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陳：当社の周董事長（社長）から皆さんのことは
伺っています。

佐々木：ありがとうございます。七匹狼の周社長
ともアジアファッション連合会でお会いしました。
その時から一度福建省に伺いたいと思っていまし

たが、機会がありませんでした。今日ようやくこ
こに来ることができました。ぜひ、いろいろと教
えていただきたいと思っています。
七匹狼は、最も早く日本人デザイナーを採用し

た中国アパレル企業でもあり、この機会に、七匹
狼を日本に紹介したいと思っていますので、企業
概要のご説明をお願いいたします。

陳：まず簡単に七匹狼公司についてご説明しま
しょう。現在ご覧の晋江工場は七匹狼公司発祥の
地です。現在の従業員数は 3,000 人近くで、本部は
厦門（アモイ）にあります。この晋江の公司はグ
ループ最大の会社です。本部スタッフは約 600 人
です。この晋江公司は基本的に生産を受け持って
おり、主としてブルゾン・ジャケットとパンツを
生産しています。しかし当工場で生産される製品
は七匹狼公司の製品の 1割にしか過ぎません。9割
の製品は協力メーカーが生産しています。
この晋江工場では、デザインや素材、副資材の

調達も担当しています。製品開発の総合部門は厦
門の本部にあります。マーケティングは、本部に
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マーケティングセンター部があります。
七匹狼公司の主力製品はメンズで、カジュアル

ウエアからビジネススーツまで扱っています。そ
のほかにレディース、子供服、ジーンズも扱って
います。
また、我々は現在中国全土に 3,000 店舗を持って

いて、中国の一級都市（北京、上海、広州等の超
大都市）・二級都市（各省の省都クラスの地方都

市）・三級都市（それより規模の小さい都市）のい
ずれにも店舗を持っています。
また当社には SEPTWOLVES という部門があり

ます。これはフランスのデザイナーと協力してい
る部門で、デザインはすべてフランスのデザイ
ナーが担当し、約半分は輸入素材を使用し、中国
で生産・販売を行っているブランドです。比較的
高級なブランドといえます。

↑
↑

佐々木：七匹狼公司には、いくつブランドがあり
ますか？

陳：まず「七匹狼」もブランドの一つですが、ほ
かに独立のブランドとしてレディースの「七匹狼
SWLADIES」、また「七匹狼KIDS」「七匹狼デニム」
「SEPTWOLVES」がありますので、全部で 5 つの
ブランドがあることになります。その他はライセ
ンスです。
そのほかにたくさんのブランドデザインに資本

参加しており、「与狼共舞」（Dance with Wolves）
は我々の関連会社です。我々が南京に開いた店舗
は 2,500 ㎡あります。

佐々木：それは最大の店舗ですか？

陳：そうです。現在我々は多くの都市に大型店舗
を展開しており、今年は 40 店舗開設しました。ま
た三級都市に小型店舗も開設しており、100 ㎡、
200 ㎡、300 ㎡、500 ㎡、1,000 ㎡などの店舗があり

ます。レディースは主としてキャリアスーツです。

佐々木：日本に店舗を開設するつもりはありませ
んか？

陳：我々としては、ここ数年は中国で発展を図る
ことを考えており、会社内部も改善を行っていま
す。しかし、やがては国際的ブランドにまで成長
させたいと考えています。今年我々は ERP1システ
ムの導入を決定しました。我々としてはまず、会
社の内部体制を整えた上で、日本・東南アジア・
欧州などに順次進出していきたいと考えています。
将来はきっとそうなるだろうと思います。

佐々木：貴社の販売額は現時点で大体どれくらい
なのですか？

陳：七匹狼公司のアパレル部門は 2007 年度で 22
億元、2008 年でおよそ 30 億元です。その他のライ
センス会社等を含めると、繊維関係は年間に 50 ～

1 ： ERP：統合的企業資源管理システム
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60 億元です。

