 紅豆　（紅豆集団）有限公司
【特別賞】 ONLY、傑尼雅（Ermenegildo Zegna）

日本人モデルと中国人モデルが手をつないでのフィナーレ
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中国の業界関係者に、「JFF の日本パビリオン」
の感想を聞いたところおおむね好評だった。ただ、
次への一歩を進めるための配慮が少々不足してい
たように思う。『CHINA APPAREL 中国制衣』の記
者からは、「各企業の情報が足りない。事前に配布
された案内も、会社に届いたのではなくたまたま
出向いたプレス発表で手に入れたもの。配布され
ている量もそれほどではないと思う。しかも、簡
単な会場の配置図だけで、これでは、各企業の詳
細が全く分からない。少なくとも、簡単な会社紹
介（取扱商品など）、本社及び中国国内の連絡先
（もしくはエージェント）といった情報を載せてし
かるべきでは？」というコメントをいただいた。
一方、海外の展示会へは初出展というあるブラン
ドの代表者は「中国企業から『中国で代理をした
い』という話が数件あった。だが、中国で展開を
するためには代理商が不可欠だという話は聞いて
はいるものの、そのシステム自体よく分からない
し、彼らの提示する条件が妥当なものかも、全く

分からない」と言っていた。
前述の葛副社長は次のように話してくれた。「一

般的に海外で展示会と言えば、“貿易”（自社の商
品を買付けしてくれる）相手を見つけるのがその
目的（前述の企業も単品の買付けを意識した資料
は準備していたようだ）。おそらく日本企業も同じ
だと思う。だが、この CHIC は先ほど言ったよう
に、代理商を見つけるのが最大の目的。この違い
に戸惑っているのは、日本だけではない。実は、
先日もイタリアの出展者から同じような話を聞い
た。この点については、今後、我々主催国メディ
アとしても検討をしていかなければならないとは
思っている」
オリンピック年である来年からは、飛行場近く

に新設される会場に移しての開催が予定されてい
る。チャンスがあれば、ぜひ、さらなるレベルア
ップが期待される来年も参観をして、その様子を
リポートしたい。

プレゼンテーターは、中国の元祖スーパーモデル、著名演出家、映画監
督、小説家、俳優、歌手などなど。受賞ブランドのトップの中には、コ
メントをする際に感動して声が詰まる人も

合間には、歌あり、踊りあり、伝統芸能あり…。今年からCCTV の指導
が入ったとかで、より大衆化したようだ。

CHIC の会場に受賞ブランドが記された巨大な横断幕 司会の二人は、CCTVの中堅。日本で言うとNHK
紅白歌合戦の司会をするくらいよく知られた顔




