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海外動向〔中国業界動向〕

China News
インターナショナルアパレルブランド在中国経営啓示録
―『CHINA APPAREL中国制衣』カバーレポートより―

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。

海外アパレルブランドの中国における概況
3段階に分けられる海外ブランドの中国進出

中国進出の第 1 群ブランドは、早い段階で中国を重要
な市場と捉えた、LACOSTE 鰐魚、MONTAGUT 夢特嬌、
PLAYFOX 金狐狸（韓国ブランド）などである。これら
のブランドは世界的には決してトップクラスのブランド
ではないが、1970 年代中後期から 80 年代にかけて中国の
大型デパートに参入し、中国人はこれを機に海外の「フ
ァッションブランド」を知るようになった。また、Pierre
Cardin 氏は中国に初めてやってきた国際的にトップレベ
ルのデザイナーであると言って良いだろう。
彼らがまず“窓を開け”たことで、中国人は海外のブ

ランドを知ることになり、この開かれた扉から続々と海
外のトップブランドが中国市場に参入してきたのである。
90 年代半ばには、次の 1 群となる多くのブランドが中

国に目を向けるようになった。Dunhill、Yves Saint
Laurent、Louis Vuitton、Chanel、Prada、Fendi、Cartier、

今回は『CHINA APPAREL中国制衣』の2007年 10月号のカバーレポートをご紹介したいと思います。

巻頭で「現代ファッションは“西風東漸”（西からの風が、東にしみ渡る）という状況が長く続いている」

としています。その中で「中国は受身でそれらを受け入れる者、そして謙虚な学習者として存在している。そ

れは、非常に決まり悪いものに思えるかもしれないが、実は幸運な現実なのである」と捉えて、そして“狼が

やってきた!!!”と恐れるのではなく、そこから海外の優れたものを学び取ろうと唱えています。また、杉杉集

団総裁「サメと一緒に泳げば成長も早い」という言葉を受け、「“国内市場が国際化したのではなく、国際市場

が国内化した”新しい状況の中で、我々は顔を上げライバルに拍手を送り、その後、頭を下げ黙々と拡大に励

まなければならない」としています。

今回は、彼らの捉えた中国における海外ブランドの概況と、成功例として挙げた 7 つのブランド

（Bestseller、H＆M、Hush Puppies、MUNSINGWEAR、E. LAND、Pierre Cardin、KAPPA）の中

からその筆頭に紹介され、現在中国のレディースカジュアルウエア市場で知名度、実力ともにトップクラスに

あるVERO MODA、ONLYを擁するBestseller についての考察を紹介します。

注：今回の記事に関しては、読者にわかり易いように若干の意訳、追加、削除などを行っている。

『CHINA APPAREL 中国制衣』
http://www.chinaapparel.com.cn/
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Mont Blanc など一連のラグジュアリーブランドが
中国に“金を掘りに”やって来た。この時期はす
べてのブランドが日本、韓国、タイ、シンガポー
ルなどの商社、代理商を通じて参入した。これは、
彼らが既に“ブランド”というものとその運営方
法を理解しており、かつ、中国文化と中国マーケ
ットをより理解していたからである。その後、中
国経済の発展に伴い、国内の国際的ラグジュアリ
ーブランドへの需要が高まったことで、これらの
企業は中間業者を間に入れることをやめ、直接中
国進出する道を選ぶようになった。例えば、
Ermenegildo Zegna は 2004 年に代理商契約を解消
し、中国に公司を設立。従業員の養成、目的と計
画性のある直営店の開店、積極的な市場開拓を開

始した。Louis Vuitton も同様に代理商契約を解消、
自ら直接経営を行い明確なブランド展開を行うこ
とで、消費者に対してより多くの商品体験の機会
を与えた。
90 年代末から 2000 年の初めにかけ、第 3群が中

国マーケットに進出してきた。大衆向けの“快速
時尚”Fast Fashion（ファストファッション）ブラ
ンドである。その代表的なものが ESPRIT だ。ア
メリカ発のブランドは中国の若者の間に非常に急
速に広まったが、中国国内のオリジナルブランド
の新興と消費者の個性化が進む中で次第にその影
響力は弱くなっている。また、この 2 年ほどでス
ペインのMANGO、ZARA、スウェーデンのH&M、
などの Fast Fashion と“平価豪奢”Masstige ブラ

