
3 月 24 日、レディースブランドHEMPEL（漢帛）
がスポンサーとなって行われた漢帛杯第 17 回中国
国際青年ファッションデザイナーコンテストを幕
開けに、20 のブランド及びデザイナーによるコレ

クションのショー、4 つの服飾関係大学の 2009 年
度卒業生作品発表及び 16 のプレス発表やレセプ
ションパーティーなどが行われた。今年は中国建
国 60 周年ということもあり前述の漢帛杯ではこれ
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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年から 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。

今年 2 月 10 日に中国紡織工業協会は、世界的不況を踏まえ国内の繊維関係の大型イベントである中国

国際時装週チャイナファッションウィーク（以下 CFW）、インターテキスタイル北京、及び中国国際服装

服飾博覧会（CHIC）を 3 月に平行して開催するという「振興紡織産業春季市場大行動」を発表、国内外

からより多くの集客とより広い市場の開拓を目指すと発表しました。

今回は、その中で 2009 年 3 月 25 日から 30 日まで開催された CFW についてレポートします。

CHIC 及びインターテキスタイル北京については、弊社中国繊維ファッションビジネス研究会ホームペー

ジの『中国ビジネスレポート』で紹介しています。http://af-tbr.squares.net/

会場は例年通り、北京飯店と 798 芸術区内のD･PARK。写真は北京飯店。
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を記念し、コンテストのテーマは「国慶招待会
（ナショナルデイ・レセプションパーティー）」で
あった。残念ながら筆者は、初日のこのコンテス
トを見学することができなかったが、中国、香港、
台湾、日本、オーストラリア、フランス、イタリ
ア、ドイツ、インドネシアなどから 31 名の学生の
作品が発表された。
今回 CFW のショーを見ているだけでは不況の

影響をそれほど感じることはなかったが、中国
服装設計師協会の王慶主席は CFW 期間中、発言
の機会があるごとに中国のファッション業界も
世界的な流れから逃れられないことを警告しな
がら、一方で明るいニュースを盛り込み“ピン
チをチャンスに”と業界内を勇気付ける言葉を
発していた。また、プログラムには発表されな
かったが、大手メンズアパレルの杉杉集団は在
北京のイタリア、フランスなどいくつかの国の
大使館員を招待したパーティーを催すなど（ち
なみに日本大使館には招待がなかったとのこと
…）、海外を意識したアピールをする企業の動き
も目に付いた。今回筆者は、7 日間の日程のうち
3 日間しか見学できなかったが写真をメインに今
期 CFW の様子を紹介する。

【3月27日】
北京服装学院 2009年度ファッションデザイン卒
業生作品発表会

毎回楽しみにしている北京服装学院の卒業作品
発表のショーは今回北京飯店で開催された。テー
マは「80’S COM」、いわゆる 80 後（1980 年以降に
生まれた“新人類”的な若者たちのこと。彼らの
消費スタイルや考え方はそれ以前の中国人と違う
と言われ、当初は批判的な意味合いを持つことが
多かった）である自らをそのままテーマとした。
80 後の中でもさらに 85 後と言われる彼らの世代は
“80 後”という言葉をプラスに捉えていることが多
いと感じる。たまたま、隣の席に座っていた女の
子が北京服装学院の 4 年生、ショーに作品を発表
した学生たちの同級生であった。卒業後はパリに
留学することが決まっているという彼女によると、
卒業時には学内で 2 つあるファッション科の全員
による合同作品発表が行われ、その中から優秀な
作品が毎回 CFW のステージで発表されるとのこ
と。そこでは学生たちによるショー以外のパ
フォーマンス（モデルの勉強をしている学生たち
の中にはタレント活動をしている子もいるようだ）
もあり、とても楽しい、とのこと。チャンスがあ
ればせひ一度見学してみたいものだ。

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション

ステージを構成するスタッフはモデル、ヘアメイク、演出を含めすべて学生が自分たちで行う。モデルも単純にキャットウォークするだけでなく、
衣装のイメージに合わせダンスでのパフォーマンスをするなど工夫も見られた。
（右）伝統的な陶器の模様を思い起こさせるデザイン。
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筆者から見るとコスプレか？と思うような作品群も多いが、
ある意味彼らにはこれもファッションのひとつなのかもしれな
い。（左）

