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海外動向〔中国業界動向〕

China News
展示会報告 ISPO china 08 WINTER SHOW

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。

主催者側の発表によると国際博覧中心の 5 つの
パビリオンを使用した総面積 20,000 ㎡に 21 カ国
329 の出展があり（07 年は 300）、2 月 24 ～ 26 日
の 3 日間の開催期間中の入場者数は 11,108 名になっ
た。主な出展者は内外のアウトドア関係（特にウ
インタースポーツ）のガーメントブランドとギア

ブランド。前回まではゲレンデの大型設備などを
取り扱う企業なども多く目についたが、今回は若
干少なくなっていた。その代わり、ガーメントブ
ランドと中国企業の出展数が増えたようだ。また、
各ブースのデコレーションも回を重ねるごとに洗
練されてきていると感じた。

今回は ISPO china 08（亜洲国際品牌体育用品及運動時尚博覧会）1について写真を中心にして紹介します。

中国で4回目、北京では2回目となる今回は、会場を昨年の農業博覧中心からCHIC2などの大型のアパレル

展示会が開催される国際博覧中心（CIEC3）に移して開催されました。また、筆者は会期中に北京郊外のスキ

ー場へも足を運んで来ました。こちらについては弊社の中国ビジネス研究会のホームページ上にレポートして

いますので、06年、07年の ISPOレポートと合わせてぜひご覧ください。

http://af-tbr.squares.net/report/index.html

1 ISPO： International Tradeshow for Sports, Fashion and Lifestyle Brands in Asia
2 CHIC ： China International Clothing & Accessories Fair
3 CIEC ： China International Exhibition Center

比較的好天に恵まれた北京。会場は暖房があまり効いておらず寒かった
が…。

ブースで配られていたノベルティ。携帯ストラップは中国ブランド
9010 のもの。
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ISPO china とその他アパレル関係の展示会との
大きな違いは、各企業の展示だけにとどまらず、
種が蒔かれ小さな芽が出てきたばかりの中国アウ
トドアマーケットを更に盛り上げようと、ISPO 側
が企業と組んで会期中に様々なイベントを準備し
ているということだ。23 日の夜には開幕イベント
として、北京郊外では最大級の人工スキー場、南
山スキー場で、Quicksilver によるナイトレール
セッションが行われた。試合に参加する選手や試
合を見学に来た愛好家だけではなく、普段はウイ
ンタースポーツとは縁がなさそうなファッション
系メディア関係者も会場に来ていた。また、東レ
がスポンサーとなる APSC（第 3 回亜太雪地運動産
業論壇 Asia Pacific Snow Conference）が行われた。
初日には中国でウインタービジネスに関わる中国
人・外国人 7 名によるパネルディスカッションな
どが行われ、2 日目は「中国におけるブランドプロ
モーション」「スキー、スノーボードの手入れ方法」

「スキー場の年間経営企画と方法」など 7 つの専門
テーマに沿った発表が行われた。他にも OZARK の
ロッククライミングコンテスト、ファッション
ショー、人工スケートリンク体験ゾーン、WGSN4

によるトレンド分析などのイベントが行われた。
「ここのところ、海外の展示会に行くと中国国内

の関係者の姿をよく見かける。海外の展示会を見
ることで彼らが多くのことを学習してきているの
だな、ということが今回の展示会に参加して良く
分かった。数年前の展示会に比べて、中国系企業

のブースの見せ方が格段に良くなってきている」
とコメントしてくれたのは、東レ中国テキスタイ
ル部の程課長だ。そして、程課長は今回、中国の
アウトドアマーケットに関して以下の 2 点のこと
を実感したという。1 つは、海外ブランドの中国進
出の仕方の変化だ。今までは単純な販売代理とし
て製品販売のみを行っていた中国企業が、ライセ
ンスビジネスに移行しつつあるということ。彼ら
は代理販売をしている海外ブランドの国内オリジ
ナル商品の企画生産を始めているという。もう 1
つは、既存の国内カジュアルブランド企業の一部
が新興のアウトドアマーケットに注目し始めてい
るというということ。そして、彼らは自らのブラ
ンドを、この新たなマーケットに向けてよりアウ
トドア志向の強いものに方向転換しようと模索し
始めているという。彼らが今後どれだけの成功を
収めるかはまだ分からないが、こうした企業が増
えていくことは間違いなさそうだ。