ンド 1が参入した。ZARA の中国における戦略は非
常に明確であり、2010 年までには国内に 100 店舗
開店させるとしている。
最も早く中国に進出した第一群が既に勢いを失

くしており、今後拡大の余地は十分にあるが、そ
の対象となるのはあくまでもごく一部の消費者で
あるのが第 2 群のラグジュアリーブランドである
とすれば、第 3 群のブランドは中国国内のアパレ
ルブランドにとって非常に大きな影響を与えるも
のであると言える。ZARA、MANGO、H&M以外
にも日本最大の大衆ブランド、ユニクロ優衣庫、
無印良品が既に中国に進出してきている。アメリ
カのGUESS が中国での戦略を全面的に展開し始め

ようとしており、GAP も間もなく中国市場に参入
する。第 3 群のブランドは価格帯も国内ブランド
に近い一方、成熟したブランド運営の経験、世界
統一同時展開の商品企画、そして十分な資金力を
有しており、これらのブランドが現在成長過程に
ある国内のレディース、カジュアルブランドにと
って、非常に強大な圧力になる。こうした海外ブ
ランドのブランド市場に占める売上は全体の 15 ％
に満たず、そのプレッシャーはオリンピック以前
（2008 年）にはそれほど顕著ではないかもしれない。
しかし、2010 年には海外ブランドが大量に中国に
進出することが予想され、中国アパレルマーケッ
トに格段の変化が生じることになるであろう。

↑
↑

上海の最高級ショッピングモールPLAZA66。左は 2004 年 7月に撮影したもの。当時、Louis Vuitton のショップの全面リニューアル中であった。
右が現在の様子。

1 ： 「マス（大衆）」と「プレステージ」を組み合わせた造語。「マス」と「プレステージの中間」の市場でうまみの位置をしめる商品。通常の商品よ
り高価だが、超高級品や従来型のラグジュアリーに比べるとかなり低価格。

インターナショナルアパレルブランド在中国経営啓示録
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日本ブランドの啓示

日本はアジアファッションの先駆者である。60
～ 70 年代にはインターナショナルブランドが日本
の商社やアパレル卸を介したブランド提携を中心
に日本に大量に進出、70 ～ 80 年代には日本市場に
おける売上の拡大が日本ブランドに大きな打撃を
与えた。しかし、日本のドメスティックブランド
はここから様々なことを学び、海外ブランドが持
ち得ない優勢さをもって、自らの“失われた地”
を奪回したのだ。自国の消費者の嗜好の更なる理
解、消費者を満足させるスピード、経営方法の臨
機応変さ、デザインの独自性、こうしたことによ
って日本ブランドは市場で自らの居場所を見つけ
たのである。
日本、シンガポール、韓国を研究するとこれら

の国は早い時期に参入してきた国際的なラグジュ
アリーブランド以外にも、イタリア、フランス、
アメリカなどの 2級、3級ブランドは中国に比べて
はるかに多い。ヨーロッパの多くの 2 級、3 級ブ
ランドはトップラグジュアリーブランドに比べ、
知名度は高くはないが、その個性的なデザインと
独特のスタイルで消費者を魅了している。一方、
その価格は決して安くはなく、知名度のあるブラ
ンドと変わらないものもあるが、個性的な消費を
追求する成熟した社会においては、人々はよりク
リエーティブ性の高いデザインを求める。しかし、
現在の中国においては人々のブランド消費はまだ
まだブランドを通して自分の社会的地位を表現す
るという段階に留まっている。このような消費者
心理が、平均収入の上昇に伴い自然に変化し、よ

り個性を重んじる選択をするようになっていくであ
ろう。こうした変化は中国マーケットへの進出を躊
躇っている 2級、3級ブランドが中国へ進出するこ
とを後押しする要因にもなるのだ。
また日本の人口は 1 億 3 千万人に過ぎないが、