佐々木：貴社は中国第何位の会社なのでしょう？

陳：ブランド全体としては、カジュアルウエアで
トップ数社に入ります。それぞれの分野でさまざ
まな数字があるので、当社が全体として何位かと
言うことは難しく、トップ数社に入るということ
は言えます。当社は専門メーカーという位置づけ
です。アメリカ向け輸出では主としてカジュアル
ウエアを扱っており、ある程度のステータスの商
品を提供するメーカーという位置づけです。

海外のノウハウを積極的に導入し、国際ブランド
を目指す

陳：「七匹狼」自体も今年から日本チームとの協
力関係を始めました。チーム内には MD、チーフ
デザイナー、パタンナー、そしてディスプレー担
当が含まれています。

佐々木：何人くらいのチームなのですか。

陳：大体 5 名のチームです。また若者向けのデニ
ム製品シリーズは香港のデザイナーにお願いして
います。ですから、当社はフランス・日本・香港
と中国の大陸が一緒に協力し合って、「七匹狼」の
世界を開拓しているわけです。
香港のデザイナーはかなりキャリアのある方で、

もう 4、5 年になります。フランスのデザイナーと
の協力ももう 4、5 年続いています。七匹狼社のア
パレルの概況はこんなところです。
七匹狼ブランドは現在中国で著名商標となって

いるので、他に別会社を作ってブランドライセン
スビジネスをしているものもあります。別会社が
運営しているスポーツウエア専門の SWSPORTS な
どです。その他には、インナーウエア、靴下の
メーカーもあります。ブランドライセンスと言っ
ても、当社も一定の資本参加をするという形で関
与しています。

佐々木：現在基礎作りを行っているということで
すが、2006 年に「中国のラルフ・ローレンを目指
す」として単品メーカーからトータル化、ライフ
スタイルブランド化を打ち出されていますね。国
際的ブランドメーカーの水準に到達するために、
どのような計画・戦略をお持ちでしょうか？

陳：現在は年商 30 億元前後ですが、将来これを
100 億元程度にしたいと考えており、これは実現
可能だと思います。中国独自の国際的競争力のあ
るブランドを作り上げたいと考えており、中国国
内だけで満足しているわけではありません。です
から我々の改善取り組みはすべてその方向を目指
しており、デザイン・管理・システム化・工場運
営の各方面が含まれます。基本的に我々が会社の
位置づけを国際競争力のある会社、国際競争力の
あるブランドにしたいと考えているからです。

エリアマーケティングの成否が極めて重要なポイント

佐々木：現在の 3,000 店舗の中で、直営店と代理商
経由の卸ビジネスの比率はどれくらいなのですか？

陳：現在直営店の比率は比較的低く、1割以下です。
しかし計画では 3年から 5年の内に全体の 3割程度
まで増やしたいと考えています。中国における成長
のプロセスから言うと、代理商制度を利用すること
によって、取り扱い店舗数を速やかに増やし、一定
の程度まで規模を拡大することができます。

佐々木：確かに代理商ビジネスは完全買取なので
メーカーとしては計画生産が可能になることも含
めてメリットは大きいですね。ただ、将来的に商
品の見せ方、店頭プロモーション、顧客管理まで
含めたブランドビジネスを本格的に展開するには、
直営店展開の比率を高める必要がありますね。

陳：そうですね。代理商ルートはメーカーとして
のリスクが小さい反面、その後の管理が複雑にな
ります。ブランド戦略の徹底が難しくなるきらい
があります。管理を効率化・一元化しようとする
ならば、直営店の比率を高める必要があります。
「七匹狼」は今年で 19 年目になり、中国としては
キャリアのあるブランドに入ります。

佐々木：日本の大手アパレルは高いコストをかけ
て中国に直接進出していますが、日本企業にとっ
ても代理商方式は合理的なビジネスモデルなので
もう少し活用すべきだと思うのですが…。今更な
がら日々感じるのですが、中国というのは多様性
に満ち満ちた社会です。例えば大連の人に言わせ
ると、「上海に行くと疲れる。上海人とのコミュニ
ケーションは難しい。日本に来るとホッとする」
（笑い）。逆に上海人も大連や北京や福建の人にそ
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んな思いを抱いている。多分福建の人も「上海人
との付き合いは難しい」なんて言っているのでは
ないですか。

