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これからのブランディング
前々回、前回と、ファッション・マーケティング

の定義の見直しを行った。消費者の心理を正しく捉
えることはブランディングにおいても重要だとし、
10 のポイントでまとめてみた。今回は、さらにそれ
を発展させて、これからのブランディングについて
考えてみた。

ブランディングに成功していると考えられる既存
のブランドやショップは、マーケット環境が変わる
中で、また、消費者心理が移り変わる中で、ブラン
ドを存続させてきている。筆者が考える「ブランディ
ングに成功する」ポイントは、以下 6 ポイントとなる。
① 時流に流されない…マーケットやトレンドが変化

しても、確固たるコンセプトを保持している。
　事例：ラルフ・ローレン、無印良品
② 歴史に裏付けられたブランド軸がある…確固たる

ブランドのルーツを持っている。
　事例：エルメス、バーバリー

③ 他社にまねできない自社だけのヒット商品がある
…自社の基準による、競争力のあるアイテムを
持っている。

　事例：モンクレール、メーカーズシャツ鎌倉、B3
④ 今までにない売り方、サービスの提供…既存の売

り方を打破する新しい試みをしている。
　事例：アバクロンビー＆フィッチ
⑤ ありそうでなかったテイストやゾーンの開発…

ニッチ市場開拓の先駆者となる。
　事例：ジェラート・ピケ
⑥ 商品やサービスを提供するだけでなく、いま提供

すべき新しい価値観を創出する。
　事例：メルシー、パス・ザ・バトン、ビッグ・ママ

本稿はこの中から、③→ワンアイテム、④＆⑤→
エディトリアル、⑥→ソーシャルという言葉へと発
展させて、これからのブランディングのキーワード
としたい。

なお筆者は、本当に強いブランドは、一過性の人

これからのブランディングを考える
―キーワードは、「ワンアイテム」「エディトリアル」「ソーシャル」―

1  前回までの「ファッション・マーケティングの定義の見直し」を踏まえ、今回は 3 つのキーワードで、これか
らのブランディングを考える。

2  1 つめのキーワードは「ワンアイテム」。1 つのアイテムに特化してスペシャリティを高め、顧客の高いマイン
ドシェアを獲得している。

3  2 つめのキーワードは「エディトリアル」。個々の商品自体の大きな革新はないものの今までにない売り方やサー
ビス、新たなテイスト切り口やゾーン切り口を、「編集」的着眼で創出しようという方向性を指す。

4  3 つめのキーワードは「ソーシャル」。環境保全を含めた社会貢献に寄与する業態とは何かを模索する。

要　点

東京ファッションプランニング株式会社　デザイン・企画カンパニー　社長
山田	桂子（やまだ けいこ）
共立女子大学文芸学部卒業。トムを経て、1996年ムーンバット入社。2000年東京ファッショ
ンプランニング（株）代表取締役就任、現在に至る。ファッショントレンド分析、マーケッ
ト分析をベースに執筆活動を展開。著書に『平成版ミセス MD の正解』（2006 年  繊研新聞
社）、『平成版ヤング MD の正解』（2007 年  繊研新聞社）、『キャリア MD の正解』（2008 年  
繊研新聞社）がある。
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出所：筆者モンクレール

気やブームではなく、顧客と長い信頼関係を築ける
ブランドだと考えている。しかし、今回の事例には、
新規に開発されたり、最近話題のブランドやショッ
プも多く取り上げた。今回取り上げるブランドは、
今後、ロングセラーブランドになれる可能性が高い
と考えているからだ。

　
キーワード①　ワンアイテム

昨今好調に業績を伸ばしている企業で、一つのア
イテムに特化して、スペシャリティを高め、顧客への
マインドシェアを獲得しているブランドに注目した。
繊維業界専門紙のみならず、一般紙でも目に付いた
のがシャツ SPA の「メーカーズシャツ鎌倉」とスト
レッチパンツの「B3」だ。どちらも、シャツ、パン
ツというワンアイテムでブランドを確立している。

フランチャイズも含めた店舗数 20、年商 26 億
4,600 万円（2011 年 5 月）という規模も売上高も小
さな会社がメーカーズシャツ鎌倉だ。1993 年鎌倉
市で創業。5,145 円均一ながら、素材も、縫製工場
もすべて日本のメード・イン・ジャパンで話題となっ
ている。例えば、メンズの素材は綿 100％で 80 番
手双糸以上のもの、縫製は丈夫な美しいシングル
ニードル（巻き伏せ本縫い）、ボタンは天然の高瀬
貝を磨き上げた貝ボタンが基準となっている。2010
年 10 月に羽田空港やたまプラーザテラス、JR 博多
シティなどの駅ビルにも出店するなど、店舗網を広
げている。