一方、ISPO china については同じく東レ中国テ
キスタイル部原副部長は以下のように指摘してい
る。「確かに参加企業の数や来場者の人数は増えて
いるかもしれない。しかし、気になったのは前回
まで参加していたいくつかの欧米大手企業が出展
をしていなかったこと。イタリアなど業界では有
力な企業も単体ではなく、“イタリアパビリオン”
の中の 1 つとして参加している。中国マーケット
がまだ時期尚早であることを感じているのかもし
れない。そして、何よりも、厳しいマーケットの

4 WGSN：Worth Global Style Network
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中国国内のアウトドア専門ブランドとしては最大の OZARK。
生産から販売までを一貫して行っている。

昨年取材をした瀋陽に本社を持つ ADL は、スノボ好きな若者が集まってワイワイや
りながら、という雰囲気はそのままに、規模はかなり大きくなっていた。前回の出展
ではオリジナルブランド 9010 をメインにこじんまりとしたブースだったが、今回は、
それ以外にも現在取り扱っている国内外 15 ブランドを 2階立てブースにところ狭し
と並べていた。



繊維トレンド　2008.5･6 月号36

海外動向

東レのブースはEntrant をメインに。 昨年に引き続きCORAにより 150 ㎡のアウトドア用品のデモショップが設置された。まだ
まだ専門的な知識が不足しているであろう国内の代理商や小売関係者には有用であろう。

個々の企業ブース以外にも、イタリア、スペイン、イギリスなどのパビリオンも。

南京の企業、諾詩蘭は NORTHLAND やドイツブランド LOWA の中国総代理をして
おり、中国全土 40 以上の都市に販売網を持つ。国内向けのオリジナル企画もスター
トしている。

ファッションブランドとして浸透しているQuiksilver はイメー
ジ重視のブース。大画面ではスケートボード、スノーボード、
サーフィンなどのデモビデオを流していた。

現状と、ISPO 出展コストとのバランスが取れてい
ないということを感じる」相当な気合を入れて中
国市場の開拓を目指す企業以外にとっては、なか

なか厳しい展示会になってきているというのも現
状のようだ。
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ISPO china ではお馴染み、毎回目立つブースを構えている韓国ブランド BLACK YAK。今年はお馴染みのキャラクターの着ぐるみは見かけな
かったが、ブースには「中国進出、輝ける 10 周年」の大きな文字。BLACK YAK 北京オフィスを訪れる機会があったが、中心から少し外れ
たオフィスビル内にある彼らの事務所は、ブースの派手バデしさとは真逆で少し驚いた。目立つところにドーンとお金をかけ、裏では倹約が
韓国スタイル？

2002 年の中国進出以降、精力的なプロモーション活動を行ってきたGORE-TEX。「よく分からないけど、とにかくGORE の下札が付いていれ
ば安心!!!」という消費者と「GORE の下札で消費者の信用が買え、ブランド価値もあがる」というメーカーが中国アウトドア市場の大部分を占
めている。

3 号館は、GORE-TEX ホールとでも言いた
くなる。ファミリーによるブースが集まった。

左が BLACK YAK、右手前からMILLET、GORE-TEX、OZARK。MILLET は韓国の代理商
を通じて中国進出を果たしたばかりだ。
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非常に単純だが誰にでも分かる「防水透湿」
のデモンストレーション。

アモイのテキスタイルメーカー。五輪をイメー
ジしたブースに、“登山”“スキー”など分か
り易くテキスタイルを分類し展示していた。

最近は、中国でも個人によるボランティアや企業などによるチャリティー、
慈善事業といったことが注目されるようになってきている。今回も会場の
一角に ISPO と kolumb という国内ブランドによる「多背一公斤（あと 1キ
ロ背負っていこう）」という活動がされていた。これは、貧困地区の子供た
ちに文房具などを送ろう、というキャンペーンだ。参加方法は 2 つ、バッ
クパックを背負って出かけるときは 1 キロ多めにこれらを背負って、途中
の貧困地区の子供たちに届けよう、というものと、kolumb の店舗にこうし
た文具類を持ってきてもらえればこうした子供たちの元に届けるというも
の。中国内陸の西部地域は山岳地帯も多く、最近は旅行者も多いようだが、
経済成長を遂げる中国国内でも非常に貧しい地域でもある。

国内でも、“アウトドア”を広めるための様々なイベン
トが企画されている。

左）吉林省長白山での X-ゲームの大会ポスター。3月末
の 1週間で国内外の選手の参加するスノーボード関
係の各種競技が開催される。

http://www.chinaactionsports.com/

右）OEM 生産の他に、国内オリジナルブランド
KingCamp を取り扱うこの企業は、アウトドア専門
サイト緑人中国と組んで、“走遍我的家郷”という
プロモーションを行っている。国内旅行に出かけた
際に自分で撮った写真を応募し、優秀な作品には
KingCamp よりプレゼントがもらえるというもの。

