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【オリジナル高級カスタムメイドメンズスーツブラ
ンドStel Lee Bespoke】

2009 年末、上海の中心部、租界時代の面影を残
す復興路に Stella の念願であった高級カスタムメ
イドスーツのブランド「Stel Lee Bespoke」（以下、
S.L. Bespoke）の路面店がオープンした。それまで
はテーラーのいるスタジオで顧客対応をしていた
が、Stella は「プライベートサロンのような空間で、
お客様とおしゃべりをしながら最高のサービスを
提供したい」という想いから路面店をオープン、
取り扱うのは Loro piana（ロロ・ピアーナ）や
Hollan & Sherry、Vitale Barberis Canonico（カノニ
コ）といったイタリア製の高級素材を使用した、
完全カスタムメイドの高級メンズスーツ。顧客は、
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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。

筆者は 2006 年 6 月に上海で日系企業の主催する水着モデルコンテストの仕事をしました。駆け出し

のモデルやモデル学校に通う学生など、参加者のほとんどがセミプロ級の中で、外資企業のマーケティン

グをしているというショートカットの上海人の女の子が関係者の注目を集めました。結局、彼女は最終審

査まで進み、屋外の特設会場で多くの観客を前にビキニ姿で堂々とウォーキングを披露し特別賞を受賞す

るとともに、非常に強烈な印象を残していきました。

そして、なんと約 1 年半前に友人との食事の席に共通の友人として、偶然彼女が現れたのです。コンテ

ストの直後、会社を辞め自分でファッションビジネスをスタートさせたという彼女とは、その後、頻繁に

会うようになり、その度にどんどん先へと進む姿に「いつか取材させてね」とお願いをしていました。

今回は、その彼女へのインタビューが実現しました。オリジナル高級カスタムメイドメンズスーツのブ

ランドを立ち上げた 1980 年生れ弱冠 29 歳の Stella Lee こと歴寧（以下、Stella）をご紹介します。
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上海在住の西洋人、もしくは海外国籍の華僑や海
外での生活経験のある中国人ビジネスマン（ちな
みに、日本人はいないそう）、価格帯は上下で
3,500 元から 10,000 元だ。単品では受け付けないが、
ドレスシャツやシューズのオーダーも受けている
とのこと。
Stella にローカルの顧客を積極的に増やすことに

興味はないのかと尋ねたところ「彼らは“カスタ
ムメイド”の意味を全く理解していない」という
答えが返ってきた。インタビュー中にも 2、3 人の
中国人から商品購入の問い合わせの電話があり、
その度に「お客様の要望に合わせて、デザインし
ますから･･･。もし、特に決まっていなければ、お
会いしてからご相談しながら決めていきましょう。
サイズは、お客様に合わせて作るので心配ありま
せん」「まずは、形を決め素材を選んでいただき、
サイズを測ります。その後、一度、仮縫いの試着
をしてもらい、最後にお引き渡しとなります」と
応対していた。そして、うんざりした顔で電話を
切った後に一言「ほらね。こうやってひとつひと
つ説明しないと分からない。何よりも、彼らは本
当に自分に似合うものを着ることが、自分のビジ
ネスチャンスを広げる可能性につながることさえ
想像できない。今の中国男性のファッションレベ
ルはその程度のもの。そんな彼らに上下で 10,000
元するスーツの価値は簡単には理解できない」
ご存知の読者もいらっしゃるかと思うが中国で

は街の裏通りにいわゆる“仕立屋さん”的なお店
があり、その場で生地を選び「こんなものを作っ
て」とお願いをすると、近しいものを数百元で
作ってくれる。また、上海には 4 階建てのビルの
中に小さなお店が軒を連ねる“布市場”と呼ばれ
るマーケットがあり、その場で寸法を測り“オー
ダーメイド”で縫製をしてくれるのだ。これに慣
れている地元の中国人にとって、いくらイタリア
製の素材を使っているとはいえ、S.L. Bespoke の
価格帯が高すぎると感じるのは当然のこと。しか
し、Stella はそれを他のテーラーでは得ることので
きない“ブランドとしての付加価値”を提供する
ためのものであると考えている。