陳：我々経営者は海外のいろんな国の方とお付き
合いしていますから、あまり気になりませんが、
確かに上海出張から戻った社員が「上海人とのコ
ミュニケーションは難しい」と時折り言っていま
す（笑い）。

佐々木：それぞれの土地柄があり、文字は同じでも
地域ごとに言語は大きく違う。市場として見ても決
して 1つではなく、ものすごく多様性がある。だか
ら、この広い国で自社のポジショニングをどう見極
めるかが、事業の成否の鍵になりますね。特にエリ
アマーケティングをこれほど要求されるところは他
にないでしょう。そういった意味でも各エリアに精
通した代理商起用を選択肢として持たずに、日系ア
パレルが情報不足の中で独資により直接進出してい
くのは相当無理な気がしています。
ところで日本のアパレル産業の歴史はかなり古

く、最大規模のアパレル企業は年商 200 億元に達
します。しかし規模が大きくても、現在はほぼ停
滞状態にあります。一方中国のアパレル業界は現
在成長の途上にあります。だからこそ私たちは中
国のアパレル産業の次なる発展のために何かでき
ないかと考えているわけです。

陳：日本製品は中国製品と比べた場合、サイズは
いうに及ばず、かなり近い部分があります。それ
ゆえに、フランスの有名ブランド等は中国で一定
の市場は持っているものの、決して大きな市場を
占めていません。しかし「ユニクロ」は、価格も
比較的安く、受け入れられやすいといえます。品
質がある程度安定し、価格もそれほど高くない。
私は、こういった日本ブランドが中国市場で幅広
く受け入れられるのに適していると考えます。「無
印良品」も良いブランドです。というのは自分の
ブランドの個性を持っており、価格も受け入れや
すい水準であるからです。一方、「フランフラン」
等はデザイン性の高いブランドであり、このよう
なブランドが中国市場に参入するのは地域を限定
しなければならないと思います。

直営工場だけでなく、優良な専門メーカーとの連携

佐々木：先ほど協力工場の生産が 9 割を占めると

おっしゃいましたが、それらの工場についてどの
ように管理をしているのですか？

陳：管理は大変複雑です。当社のサプライヤーは
約 100 社あり、一部は伝統のある会社です。とい
うのは「七匹狼」というこのブランドは、中国で
は一定の信頼を既に獲得しており、クオリティの
高い工場で生産する必要があるからです。たとえ
ば、香港 TAL 社は、国際的にも優秀なシャツメー
カーです。我々のブランドにはグレードの異なる
製品があり、比較的安価なもの、中級グレードの
もの、そして高級なものがあります。当社の高級
品は彼らと協力しています。国際的にも高級品で
す。彼らは中国では「七匹狼」とだけ協力関係を
持っています。
つまり我々は徐々に国際的に著名なメーカーと

連携・協力することを進めています。欧州向け製
品を製造している工場との提携です。アメリカの
シャツの 5 枚に 1 枚は TAL 製品です。彼らはたく
さんの工場を持っており、たとえば当社のアパレ
ル製品の一部はマレーシアから輸入しています。
これらの国際的ブランドと協力関係にあるメー
カーと我々が協力することは、わが社の品質向上
にも役立ちます。

佐々木：七匹狼の平均賃金はいくらくらいです
か？

陳：現在の月額給与は平均 1,500 ～ 1,600 元くらい
です。

佐々木：以前に比べだいぶ上がったのでしょう？
上海地区では、11 月初の情報ですが労務費が平均
して 10 ％上がり、これまで還付されていた税金が
10 ％戻ってこなくなったこともあって、上海地区
の特に輸出向けの縫製工場のコストが 3 ～ 4 割上
がって採算割れの企業も少なくなく、また、秋口
から輸出向けの受注が 2 割落ちているなど極めて
厳しいようですが。