KingCamp の HP http://www.kingcamp.com.cn/

緑人中国の HP http://www.lvren.cn
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フランスのブランド Sun Valley のブース。フランス独特のデザイン性の高いウェア
が目を引く。

おしゃれなブースに「求める、中国単独代理」の貼り紙が…。

内外の関係者が集まったAPSC。 中国の新しい世代“80 後”について分析をした中国オリジナルのスト
リート系ファッション誌『YOHO』などを発行するメディアグループの
張伊万氏。

メイン会場の前にはスポンサーとなった東レによる展示コーナーが設け
られた。

APSC のオリジナル東レ Entrant のロゴ入りバッグを持ち、レセプショ
ンスペースで歓談する参加者。
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寒さもものともせず、多くの参加者と観客が楽しんだクイックシルバーによるオープニングイベント。おしゃれなウェアに身を包んだ選手と中
国と様々な国の若者たちが一緒にはしゃぐ様子は見ていて楽しかった。ただ、日本人の姿は見かけなかった。なんとなく残念。

DJブースが設けられフリーでビールが飲み放題。まるで真冬のアウトドアパーティー。（写真提供 ISPO china）

スノーボードブランド BURTON は初日の夜に北京の 5 つ星ホテルのバーラウンジを借り
切ってパーティーを行った。

会場のブースには中国国旗風にアレンジしたブ
ランドロゴ。
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3 月の最終週は、CFW 中国国際時装週、CHIC
中国国際服飾博覧会、インターテキスタイル北京、
そして中国百貨店サミットに参加するために北京

に 1 週間ほど滞在した。オリンピックと春の気配
が訪れた北京から写真を中心にその様子をお届け
する。

中国百貨商業協会主催、そして国家商務部の支
持の元に開催された第 6 回中国百貨業高峰論壇

（百貨店サミット）。26 日に国家商務部商業改革
司司長、邸建凱氏による「2008 年国内小売業の
形勢と政策」という講演から始まったフォーラム
は、2 日間にわたり朝の 9 時半から夕方 6 時近く
まで、ぎっしりと内外の業界関係者による講演が
あった。会場となった亮馬河ホテル大会議場は満
席、用意された席だけでは足りずに補助の椅子が
出されていたほど。また、真剣にメモを取ったり
ビデオを回す参加者もおり、小売ビジネスに対す
る熱気が伝わってきた。

27 ～ 29 日に開催されたインターテキスタイル
北京。昨年までの北京展覧中心から会場を国際展
覧中心に移し、展示面積は 23 ％増の 48,000 ㎡に。
14 の国と地域から 1,129 社の参加（うち海外企業
は 229 社）があった。初めてインテキ北京を訪れ
た上海の日系アパレルメーカーとアパレル専門商
社に勤めている友人たちは 1 時間もしないうちに
会場を出てきてしまったそうだ。「上海のインター
テックスを見ていれば十分。会場が全体的に暗い
せいか、活気もあまり感じなかった」とのこと。

2008年北京展示会速報　～～CHICを中心に～～

25 日から 31 日まで開催されたCFW秋冬コレクションのメイン会場と
なった北京飯店。CFWについては、改めて次号の『繊維トレンド』で
報告する予定。

市内のあちこちでオリンピックに間に合わせるかのように、急ピッ
チで建築工事が進められている。北京飯店脇のメインストリート、
王府井の工事現場を覆う壁には巨大なNIKEの広告。市内では公式ス
ポンサーとなっているアディダスよりもNIKEの広告が目に付いた。

26日には日本百貨店協会の平出専務理事による講演「日本百貨店の
現状と未来」、午後には高島屋百貨店の水野常務取締役による講演も
行われた。
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28 ～ 31 日には、2 月末に完成したばかりの国
際展覧中心新館にて CHIC が開催された。新しい
展示会場は広大な敷地内に 8 つの会場、展示総面
積は 11 万平方メートルにも及び、会場の端から
端までたどり着くのに数十分もかかるほどであっ
た。展示は海外パビリオン、メンズ、ファッショ
ンカジュアル、スポーツカジュアル、レディース、
子供服、革製品、ダウン、ニット／インナー、服

飾コンサルティング、デザインの 10 のカテゴ
リーに分けられており、約 1,000 ブランドの出展
があったとういう。日本からも JFF ジャパンファッ
ションフェアとして 38 社が参加し、ほかにもイ
タリア、フランス、ドイツ、韓国など中国を含め
た 23 の国と地域からの参加があった。主催者側
の発表によると初日には 4 万 6 千人の来場者が
あったそうだ。