「“技術”という点で優れたテーラーは上海にも
確かに存在する。でも、縫製技術的には完璧なの
に、着てみたらどうもしっくりこないと感じる人
も多いはず。それは、そのスーツがただのコピー、
もしくはただ客に言われた通りに作っただけのも
のだから。『S.L. Bespoke』は違う。もちろん非常
に優秀なテーラーが仕立てているのはもちろん、
私がデザイナーとしてテーラーとお客様の間に立
ち、その人にとってよりふさわしいスタイルを提
案できる。彼がどんな社会的立場の人間で、どん
なシチュエーションで、自分をどのように見せた
いのか？それに応じてどのようなスーツを作った
らよいのか的確なアドバイスができる。例えば五
つ星ホテルでのパーティーや高級レストランの
ディナーに参加するなどという経験は、中国とい
う国においては街のテーラーたちはできないこと。
そんな彼らがお客様に、じゃあその時にどんな服
を着たら良いかなんて、アドバイスすることがで
きるわけない。残念だけどそれが中国の現状。現
場で服を作る人間は、社会的地位も教育レベルも
非常に低い。彼らに『今年の海外のコレクション
ではこんなスタイルが流行していますよ。だから
このようなスタイルはいかがですか？』と提案で
きるわけない。だからこそ、そこに私の存在意義
があり『S.L. Bespoke』のブランド価値がある。
また、“その人に必要な本当に似合う仕立ての良

いスーツ”を提供する以外に、お客様が“特別”
であることを感じるサービスを提供することも大
事。オーダースーツを作る際に、店側の対応が非
常に悪かったり、約束通りにならなかったりとい
うことがこの国ではまだまだ多く、本当は楽しい
はずの“洋服のオーダー”が非常に煩わしいもの
に変わってしまうことが多々ある。この店はお客
様が気分良く楽しく自分の服をオーダーすること
ができるためのきめ細やかなサービスの提供がで
きる場所であり、さらに、会社帰りや仕事の合間
に立ち寄り、私とおしゃべりしながらリラックス
した時間を過ごしてもらうサロンのような空間で
もある」
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【ブランド立ち上げの経緯】

学生時代の専攻は国際貿易で、正式にファッ
ションの勉強をしたことはないという Stella。どの
ような経緯で S.L. Bespoke を立ち上げるに至った
のだろうか？　Stella は学校卒業後、得意の英語を
生かして一貫して外資企業に勤務。ウォルマート
ではバイヤーを、ペプシコーラでは 3 年間マーケ
ティングを行っていた。筆者が彼女に出会った
2006 年 6 月の水着コンテストの後、「企業で働くの
は私には合わない」とペプシコーラを退職。当時、

周りの友人には外資で条件も良いのに何で辞める
のか？と言われたそうだ。「数年間、大企業で働い
たがずっと何かが違う、何かが違うと常に違和感
を持ち続けていた。だから、とにかく会社を辞め
てそこから自分で何かをしようといろいろ考えた。
考えた結果、洋服の店を開くのは簡単なのではな
いかと思い、取りあえず、東華大学で開かれてい
た週 2、3 回、3 週間ほどの社会人向け短期コース
で立体裁断を勉強することに。ものすごくファッ
ションがやりたい！と思ってスタートした訳では

徒歩圏内には五つ星のオークラ・ガーデンホテル、老舗錦江ホテルがあり、ホテルのそばには
香港系・中国系のオーダーメイド・スーツの店舗が軒を連ねる。Stella は「彼らと私とでは顧
客へのサービス内容は全く異なる」と胸を張る。

「手伝ってくれる人がいなかったから、内装デザインも自分で全部やった。
店内の雑貨も全部自分で買い揃えた」と Stella。そして笑いながら「今度は
内装デザイナーに挑戦してみようかな」。

Stel Lee Bespoke 歴寧男装定制
住所：上海市復興中路 569 号

中国ファッションビジネス・サクセスストーリーに見る中国ファッション業界の現状
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ないの（笑）」。しかも、この東華大学のコースは
最初の 3 回で行くのを止めたという。「だって、教
師たちが教えようとしていることが 3 回で全部理
解できたし、それ以上通うのは時間の無駄だと
思った。そして、最後の 2、3 回に出席して終了。
教師も全く気が付かずに、提出した作品を見て、
「あなたはきちんと理解していますねって（笑）」。
同時に、彼女は布市場や副資材市場（上海の有名
観光地である豫園の付近にはボタンやファスナー
やレースといった服飾関係のありとあらゆる副資
材を販売するマーケットがある）を、なんの目的
もなくひたすらぶらぶら歩き回った。
そして、ファッションデザイナーを目指す中国