陳：数年前は 1,200 ～ 1,300 元くらいでしたが、毎
年上がっています。特に輸出権を持つ会社にとっ
てはかなり影響が大きいと思われますが、我々の
ような国内市場向けの会社にとっては、一定の影
響はあるものの、それほど大きくはありません。

中国メンズアパレルの雄「七匹狼」発祥の地福建省にて中国ボリュームゾーン市場の可能性を考える



新春対談

繊維トレンド　2009年 1･2月号8

佐々木：日本でも以前はアパレル企業が多くの協
力縫製工場を抱えていました。しかし、閑散期に工
場スペースを維持することが負担になり、商社に生
産委託を行うようになって、直接縫製工場を管理す
ることを止めました。七匹狼は、今後とも直営工場
を維持することが必要と考えていますか？

陳：この工場はブルゾン・ジャケットとパンツ専
門であり、直営の管理を維持したいと考えていま
す。というのは中国にある自社工場はコストその
他でやはり一定の長所があり、賃金水準や労働力
の問題は一時的な問題に過ぎません。しかし他の
分野、例えばシャツやスーツについては、専門
メーカーとの連携を考えます。言い換えますと、
当社の工場であっても専門的水準に達していない
工場は、社内で淘汰される可能性があります。つ
まり当社の工場は、アイテム特性、技術特性、コ
スト構造でそれぞれ独立した工場にならなければ
いけないと考えています。
本社の指示で生産するものだけでなく、工場が独

自に注文を受けているものもあります。現在、生産
の 8割は七匹狼公司の製品ですが、残りの 2割は他
社からの注文です。
先程、工場をご覧いただきましたが、どう感じ

られましたか？

佐々木：工場のライン設計も含めて、改善すべき点
がたくさんあります。現状の工場は、縫製工場とし
て一般的なレベルとしか言えません。しかし、貴社
として、この工場のレベルをより一層向上させ、他
社の注文を増やしたいのか。それとも現在の状態を
維持して、一般的な工場としてやっていけばよいと
考えていらっしゃるのでしょうか。私の考えでは、
将来的には七匹狼社が、事業のコアコンピタンスと
して縫製業つまり工場に重点を置くより、企画、ブ
ランド投資、店舗運営に重点を置くほうが良いので
はないかと考えます。というのは、縫製工場は社外
にも多くあるからです。既存の自社工場の稼働に重
点を置くよりは、「七匹狼」というブランドのイ
メージアップに事業投資の力点をシフトしていくほ
うが得策ではないでしょうか？

素材開発の協力関係から始めることが重要

陳：私もそう思います。実は当社の得意とすると
ころはブランド運営戦略であり、工場が我々の最
大の長所というわけではありません。そのブラン

ド運営の面で、どのあたりで日本と協力が可能で
しょうか？　この晋江の会社は、商品企画から生
産まで責任を持って運営しています。

佐々木：一つは素材、一つはパターン製作です。
この二つに加えて、マーチャンダイジング面その
他の要素をもう少しレベルアップすれば、世界的
ブランドになることが可能だと思います。

陳：実は我々も日本のチームと協力を始めました
が、その理由は、パタンナーが含まれていたから
です。

佐々木：東レのことを聞いたことがあるでしょ
う？　東レは合成繊維の糸やテキスタイルを生産
しています。もちろん日本には合繊以外にも、綿、
ウールのテキスタイルメーカーがたくさんありま
す。日本国内に七匹狼向けの素材開発チームを作
ることは可能です。また、東レを含めて日系メー
カーが持っている中国工場があります。企画力の
ある日本のテキスタイルメーカーと協力して、独
自の素材開発を行うことで、「七匹狼」とその他の
国内ブランドあるいは海外ブランドとの差別化を
図ることができるでしょう。