今回のショーではメン
ズものが前回より増え
てきたと感じた。
（右、右中）

発表された作品の中から様々な賞が学生たちに与えられる。今年はこちらの作品「夢回楼蘭」が金賞を受賞した。

ショーが終わると学生による歌のパフォーマ
ンス。モデルだけでなくデザインを学んでい
る学生も登場。

すべての学生たちが最後にステージに登場、本人たちが一番楽しそう。
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“愛登堡（Edenbo）”メンズビジネスカジュアル
ウエアコレクション

香港の愛登堡グループが中国大陸マーケット開
拓のために 1991 年に創立した愛登堡（中国）有限
公司は国内で愛登堡（Edenbo）、 鋭仕（CISIS）、
愛丁世家（EDENSEGA）の 3 ブランドを展開して
いる。今回はその中のメンズビジネスカジュアル
ウエアブランド愛登堡（Edenbo）のショーが行わ

れた。このブランドは北京や上海の一級都市の先
端の百貨店というより二級三級都市を中心に展開
しているブランドである。今回はエディンバラ出
身のイギリス人の女性デザイナーを招いて、コレ
クションを発表した。今回のショーを機にブラン
ドロゴを変更するなど、ブランドがそのイメージ
アップを図ろうとしている様子が窺えた。

愛登堡（Edenbo）のブランドコンセプトは“ブリティッシュカル
チャー”北京飯店の会場前にはイギリスの衛兵が出現。

コレクションのテーマは「オックスフォード・ストリート 1920」
ステージは 1920 年代のロンドンの街角。

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション

コレクションは「アーバンカジュアル」「スポーツカジュアル」「アウトドアカジュアル」「ビジネスカジュアル」シリーズに分けて発表さ
れた。会場には、招待客であろう欧米系の観客の姿が多く目に付いた。

中央の女性がデザイナーChrisie MacCuish 女史。



“ 丹杯”第 4 回中国スポーツウエアデザイン
コンテストプレス発表

中国スポーツウエアブランド 丹（Qiaodan）は
今年 11 月の CFW で 4 回目となるスポーツウエア
デザインコンテストを開催するにあたりメディア
向けのプレス発表を行った。会場では、モデルに
よる秋冬の商品のデモンストレーションのほかに
北京オリンピックの金メダリストを招きメディア

の注目を集めた。司会をしていた中国中央電視台
（CCTV）のアナウンサーが過去のコンテストの
VTR が流れた後に「素敵なデザインがたくさんあ
りますね、これらを購入することはできるのです
か？」と質問し、Qiaodan の倪振年総経理を困ら
せていたが筆者も同感、優秀な作品はぜひ商品化
してもらいたいと感じている。
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建国 60 周年をテーマに“赤”を基調にしたデザインが秋冬商品の目玉との
こと。

右より北京オリンピックゴールドメダリスト、女子体操チームの
キャプテン莫慧蘭さん、重量挙げの張湘祥さん、そしてアジアユニ
バーシアード 110m ハードルのゴールドメダリスト 衍安さん。莫
さんと さんが着ているのは今年Qiaodan がメインスポンサーとな
り中国ハルビンで初めて開催された冬季ユニバーシアードの中国代
表選手の公式ウエア。

最後に張さんにより今年夏のユニバーシアードの中国選手の公式ウエ
アが初めて披露された。

中国設計師協会の王慶会長は、順調に売上げを伸ばす Qiaodan を、
中央政府が発表した 8 ％の経済成長率を維持するという目標を達する
ために、業界内での良い見本であると評価した。一番左が総経理の倪
振年氏。



25繊維トレンド　2009年 5･6月号

“瑪絲菲 （Marisfrolg）”コレクション

今回が CFW初参加となる高級レディースブラン
ドMarisfrolg は今回の CFWで見たショーの中で筆
者が一番好きなコレクションであった。秋冬では
なくこの春夏のコレクションを展開していたが、

デザイナー自身のエレガントな雰囲気のままのリ
アルクローズなコレクションであった。創立から
17 年となる、中国においてはベテランの部類に入
るブランド、店頭での展開もコレクションに近い
のであろう。

ブラックドレスも大げさでなく上品。
左の女性が主席デザイナーの朱
崇 さん、右はゲストモデルで国
際的にも活躍する戴小奕さん。

この夏のトレンドである明るいオレンジをメインにしたシリーズ（左3枚）とペールグリーンのシリーズ（右）は今すぐ着られそう。

鮮やかなコバルトブルーの
シリーズ。

上品なゴールドのワン
ピース。

モノトーンシリーズはさわや
か。

ニューディーなベージュの
ドレスは嫌味なく上品。

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション
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【3月28日】
“波司登（BOSIDENG）”ダウンウエアトレンド
コレクション