の多くの若者がそうであるように最初はレディー
ス・ブランドを始めた。オーダーメイドのドレス
である。スタートにあたり、蘇州や杭州の産地を
とにかくたくさん見て回り、実際に友人たちのド
レスを作って、サイトを立ち上げたりもした。で
も、すぐにレディースは難しいと気が付いたとい
う。「彼女たちに与えられた選択の幅が余りにも多
すぎるから。ちょっと街を歩けば、それなりのド
レスが格安で手に入るし、オーダーメイドを受け
る店も余るほどあり、それなりの仕上がり。そし
て、何より女性は移り気だから（笑）ひとつのブ
ランドに固執しない、つまり定着率が低く安定し
ない」
そんな時、メンズもいいんじゃない？と、ある

人からアドバイスをされ、そこから、メンズの
マーケットについていろいろリサーチした結果、
これはイケる！と思ったという。「まず、レディー
スに比べたら圧倒的にブランドが少ない。特に
スーツや正装に関しては、テーラーも国内の既製
ブランドもレベルは非常に低い。一方、高級カス
タムメイドのスーツを購入するようなエリート・
ビジネスマンは、自分に似合う仕立ての良いスー
ツであればそれなりの代価を払う。しかも、女性
のようにいろいろ見て回る時間がないので、ひと
つここだ！というものを見つければ、必ずリピー
トするし、あちこち他のブランドに浮気もしない。
自分が気に入れば友人に紹介してくれるし、その
人もまた、リピート客となってくれる。それから
は、一緒に仕事をしてくれる技術の高いテーラー
を探して、布市場や街中のカスタムメイドをする
店を歩き回り、多くのテーラーに会い、彼らとた
くさんの話をした。そして、本当にたくさんの商
品を見たし、自分なりに必死に勉強をしたおかげ

で、カスタムメイドのスーツについては大概のこ
とがわかるという自信も付いた」。こうして Stella
は約半年後の 2007 年に S.L. Bespoke を立ち上げた
のである。

【ブランドデザイナー以外での活躍】

S.L. Bespoke の立ち上げからしばらくして、
Stella はアパレルデザイナーとしてだけではなく、
その活躍の場を広げている。彼女のメディアへの
露出の目的は自身のブランド認知度アップのため
だけではなく、中国男性に対するファッションの
啓蒙の活動でもあるようだ。
そのひとつとして、上海市内を走る藍色聯盟タ

クシー（上海市内を走るタクシーは数社に分かれ
ている）で放送された「i-homme」という番組があ
る。タクシーの助手席のシート後ろにあるモニ
ターから流れてくるコマーシャルを見たことのあ
る読者もいるかと思うが、ここで昨年 8 カ月にわ
たり Stella による男性向けファッション番組「i-
homme」が 5 回にわたり放送された。広告代理店
から「ブランドの広告を流さないか」と話があっ
た際に、彼女はただの広告はしたくない、“男性に
とってファッションとは”“カスタムメイドとは”
ということを視聴者に伝えるような内容にしたい、
と話したそうだ。代理店側はこれに大いに賛同、
結局無料で番組を作り放送してくれたという。現
在、万博関係でストップしているが、今後も引き
続き番組を作っていくそうだ。
また、上海にある 2009 年 MBA 取得人数世界第