ユニクロは最高で年間 170 億人民元の売上を上げ
た。中国は 13 億の人口を擁するが、年間 40 億人
民元以上の売上のあるブランド企業は 1 社として
ない。また、ヨーロッパでは年間売上 40 億企業と
いうと、中型企業に過ぎず、決してグローバルな
販売展開している企業とは言えない。こうしたこ
とを考えただけでも、中国マーケットはまだまだ
大きな可能性を秘めていると言えるだろう。

群雄割拠、“三足鼎立 2”

現在、米日韓などのブランドが中国市場で競い
合っている。その中でも、中国に進出したアメリ
カブランドはそれ程多くなく、その勢力は一番弱
いと言える。POLO などの一部のブランドが中国
に進出してある程度の時間が経ったが、あくまで
も小規模経営に留まっている。彼らは海外におい
ては大型の大衆ブランドであるが、中国において
は高級ブランドになってしまっている。このこと
は、彼らが市場を切り開けない原因の 1 つである。
また、CK（Calvin Klein）や Ralph Lauren も中国
市場開拓に全力を注いでいるが、なかなか苦しい
立場にある。Levi’s を除いて、我々はアメリカブラ
ンドの顕著な台頭を見ることはいまだできないで
いる。
一方で、一世を風靡した韓流の勢いは徐々に衰

南京西路のPlAZA66 と同じ並びにある ESPRIT と ZARAの路面店

2 ： 中国の銅器、鼎（かなえ）は３本足で立っていることから、３つの勢力が並び立つことを意味する。
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えてきている。韓国アパレルの歴史は中国では非
常に短い。また、ある種独特のスタイルを持って
はいるが、“模倣”したという印象を受けるのは中
国ブランドと変わらず、“濃い化粧の下にその自信
の無さを隠している”のである。
第三の勢力は、その力を温存して中国市場の様

子を見守っている。それは、日本ブランドだ。日
本でトップ 10 位に入るアパレル企業のほとんどが
既に中国に進出しており、彼らは主に華東地区で
展開している。とりわけ上海での発展の速度は非
常に速く、これらのブランドが入店している売場
では常に売上 10 位以内に入っている。華東地区を
基盤にして、日本ブランド勢力は全国に拡大して
いるが、この過程で彼らは南と北の差異を確実に
学ぶことになり、商品の中国マーケットへの適応
性を更に強めるだろう。2008 年以降、日本ブラン
ドはその拡大速度を増していくことが予想される。

最近オープンした南京西路の LACOSTE 路面店。中国でもそのイメー
ジをスポーツブランドからファッションブランドへと変えつつある。

一時、マーケットの大部分を占めていたが、最近は ZARA、H&M など
におされ気味な bossini などの香港系ブランドは、スポーツカジュアル
ラインだけでなく、新たにアッパークラス向けの高級ラインを出すとこ
ろが増えているようだ。

2006 年１月、無印良品の中国第一号店開店当時の様子。
アパレルの販売もスタートし、今後の展開に関心が持たれ
ている。

成功例ブランド Bestseller

1975 年デンマークにて設立。傘下に VERO
MODE、ONLY、VILA、Object、JACK &
JONES、selected、tdk、PIECES、EXIT、
Name It/Newborn、PH Industries、Phink
industries といったブランドを擁し、世界 27
カ国に 1,600 余りの直営店を持つ。29 カ国に
12,000 人の社員を抱え、7,000 余りの代理店が
ブランドショップを運営する。1996 年に中国
進出。ONLY、 JACK & JONES と VERO
MODA の 3 ブランドが非常に速い速度で拡大
をしている。現在 400 店舗以上の直営店と 300
以上の代理店を展開。
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規範的なルートの建設

Bestseller は、中国では直営店と代理商経由とい
う 2 つの方法で展開を行っている。直営店では会
社が自ら巨額の資金を投じて、多くの地区に対し
て遠隔管理を行っている。しかし、こうした地方
のスタッフにとって、会社の仕事を自分のことと
して行うのは簡単ではない。一方、代理商はその
反対で、自らの資金を投じているので、マーケット
からそれなりの見返りを得られることを期待し経
営に励むことになる。Bestseller はこの点を見て、
2 級、3 級都市に関しては代理商に経営を託すこと
にしたのである。
Bestseller は中国で非常に明確で強力なルート作