北京飯店での、ダウンウエアで有名な BOSI-
DENG のショーは良い意味で筆者の予想を裏切る
内容であった。筆者の認識では、中国の二級三級
都市で価格とその店舗の多さで商品を販売する、
ファッションとは遠いところにあるブランドとい

うものであった。過去の CFWではその印象もあっ
てあえてショーを見なかったのだが、たまたま足
を運んだ今回のショーはブランド自らがそのイ
メージを払拭するための初めの一歩、という位置
付けとしたようで、国内メディアの報道でも「今
までのイメージとは異なる新しいメンズ、レ
ディースのラインを発表した」と取り上げられて
いた。

海外動向

メンズラインではよりファッション性の高いデザインになってい
た。

レディースは、ベーシックなダウンの技術をもとに斬新なデ
ザインでアウターやドレスを展開。新しいことを始めたい！
という意気込みが感じられた。

中央の小柄な女性 2人がデザイナー。
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“ （Cabbeen）”メンズウエアコレクション

D･PARK を会場にして行われた Cabbeen の
ショーは相変わらず熱気に溢れ、セレブらしき観
客が多いショー。地方都市のメインストリートに
必ず 1 軒は路面店を持つこのブランドのショーは、
ショーの演出とモデルによって普通の服がどれだ
けオシャレに変化するかが良く分かるものでもあ
る。毎回、斬新な演出によって地方都市の 20 代 30
代の男性でも着こなすことのできる普通の服が、
なんとなく「イケテル」風に見えてくるところが

凄い。今回のコレクションのテーマは「楽・活」、
そのまま“快楽生活（楽しいライフスタイル）”と
いう意味と、英語の LOHAS の発音を漢字に置換え
て世界的ブームのロハスとの二重のコンセプトを
表現している。ショーの開催された 3 月 28 日は
ちょうど「世界アースデイ」、中国でもメディアで
取り上げられイベントなども行われたようだが、
こうした最新の情報を上手に取り入れることが得
意なブランドであると改めて感じた。

ビデオカメラを回しながらキャットウォークをしたり、自転車で現れたり、とてもカッコよく感じるが、着ている服はとっても普通。

（左）アメリカ育ちの台湾人の HipHop 歌手、黄立行スタンリーホァンがゲストモデルとして現れると
大きな歓声が上がった（筆者も上げた、何を隠そう筆者も大ファン。こんなところで本物に会えると
は想定外）。

ノベルティーとして配られたルービッ
ク･キューブ（懐かしい！）は LOHAS
のロゴ入り

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション
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“旭化成・中国ファッションデザインクリエイティ
ブ大賞”劉勇ファッションコレクション

今回で 4 回目となる旭化成主催の中国ファッ
ションデザインクリエイティブ大賞、今回の受賞
者は中国大手ブランドのデザイナーやMD を歴任
し、現在はメンズ大手である七匹狼のアートディ
レクターも務めるベテランの男性デザイナー劉勇
氏。彼の名前を聞いたときに、どうなのかな？と
も感じたが、過去 3 回のショーは“クリエイティ
ブ”の名にふさわしい CFWの中でも非常にレベル
の高いものだったので、今回も非常に期待してい

た。しかし、ショーが始まると写真を撮る勢いが
進まない。今までのように前のめりになっても写
真を撮りたいという衝動が起こらない。既存の中
国アパレルメーカーによるコレクションであれば、
まぁこんなものかな、と思うのだが期待が大き
かっただけに残念であった。ショーを見ていた日
本の方からも同じような声を聞いたので筆者だけ
が感じたことではないと思う。中国のデザイナー
の層の薄さの表れなのかもしれないが、それでも
次回に期待をしたいと思う。

海外動向

日中に行われたプレス発表には過去 3 回の受賞者も勢揃いし
た。右から、第 3 回受賞者の顧怡、第 2 回受賞者の 游、第
1回受賞者の劉薇、そして劉勇。隣は劉氏デザインのドレスを
着た 2009 年度の旭化成イメージモデルで中国人モデル史
露と日本人モデル藏歩実。そして、中国人の歴代イメージ