8 位、6 年連続でアジアでトップの中欧工商管理学
校（以下、CEIBS）学生会の招きにより、学生達
に向けて「カスタムメイドのMBAビジネススーツ
はどのようにオーダーすれば良いのか」という講
演を行った。これは、CEIBS で行われた初めての
ファッションに関する講演でもあったという。
MBA 取得のために勉強する世界中から集まったエ
リートのタマゴたちを前に、ファッションで自身
を“パッケージング”することがその成功にどれ
だけ影響するか、ということも含めた公演内容は
非常に好評だった。講演後、スーツをオーダーす
るために彼女を訪ねた学生も少なくないという。
この講演の様子は、先の「i-homme」でも紹介され
たのだが、当初、Stella は学校側に反対されるかと
心配したそうだ。だが、逆に学校側からは自分た
ちの学校の宣伝にもなる、ということで引き続き
コラボレートをしたい、と言われているという。
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こうした活動はファッション素人向けだけでは
なく、ファッションのプロであるファッション誌
のエディターたちに向けても行っている。中国版
『ELLE』『Marie Clarie』そしてメンズファッショ
ン誌『Mr. MODERN』などを発行する樺 集団
HACHETTE FILIPACCHI MEDIA グループの上海
オフィスにて、ファッション・エディターたちに
対してメンズラグジュアリーブランドについての
セミナーを行った。「エディターたちは専門に
ファッションの仕事をしているのだから、あなた

より詳しいはずでは？」という質問に対して「中
国において、メンズファッションに精通したエ
ディターは数少ない。特に、海外のトップクラス
のメンズラグジュアリーブランドの歴史や動向を
理解している人は皆無に近い」。セミナーを終えた
後、『Mr. MODERN』のエディターから、国内で
唯一のカスタムメイドスーツのデザイナーとして
だけではなく、数年後には中国におけるメンズラ
グジュアリーファッション界のトップになれるよ、
と太鼓判を押されたそうだ。

CEIBS での講演の様子。今後も引き続き、CEIBS とのタイアップは行っていく予定。

樺 集団HACHETTE FILIPACCHI MEDIA グループ上海オフィスにてエディター向けセミ
ナーの様子。社内でも好評で、北京にある中国本社での研修のオファーも受けている。

中国ファッションビジネス・サクセスストーリーに見る中国ファッション業界の現状
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また昨年 7月には、上海の TV局である東方衛視
のファッション・デザイナーオーディション番組
『天裁愛美麗』に、番組側から請われて参加した
（残念ながら番組自体は彼女の参加した 3 シーズン
をもって終了）。この番組の参加者は、駆け出しの
デザイナーやファッションを勉強する学生の参加
がほとんど。彼女のような普通のOLからほぼ独学
でデザイナーに転身したというプロフィールに興
味を持った番組側が、彼女に声を掛けてきたとい
う。Stella が参加した回は、各デザイナーがタレン
ト（歌手）をモデルにし、「ECO」というテーマと
フリースタイルの 2 タイプのデザイン・製作、そ
れを審査員が評価するという形式。筆者も 7 月 6

日に放送された番組を見ていたが、なんと彼女は
この回で優勝、審査員達からも高い評価を受けて
いた。審査員のひとりで本レポートでもおなじみ
チャイナファッションウィーク（CFW）常連の国
内若手トップのデザイナー祁剛は特に彼女の裁断
と配色を気に入り、番組終了後わざわざ自ら彼女
に自分の連絡先を伝え「がんばってね」とエール
を送ったという。
さらに、現在は世界三大時計メーカーのひとつ

である Patek Philippe（パテック・フィリップ）の
北京、上海店舗の店員の制服制作を抱えている。
こうした外部とのコラボレーションはますます増
えていきそうである。

番組への参加条件として「男性モデルの起用」を求めた Stella。番組側が選んだのは台湾の 2世タレント（父は名優柯良（ブラッキー・
コー））で実力派シンガーの柯有綸（アラン・コー）。左は“環保”（環境保護・エコ）というテーマに沿ってのデザイン。審査委員の間で
は「孔雀の羽を使うことは“エコ”ではないのでは？」という議論を呼び起こしたが、柯有綸は大いに気に入った様子。右は、柯有綸と
試行錯誤の上に生れたまさにバイオーダーのスーツ。自身もストリート系カジュアルブランドのプロデュースもし「スーツなどの正装は
結婚式に参加するときにしか着ない」という徹底的なカジュアル嗜好の柯有綸だが、このスーツには大満足でそのまま持ち帰り、映画
『トランスフォーマー 2』の台湾でのプレミアム上映会の際に、このスーツを着用して参加する姿がメディアにも出たそうだ。
東方衛視『天裁愛美麗』公式HP http://design.smgbb.cn/
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【インタビューを終えて】