我々のイメージする“ファッション”展示会と
はかなりかけ離れた世界が広がるが、雑然とした
中に海外ブースにはない熱気と活気を感じた。日
本企業としては、彼らが何を考え何を求めて会場
を訪れるかをきちんと再検討した上で参加しなけ
れば、すべてが徒労に終わってしまうであろう。

期間中の会場ではブランドなどによるプレス発
表も行われていた。筆者は 29 日に行われた紳士
スーツブランド BUSEN 歩森の行ったプレス発表
を見学した。中国大陸の若手芸能人としてはトッ
プスターと言える黄暁明とのイメージキャラク
ター契約に関するプレス発表である。中国企業は

レディースカジュアル・ブランドのブース。
ショーではありません、常時この状態。

記念撮影中…。 会場内を闊歩するブランド balabala（巴把
巴把）ロゴをつけたマスコット。他にも謎の
マスコットたち、中国ブース内をウロウロ…。

海外動向
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業種を問わず、とにかくイメージキャラクターを
立てて宣伝をするのが常套手段であり、ブランド
イメージ云々よりも、まずは他社他ブランドより
一般に広く名前を浸透させるために、有名芸能人
を起用する。芸能人側も、「え!? ファッション・

リーダーとも見なされているあなたが、その程度
のブランドのイメージキャラクターになっていい
のですか？」と心配してしまうくらいに、こだわ
りなく引き受けている。

会場は騒然、秩序も何もあったものではない。机の
上に上って必死に写真を取る人たち。机から転げ落
ちていた人若干 2 名…。記者やカメラマンといった
風情の人はごくわずか。

「代理商ビジネスがメインだから、ブランドコンセプトなんて難しいことは必要ない。
BUSEN 側はとにかく服を作って、目立つ宣伝をすればいい。実際の販売は、代理商
が行うんだから…」中国企業に向けビジネスコンサルティングをしている中国人の言
葉。中国アパレルブランドのビジネスに対するスタンスは殆どが彼女の言葉通りだろ
う。そして、CHIC はこうしたブランドと代理商のための展示会なのだ。

BUSENのプレス発表会にて。最前列の警備員たちは仕事を忘れ、有
名人に見とれる。そして、必死に写真を撮る。

会場正面入口のすぐ脇で必死に食事をする警備員。どこか人目につ
かないところで食べるとか、せめて座って食べるとかすれば良いと
思うのだが…。

展示会報告 ISPO china 08 WINTER SHOW
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28 日には、会場内の別棟にて 2 回目となる東京ガールズコレクションが行われた。こち
らについては、改めてレポートする予定。

今回の展示会場はオープンしたばかりのため
か、かなり問題ありだったように思う。交通の便
の悪さ、雨漏り、レストランの不備（外国人が落
ち着いて食事できるようなところは無し！会場の
外にもレストランも無し！）、スタッフの手際の

悪さなどなど、首都を代表するエキシビションセ
ンターとしては、あまりにもお粗末過ぎる。「初
めてのことだから…」との彼らの言い訳も「オリ
ンピックも初めてでしょう…。本当に大丈夫なの
かしら？」と心底心配になってしまう。

29 日、UNIQLO が北京一の繁華街「西単」（上
海の　海路のような若者の集まるショッピングス
トリート）にオープンした。2005 年にオープンし
わずか 1 年で閉店したが、今回は大型ショッピン

グセンター大悦城 3F に 280 坪の売場を設け、再
スタートを切った。同じビルの 2F には無印良品
も出店。

海外動向
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筆者はオープニングの 2 日目、日曜の午後に訪
れたがその混雑に驚いた。閉店した以前の店舗は
本当に閑散としていた、というイメージが強く残
っていたからだ。しかも、上海に比べオシャレ指
数がかなり低い北京で、この日店内で見た人たち
は北京市内のオシャレさんたちが集合したの？と

いうくらいオシャレ指数が高かったのだ。そして、
レジには長蛇の列。同行していた北京在住 10 年
以上の日本人女性はこの光景を見て「2 年前は、
いろいろな意味で北京にユニクロは早すぎたんだ
ね。今、やっと金銭的にも、センス的にも受入れ
られる人たちが出てきたんだと思う」とポツリ。

上海とは異なり、街を歩いていると色々な意味
で「中国」であることを強く感じる。わざわざ観
光しなくても、こうした風景が眼に入ってくるの
もその原因のひとつであろう。いろいろ問題の山

積するオリンピックを控えている北京。こうした
“良き中国”をきちんとアピールしていければ良
いのに…と切に感じた。
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