モデルが劉氏、 氏、顧氏デザインのドレスをまとって登場
した。訪れた各メディアのカメラマンが我先にとフラッシュを
たいた。

過去の経験が邪魔をするのか、新鮮味や面白みに欠けて
いた。秋冬コレクションということもあり、シックな色
使いが更にその感を強くさせたのかもしれない。それで
もやはりメディアの注目度は非常に高く、ショーが終
わったあとはデザイナー、モデル、関係者がステージに
上がり各メディアによる撮影が続いた。ちなみにショー
のラストを飾ったのは、旭化成のイメージモデルを務め
たこともある中国トップモデルの莫万丹。
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【3月29日】
浙江理工大学2009年度卒業生作品発表会

今回の CFWは企業の参加が若干減ったが、一方
で大学の参加は最多の 4 校となった。前述の北京
服装学院そして中国美術学院デザイン学院、清華
大学美術学院という北京にあるそれぞれ美術系、
理系では国のトップに当たる大学内に設けられた
デザイン課、そして浙江理工大学である。1982 年

に浙江シルク工学院として創設された本校は
CFW 初参加。ディティールに凝った作品が多く、
また、モノトーン系の作品が全体の 1 ／ 3 以上を
占めていた。個人のレベルにはバラツキが多かっ
たが、中には中央の学生たちに劣らないような作
品もあり、アパレル企業が多い浙江省で身近に
ファッションを感じていることが窺えるショーで
あった。

撮った写真を見返すとほとんどがモノトーン。上
段右のドレスも差し色に鮮やかな赤が入るがベー
スは白黒。
（左）ショーの最後には学生が照れくさそうにス
テージを歩く。ステージ慣れした感じのする北服
の学生に比べて初々しさが新鮮。

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション
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“施杰（JIE SI）”ファッションコレクション

CHIC の会場でも目を引くブースを構えていた
JIE SI はデザイナー施杰氏が 1998 年に創設した
レディースブランド。施氏は前述の浙江シルク
工学院の卒業生でもある。北京、武漢、重慶、
深 などに店舗を構える中堅どころのデザイ
ナーズブランドと言って良いだろう。コレク

ションを見た限りでは、非常にセンスが良く着
心地が良さそうで普段使いできそうなデザイン
が多かった。残念ながら上海に店舗がないので、
実際に販売する商品がどうか分からないが、機
会があったらぜひ店頭の商品に触れてみたいと
思わせるコレクションであった。

“七匹狼（SEPTWOLVES）”インターナショナル
デザイナーコレクション

中国を代表するメンズブランドである七匹狼。
フランス人デザイナー Daniel Faret による今回の
ショーは最高級ラインのコレクション。ショーの
前には、七匹狼主催による一部の国々の外交官を
招待したレセプションパーティーが開かれており、
ショーの会場では各国大使館関係者などがフロン
トの座席を占め、これまでに見たことがないほど

外国人の姿があった。そして、なんとショーのス
タートは中国政府の外交部、商務部、そしてフラ
ンス、イタリア、スペイン、モロッコ、パキスタ
ン、ウズベキスタン、セネガルの大使館関係者 10
名がモデルになって登場。これまでにない演出に
会場は大いに盛り上がった（ちなみに、筆者はた
またま日本大使館の方とショーを見ていたが、日
本大使館には声がかかっていなかったとのこと。
ショーが終わるまで「なぜだろう？どうして声が

海外動向

シンプルなデザインとモノトーンがメイン。明るいブルーのコート（上段右中）やオレンジのドレス（下段中）もあったが、
総じて黒・白・グレーでの構成。また、前回あたりから、子供モデルが登場するショーが見られ、今回は多くのショーに子
供が登場。無類の子供好きの中国人を刺激するのか、彼らが登場するとフラッシュの数が一気に倍増する感じだ。

↑

↑
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かからないんだ」と首を捻っておられた）。コレク
ションは、デザイン、カラー、コーディネート、
小物の使い方など、筆者が CFWで過去に見たメン
ズブランドのショーの中で一番良かったと思う。

ただ、メンズモデルのレベルがまだまだで、服が
素敵に見えないのがとても残念だった。毎回感じ
ることでもあるのだが、メンズモデルのレベルの
底上げを切に願ったコレクションでもあった。

中国外交部より。 セネガルの外交官。ヘタな中国
人モデルよりよっぽど素敵だっ
た。

各国のエリートによるキャット
ウォークには会場から大きな拍
手。

このショーにもちびっ子登場。 中央のスキンヘッドがデザイナーFaret 氏。右隣が七匹狼代表の
周少雄氏。

チャイナファッションウィーク09/10秋冬コレクション