インタビューの後「日本食が食べたいから連れて
行って」という彼女とこじゃれた居酒屋系の日本食
レストランで、引き続きおしゃべりをした。「今度、
日本に帰国する時には少し早めに予定を教えて。で
きれば、一緒に日本に行きたい！　ぜひ、マーケッ
トを見てみたい！　日本料理も、日本人の礼儀も、
日本のファッションも大好き」この言葉を聞いて
びっくりした。なぜなら、彼女のライフスタイルを
見ていると友人関係も含めハイスペックで独立志向
の強い多くの上海女性と同じように彼女も完全に欧
米嗜好が強いと思っていたからだ。
「日本は洋服のデザインを始めすべてのものに関
して、とにかく“ディテール”が素晴らしいと思
う。中国に欠けているものはこの“ディテール”。
いいなぁと思ったものでもちょっとしたところが
欠けていて、全体をダメにする（この意見には筆
者も大いに同感）」と Stella。最近はファッション
誌も『ELLE』などの欧米系のものではなく、実用
的な『瑞麗・伊人尚風』（中国版 CLASSY）を愛読
していて、ますます、日本化しているかもと笑う
Stella に、じゃあ、日本ブランドで思いつくもの
は？と聞いたところ返ってきた答えは「ユニクロ
と NewYorker（このブランドもバイオーダーして
るでしょ？ということで）」ファッションビジネス
に携わり、日本のファッションに関心があったと
しても、日本ブランドの認知度はこの程度なのか
と悲しくなったが、気を取り直して「この先はど
んなことをしていきたいの」と質問してみた。「引
き続き学校やファッション関係機関で、メンズ

ファッションについての話をしていきたい。それ
から、できればシーズンごとにファッション誌の
ようなものを出したい。内容は、自分のブランド
の紹介だけではなく男性へ向けての車や時計やラ
イフスタイルなどの提案。今の中国男性のファッ
ションセンスの欠如は、ライフクオリティーの問
題。今までは、とにかくお腹が空かないように食
べること・とにかく何かを着ていることが重要で、
より快適に過ごすために何を食べるか、何を着る
かというレベルではない。こうしたマナーとか
ファッションセンスは、誰かが教えてあげなけれ
ばいけないこと。もしかしたら、私たちの次の世
代になって初めてライフクオリティーを上げるた
めにはどうしたらいいか？ということが意識され
るようになるのかもしれない」。
9年前に上海に来たときから、どうしたら上海・

中国の男性がオシャレになるのだろうと真剣に悩
み続けてきた筆者にとって、彼らを啓蒙しようと
する Stella のような存在はまさに救世主のような
もの。そして、プライベートでは「中国人男性は
何をするにも“粗（日本語の雑、荒っぽい）”、繊
細さに欠けるから興味ない」という彼女のような
中国人女性が増えることこそ、彼らのファッショ
ンセンスを上げる最大の力になるのではないかと、
ひそかに思うのである。自分はファッションデザ
イナーというより“私人時尚顧問”つまりプライ
ベートファッションアドバイザーという方がより
ふさわしいと言う Stella。筆者より年下でありなが
らお姉さんの風格さえ漂う彼女の今後の活躍が楽
しみである。

南京西路の久光百貨前にある地下鉄 2号線静安寺駅前の広
場にできた巨大モニターに世界博の宣伝と共に Stella が！
タクシーで放送された番組も然り、制作費も含めすべて無
料･･･。「20 代の若い女性がひとりでがんばってビジネスし
てると聞くと、『心配するな、オレに任せろ』って言って
男気見せてくれる男性が多いのよね～」と笑顔で語る
Stella。あっぱれだ。そして、本当に上海は女性が仕事し
やすい場所だとつくづく思う。インタビューを終えて思い
出したのは、以前に本レポートで取材をしたヒキタミワさ
んが上海女性について語っていた言葉「彼女たちはよい意
味での“計算高さ”を持っている。“自分はここに辿り着
くんだ”という人生の目標をしっかりと持って生きている。
ひとつひとつの行動が、その目標に近づくために意味を
持っている」。Stella の生き方、まさにこの言葉を地で行っ
ているのである。

中国ファッションビジネス・サクセスストーリーに見る中国ファッション業界の現状