りを行った。もちろんこれは、既に他の国々で長
年の経験を重ねたことによって得たノウハウを持
っているからでもある。彼らは、中国市場に参入
した際に、中国支社によってどの都市に店舗を開
くべきか、また、どの都市には開く必要がないか、
更に、どの重要都市には直営店を開いたら良いか
を確定した。同時に最も適した代理商を探すこと
に努めた。代理商に対しては、外国語が分かり、
同時に 4 年制大学卒業以上の学歴があり、実際に
代理商としての経営経験があることを大前提とし
た。特に最初の 2 つに関しては必須としている。
それは、外国語が分かって初めて本社とのコミュニ
ケーションが可能となり、高学歴であれば、企業
の方針に対してのより深い理解が可能になるから
だ。
代理商を選択する上で、企業はもう 1 つ注意し

なければならないことがある。代理商の中には非
常に能力が高いところがある。彼らは主に 2 級都
市に多いのだが、こうした代理商はブランド側に
対して立場が強くなり、価格協議の際のブランド
側の発言権が弱くなってしまう。当初、Bestseller
は傘下のブランドの 1 つを彼らが取り扱えば、他
のブランドをその市場に持ち込む際には、優先的
に同じ代理商に取り扱うようにさせていた。しか
し、先のような問題が発生した後、会社側は戦略
の修正を行った。ある代理商がいくつかの市場を
占めた場合には、その土地に新しいブランドを持
ち込む際には、異なる代理商にその代理権を渡す
ことにしたのだ。
もちろんBestseller も非常に難しい時期を経験し

てきた。初期の段階では、売上が伸びずに売り場
から排除されたこともある。ただ、Bestseller は自
分たちが参入したい売り場を非常に明確化してい

たので、何処でも良いから売り場から誘いがあれ
ばとにかくすぐそこに入る、ということはしてこ
なかった。たとえば、北京であれば賽特、華聯、
SOGO、パークソンなどに、次に翠微大厦、華懋商
厦などに店舗を開いた。アパレルの小売を経験し
た人なら誰もが知っていることであるが、良い売
り場（高級百貨店や上海、北京のメインストリー
トの路面店）に店舗があるブランドは、その他の
売り場にとっても非常に魅力的なブランドになる
のだ。こうしたことで、地域の売り場側と商談を
する際、主導的な立場に立てるのだ。Bestseller 中
国本社の責任者は、代理商と現地の売り場との話
合いが困難になった場合は、必ず自ら商談に出向
き彼らを助けている。Bestseller は代理商とのいく
つかの問題を経験し、現在は各代理商を通し、各
地で非常に良好な販売ルートを築いているのだ。

絶え間ない新たな魅力の提示

中国進出当初、Bestseller は ONLY と VERO
MODA の 2 つのレディースブランドを同じ店内で
販売することからスタートした。そして、しばら
くの間、どのような商品が中国消費者に受けるの
かという現場での中国市場調査を行った。その結果、
ヨーロッパでは VERO MODAの方が人気があった
が、中国では ONLY の方が消費者に人気が高いこ
とが分かった。そこで、最終的にBestseller は中国
で ONLY を正式に展開するという最終結論を出し
たのである。実際、この判断は正しく、ONLY は
瞬く間に人気が上がった。しかし、どんなブラン
ドでも、その歴史の中で、成長、成熟、安定、衰
退期というものが必ずある。安定した売上の上昇
が数年にわたって続いたとき、もしくは、以前の
ような成長が見られなくなった時には、企業はブ
ランドの安定期に入ったとして、次の新しい成長
を考えなければならない。Bestseller は ONLY が安
定期に入った後、タイミング良く VERO MODAを、
更にメンズブランドである JACK & JONES を中国
マーケットに導入した。そのことでこの 3 つのブ
ランドは瞬時に中国マーケットに広まったのであ
る。
ヨーロッパにおいて ONLY は 14 ～ 24 歳の女性