女性向けのストレッチパンツで 17 期連続の増収
増益をあげているのがバリュープランニングだ。店
名 の B3 は “Fit Better” “Feel Better” “Look 
Better” からきている。「魔法のパンツ」とも呼ばれ
るストレッチパンツの要となっているのは、大手繊
維メーカーと開発したストレッチ素材だ。縦・横、
斜めの 360 度ストレッチにより着心地の良さときれ

いなシルエットを可能にし、シルクのような光沢と
肌触りや高級感が出るように、染色時の温度、湿度、
圧力のバランスを調整することで、高い伸縮性を備
えつつ、しっかり復元もする。新素材開発には 3 ～
5 年の期間を費やす。平均上代 14,000 円ながら、ミ
セス中心に支持を獲得し、現在では全国 180 店舗、
年商 100 億円超の規模に成長した。さらに、1 型 9
サイズ展開を常に店頭在庫として持ち、店頭機会ロ
スを減らしているのも強みとなっている。

ブランディングの一つの方向性として間違いなく
重要な切り口となるワンアイテムだが、シャツやパ
ンツなどの軽衣料だけでなく、重衣料でもマインド
シェアの高いブランドがある。ダウンジャケットの
世界的なメーカー、「モンクレール」だ。1952 年の
創業以来、最高品質のダウンジャケットを製造し、
1968 年のグルノーブルオリンピックでフランス・ナ
ショナルチームの公式ウエアに採用されたことで、
地位を確実なものとした。

モンクレールのダウンジャケットは、AFNOR（フ
ランス規格協会）から最高品質のお墨付きをもらっ
ている。最高品質のグースの産毛を使用し、各部位
ごとに 1g 単位で使用量が決められ、1 枚ずつ職人
が手がけていくため大量生産ができない。品質、機
能性に加え、希少性が人気に拍車をかけている。ま
た、最近では、トム・ブラウンを器用したモンクレー
ル・ガム・ブルー、ジャンバティスタ・ヴァリ、サ
カイの阿部千登勢を起用したモンクレール S、ヒロ
キ・ナカムラを起用したモンクレール V など、デザ
イナーを起用したファッション性の高いラインも充
実させている。イタリア、フランスなどヨーロッパ、
アメリカ、中国、韓国などアジアで直営店を展開し
ているが、2011 年 9 月 1 日に青山に旗艦店がオー
プンし話題となっている。

メーカーズシャツ鎌倉 B3

写真 1　ワンアイテムに特化したブランド



37繊維トレンド　2011 年 11･12 月号

これからのブランディングを考える

キーワード②　エディトリアル
エディトリアルとは従来「社説」を指す言葉だが、

今回は「編集」という意味で MD（マーチャンダイ
ジング）のキーワードとした。今までにない売り方
やサービス、新たなテイストやゾーンを、「編集」で
創出しようという方向性だ。すでに、編集型ショッ
プということでは、セレクトショップが日本のマー
ケットでは安定的なポジションを築いている。だが、
ユナイテッドアローズ、ビームス、トゥモローラン
ドなど、全国規模で展開する企業のショップは、昨
今ではチェーン店の様相を呈している。どのような
ショップでも、ブランドでもそうだが、規模が大き
くなるにつれ、創業当初の独特な持ち味が薄れてく
る。これは、大きな屋台骨を支えるために、安定し
て売上がのぞめる「安全パイ」の商品が多くなるか
らだ。下手をすると「昔の○○は良かった」などと、
従来の顧客が離れることにもなりかねない。反比例
する企業の拡大の論理と商品（または品ぞろえ）の
魅力とのバランスを取るのが経営の要となることは
言うまでもない。

そこで、実験的な意味合いの強い編集型の店舗は、
多店舗にはなりづらい。高度なマネジメント体制と
差別化された MD が確立していれば可能かもしれな
いが、10 店舗くらいまでが上限なのではなかろうか。

すでに、カリフォルニアで 4 店舗、日本では千駄ヶ
谷、二子玉川、神戸、そしてルミネ有楽町と湘南辻
堂プロジェクトの出店を決めている「ロンハーマン」
は、その上限に達しようとしている。ロンハーマン
はロサンゼルスで人気のセレクトショップで、1976

年にカリフォルニアのメルローズアベニューで誕生
して以来、“カリフォルニアスタイル・オブ・ライフ”
を提案してきた。日本ではサザビーリーグが独占ラ
イセンス契約を締結し、2009 年 8 月 29 日に千駄ヶ
谷店がオープンしている。2011 年 6 月 18 日にリ
ニューアルオープンした 1,000m2 の店舗には、日常
のさまざまなシーンを切り取ったような生活雑貨の
スペース、コスメティックコーナー、ルームウエア
コーナー、サーフィングッズコーナーと、まさにカ
リフォルニアのライフスタイルが「編集」されている。