陳：私たちも素材の開発は大変重視しています。
企画の予算もまず素材開発を優先しています。日
本チームのデザイナーも我々に対し、素材の開発
から始めるべきだと言いました。彼らは私たちに、
どのような素材が中国の市場に適しているか教え
てくれていると思います。また、素材開発からス
タートすることは、連携の形としては理想的で効
率的なことだと思います。日本のデザイナーと協
力するメリットは、彼らが中国市場に適した素材
の情報を提供してくれることです。クオリティも
保障されますし、コスト的にも節約できます。

佐々木：「七匹狼」ブランドだけでも、店舗数か
ら見て少なく見積っても一型 150,000 着は作るで
しょうから、例えばジャケット用にたった 1 マー
ク決まっても一型 7,500 反くらいにはなるでしょ
う。それを「20 型お願いします」なんていう発注
単位になるから、中国のマーケットスケールは日
本国内と比べてとてつもなく大きいですね。とこ
ろで「七匹狼」の高級紳士ブランドのスーツの値
段はどれくらいですか？
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陳： 6,000 元～ 10,000 元程度です。安いものは
1,500 ～ 2,000 元くらいです。比較的安いラインは
競争力があります。中国の消費者価格はやや高す
ぎると思います。我々の真のマーケットは中の上
といったクラスです。世界的な高級ブランドの中
国における上代価格は外国よりも高いのです。
当社の製品の位置づけとしては 2つあり、1つが

中の上、もう 1 つが中の下、この 2 つの価格帯が
あります。「七匹狼」がなぜ中国でよく知られたブ
ランドになることができたかというと、一般庶民
にとって、経済的に負担可能な範囲で、ステータ
スの高い商品を身につけることができるというこ
とにあります。例えば当社の 400 元のシャツは、
七匹狼としては比較的高い価格のものですが、同
じ品質の BOSS またはその他のブランドでは 800
元前後します。相対的に言えば、中国人にとって、
七匹狼は安くて良い品物であると言えるのです。

佐々木：私も中国の価格帯は日本より高いと感じ
ています。日本では紳士スーツはとても安く販売
されています。イタリア製生地を使ったスーツで
も 2,000 元くらいです。同じようなそのシャツは、
日本では 400 元では売れず、それより安くしなけ
れば買う人はいないでしょう。ですから、中国の
ビジネスの方が利益を確保しやすいとも言えます
ね。現在の中国企業は日本企業と協力する必要は
あまりないかもしれませんが、将来更に高級なア
パレル製品を作りたい、欧州の国際的ブランドと
同じような製品を作りたい、そういった素材を開
発したいとなった時に、素材メーカー、人材、企
画開発ノウハウ等日本には協力可能な優れたもの
がたくさんあります。
また、この工場がもし更に厳しいコストダウン

をしたいという判断をすれば、これについても日
本が協力できる可能性はあります。しかし、現時
点ではまだその必要はないと思います。
次に七匹狼社のターゲット戦略のポイントを教

えて下さい。

陳：中国にとって最も重要なのは二級都市・三級
都市であり、これは大きなマーケットです。北京
のアパレル等が狙っているトップクラスの富裕層
マーケットはもちろん重要ですが、最大のマー
ケットは中間層であり、このゾーンでは我々のブ
ランドは大変競争力があります。ぜいたく品は、
一般的に欧州を中心とした国際的なブランドの方

が強いです。現段階で、即彼らと競合する気はあ
りません。

佐々木：確かに北京や上海を始めとした一級都市
は百貨店含めて既にオーバーストア化しており、
競争は厳しく賃料も高いし人件費も高いので、競
争に打ち勝って利益を上げるのはなかなか大変で
す。その意味で貴社のように二級都市、三級都市
をターゲットとするのは合理的な戦略判断です。
一方日系アパレルは上海や北京など一級都市を主
力進出先としていることが多く、価格帯と客の
ニーズがずれていることもあって業績的に苦戦し
ています。
貴社の「地方を押さえて都市を攻める」「ボ