を、VERO MODA は 24 ～ 40 歳の女性をターゲッ
トにしたブランドであった。しかし、VERO
MODA が中国に進出する際、中国マーケットに合
わせ、よりファッショナブルで若いスタイルのも
のを選んで持ち込んだ。更に、より収入の高い成
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熟した女性たちに向けて魅力あるブランドにする
ために、07 年にはシルクや麻素材の商品を取り入
れた。こうしてBestseller は、中国の消費者に対し
より多くの選択肢を与え、ブランドに対する新た
な魅力を加えたのである。
一方、メンズにおいてはヨーロッパで展開して

いる selected と tdk という 2 つのブランドを中国
では JACK & JONES という 1 ブランド名で販売し
ている。この 2年間の販売実績は、selected の売上
が非常に大きくなっているので、Bestseller は
JACK & JONEから selected を新ブランドとして独
立させることを考えている。これも、まさに、消
費者への新たな魅力の提示である。

日本ブランドに対する見方

概況部分で、『CHINA APPAREL』は日本ブラン
ドに対する好意とも期待ともいえるコメントをし
ているが、一方で、「中国市場でのポジションを見
誤った」一例としてユニクロを例に挙げているの
で簡単にご紹介する。

“中国市場でのポジションを見誤ったユニクロ”

ご存じの通りユニクロは 2001 年に中国に進出
し、現在上海に 8 店舗、杭州に 1 店舗を持つ。
2006 年秋に北京に進出したが 1 年後には西単商場
と新東安市場の 2 店舗が相次いで閉店した。現地
の責任者は北京撤退の理由の 1 つについて、「実際
に売上が良くなかった、“水土不服”（その土地に
馴染まないの意）であった」としている。そして、

現在店舗戦略を調整しており、08 年秋には再び北
京に店舗をオープンさせる可能性を示唆している。
日本においてユニクロは非常に普及率が高く、

その店舗は消費者の“お隣”にあり、徹底的に日
本のカジュアルウエアのマーケットを変えたブラ
ンドであると言ってよい。彼らは中国進出に当た
り、日本で起こった出来事が中国でも起きること
を希望した。つまり、中国においても高い普及率
を目指したのである。中国の中産階級の消費者す
べてが知っているカジュアルブランドになり、周
りが驚くべき快進撃を遂げることを望んだのであ
る。しかし、彼らは日本と中国という 2 つの国の
“中産階級”の概念の違いを見落としていた。
日本は相対的に見て非常に格差の少ない国家で

あり、90 ％の人が中流であるという意識を持って
いる。そして、これらの中流意識を持つ人たちに
は一定の平均した購買能力があるのだ。しかし、
中国において日本と同じような普及率を求めるな
ら、商品の価格帯を相当引き下げなければならな
い。半分以上の原料を輸入し、外国企業に課せら
れた高い関税を考えると、価格を引き下げること
は不可能であろう。
日本に留学経験のある消費者は「私個人はこの

ブランドが好きです。一番の理由は、安いから。そし
て、デザインがシンプルだから。しかし日本では
明らかに低価格戦略を取っていたのに、中国に来
たら中高級レベルの服になってしまった。日本では
安いからユニクロの服を着ていたけど、中国では
ユニクロの何に対して人々が惹かれるのだろう？」

南京西路の中心にある３ブランド連結ショップ
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先日、日本そして中国を含むアジアのいくつか
の国の日系百貨店で仕事をされ、現在は中国の百
貨店経営に携わる方と話す機会があったが、日本
人として日本ブランドの中国における現状を非常
に歯がゆく感じているようであった。「日本の商品
は韓国や台湾ブランドに比べて、デザイン的にも
品質的にも圧倒的に優れている。中国の女性たち

は日系ファッション誌を見て、そのことをきちん
と理解している。それなのに中国で日系ブランド
はうまくやれていない」。日本ブランドの現状は、
『CHINA APPAREL』が見ているような“力を温存
して様子をうかがっている”状態なのか、それと
も打開策を見つけられずに戸惑っている状態なの
だろうか？

上海浦東の大型ショッピングモール正大広場のUNIQLO ショップ。今後はどのようなイメージ戦略で中国の消費者の心をつかむかがポイントに
なるであろう。

海外動向