インテリアショップのフランフランやバルストウ
キョウを運営するバルスが 2011 年 2 月 25 日に青山
にオープンした「WTW」（ダブルティー）も編集型
のライフスタイル提案ショップだ。コンセプトは、
“アーバン、サーフ、ナチュラル”。店名の WTW は

「Waiting for the wave（波待ち）」の略称であり、海
でゆったりとサーフィンの波待ちをしている時のよ
うに開放的なリラックス空間に、インテリアや生活
雑貨を展開する。

以上の 2 ショップがライフスタイルを軸とする編
集なのに対して、エディトリアルの文字通りの意味、
社説→企業の基本方針→コンセプトを軸としている
のが「グッド・デザイン・ショップ」だ。運営する
のはコム・デ・ギャルソン。コンセプトは、「強いク
リエーションは永久です。また、定番として長い支
持を受けているものも、強いクリエーションです」。
ロングライフデザインを提唱するディアンドデパー
トメントプロジェクトと組んだ新しい形態のショッ
プとなっている。

写真 2　編集型（エディトリアル）ライフスタイル提案ショップ

出所：筆者

ロンハーマン

WTW
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キーワード③　ソーシャル
ここでは社会貢献に寄与する業態とは何かを模索

したいと思う。今年 3 月の東日本大震災が起こる前
から、地球環境に配慮したり、3R（Reduce ＝リデュー
ス［減らす］、Reuse ＝リユース［繰り返し使う］、
Recycle ＝リサイクル［再資源化］）に対する意識が
高まっている。『繊維トレンド』2011 年 3・4 月号で
も取り上げた中古品リユース市場の急成長も、消費
者の意識変化を反映していると考えられる。新しい
タイプの中古品リユース店として取り上げた『パス・
ザ・バトン』も、ソーシャルを切り口とする事例に
含まれる。

だが、ソーシャル＝ 3R を扱う業態、ということ
ではない。「環境に配慮しながら古着でオシャレを
する。地産地消で美味しく食べながら地元農業を支
える。ネットでフェアトレードの商品を購入する。
地域活動に参加することによって健康を維持する」
…このような消費スタイルをソーシャル消費と呼
ぶ。『ソーシャル消費の時代』（講談社）を書いた電
通ソーシャル・プランニング局長、上條典夫氏が提
唱する造語だ。

今回事例として取り上げるのは「アダム・エ・ロペ・
ビオトープ」だ。1990 年 4 月に白金台本店をオー
プンさせ、2010 年 3 月に 20 周年を迎えた「アダム・
エ・ロペ」が「人間も含む生き物本来の生態系が保
たれた空間」を意味する「ビオトープ」をコンセプ
トにリニューアル。中庭のクスノキにはコンセプト
を象徴するツリーハウスを設置し、LA 発のヴィン
テージコーナー、植物のある暮らしを提案するボタ
ニカルショップ、ナチュラルコスメ、レストランを
ラインアップ。最新トレンドを抑えたファッション

アイテムを展開するだけでなく、エシカル（ethical：
最近の用法でここでは、環境保全社会貢献という意
味）な切り口を導入した複合業態として注目したい。

ソーシャル＝ 3R に直結する業態にも触れておこ
う。仙台に本社を置く「ビッグ・ママ」だ。衣料品
や皮革製品の修理専門店で、「お直しコンシェル
ジュ」として「忙しいお母さんに代わって針仕事を
代行」する。仙台を中心とする東北、首都圏を含む
関東などで 50 店舗以上を展開。クリーニングサー
ビス、クロゼットサービス、お直し教室に、リサイ
クルを目的とする衣料品や皮革製品の買い取りなど
とサービスの幅を広げている。「もったいない」意
識の高まりによる需要は増大基調にあり、まさに現
在の消費者志向を捉えた業態であるといえよう。

ユニクロ、オンワードなどの大手アパレル企業、
百貨店、量販店でも下取りが定着してきた。環境意
識の高い消費者に向けてのサービスは今後も拡大し
ていくだろう。

以上のようなエシカルな取り組みも重要だが、ブ
ランディングの締めくくりとして最後に書きたいの
は、やはり生活に役立つと同時に楽しい夢を与えて
くれる消費の促進とその仕掛けだ。「物欲は世界を
救う」は、朝日新聞で 2011 年 8 月 23 日からリレー
掲載している記事だ。「スウィート」編集長、東京ガー
ルズコレクションのチーフプロデューサー、カカク
コムの上席執行役員などが登場。このリレーには登
場していないが、「消費で日本を元気にしている」
という印象を与える、ジャパネットたかたの高田社
長の「経営者の情熱」こそ、これからのブランディ
ングに不可欠な要素なのではなかろうか。

写真 3　ソーシャルを切り口とした業態

ビッグ・ママアダム・エ・ロペ・ビオトープ 出所：筆者