リュームゾーンを押さえてから上の価格ゾーンを
攻める」という独自の戦略は、高級品からスター
トしてセカンドラインを作るという一般的な
ファッション・マーケティング戦略とは全く逆で
すね。まるで毛沢東の革命戦略にならって「農村
から都市を包囲していく」を実践しているみたい
ですね（笑）。

陳：確かに戦略として地方都市を押さえて多店舗
展開し、ついで中心都市を目指す方向です。ただ、
将来的にこの戦略だけが正しいと言えないのは分
かっています。

佐々木：中国にはおおよそ 4,000 あまりの県、市が
あり、一部のブランド企業の店舗数はこの数字に
接近しつつありますね。つまり、今後、二級、三
級、四級都市の市場も競争の激化が予想されます
からね。

陳：それで、今、我々は上海から北京への新幹線
の停車駅で店舗展開することも計画中です。
そろそろ食事の時間です。この話の続きは食事

をしながらということにしましょう。今日は、い
ろいろと勉強になりました。ありがとうございま
した。

佐々木：こちらこそありがとうございます。貴社
が非常に堅実な経営戦略を採られていることに感
心しました。今後とも、日本と中国の企業が連携
し合うことで、互いのメリットが生まれるような
架け橋の役割をしていきたいと思います。周董事
長にもよろしくお伝えいただきたいと思います。

中国メンズアパレルの雄「七匹狼」発祥の地福建省にて中国ボリュームゾーン市場の可能性を考える
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佐々木（インタビューを終えて）：この後、会社
の敷地内にあるゲスト用ホテルで食事をしながら、
ビジネスの話が続いた。副総経理の陳志宜氏はと
ても論理的であり、真面目な方という印象を受け
た。
その後の話の中で、印象に残ったことは、「我々

はまだ基本的なことしかやっていません」という
発言だった。
七匹狼は、2008 年にオラクルの ERP を導入して

いる。科学的経営を目指すための第一歩である。
このことも彼らにとっては基本的なことと考えて
いるのかもしれない。
彼らは、ブランドイメージの構築、ライフスタ

イルストアの構築、シーズンMD の細分化、店舗
の VMD の進化等は、今後の課題であるという明
確な意識を持っており、現在の「七匹狼」はあく
まで中級の国内ブランドであると自ら位置づけて
いるのである。
中国市場は、基本的なことをするだけで、3,000

店舗展開を可能にするポテンシャル（市場の大き
さ）を持っている。ちなみにあれだけ日本中に店
舗を多く展開しているユニクロでも約 750 店であ
る。中国の消費経済指標の 1 つに社会消費品小売
総額があるが、2004 年の卸売・小売総額は 4.5 兆

元（飲食除く）で、3 年後の 2007 年には 7.5 兆元
（同）と 70 ％増加、更に 2008 年では 10 兆 8,000 億
元（同）の見通しである。10.8 兆元を 1 つの目安
として購買力平価で見ると、日本の 116.6 兆円
（IMF データ換算）に相当する。この数字からも、
現在の中国市場としての巨大さが理解できる。そ
の土台の上に立って、彼らは自らの強み・弱みを
客観的に理解し自社のポジショニングを戦略的に
設定して、次なる将来像を見極めつつ着実に布石
を打ちつつある。
中国アパレル産業も 2008 年後半以降、世界的な

不況の深刻化にともなって極めて厳しい様相を示
しているが、特に輸出専門の会社と加工貿易型の
会社への打撃は大きい。七匹狼のように内販中心
にエリア戦略、サプライチェーン管理に優れてい
る企業は比較的影響が少ないと見られる。七匹狼
は 2007 年に新株発行を通じて 5 億 8,500 万元の資
金を集めて 200 店舗の旗艦店、600 店舗の専販店
（オンリーショップ）の建設とともに販売チャネル
の全面的な整備にも投資して、さらに収益体質も
強化した。
この会社はまだ大きな成長の可能性を秘めている
と思わせる対談であった。


