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上海か？北京か？という選択肢だけでいいのか？

多くの日本企業は、中国市場進出の第一歩とし
て上海を選ぶ。上海は、国際的な大都市であり大
市場だ。国際的な一流ホテルに、世界の一流ブラ
ンド。スターバックス、マクドナルド、ケンタッ
キーフライドチキンの店。コンビニも多く、とて
も快適だ。日本人にとっても、違和感がなく、生
活しやすい街のように感じる。
上海の次に日本人が訪れるのは北京だ。上海の

風景に慣れたファッション業界の人間の目には、
堅苦しく野暮ったい街に見えるかもしれない。そ
れでも、中国の政府機関、業界団体、マスコミの
中心は北京であり、展示会等の情報発信という意
味では、北京の座は揺るがない。北京オリンピッ
クを契機に、街中に世界的な建築家のデザインが

あふれ、政治の中心というだけでなく、芸術文化
の中心というイメージも確立された。
日本人、あるいは日本企業にとって、中国市場

を考える時に「上海か？北京か？」の二者択一で
考えてはいないだろうか。あるいは、香港、その
背景の広州という選択肢もあるかもしれない。
中国アパレル企業の経営者は、北京、上海のよ

うな一級都市は競争が激しく、家賃や人件費も高
いので、利益を上げるのが困難だと言っている。
儲かるのは、二級、三級都市という声も多い。し
かし、日本企業にとって、最初の進出先として上
海、北京、広州ではない都市を選ぶケースは少な
い。何といっても、圧倒的に情報が少ないのだ。
もう 1 つ、日本アパレル企業にとって、理解し

づらいのが代理商という制度だ。CHIC（中国国際
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服装服飾博覧会）に集まる多くの来場者は代理商
を希望している。日本ブースでも「代理商になり
たいのですが」という問い合わせは多い。しかし、
日本人にとって「？？？」という状況なのだ。
中国の二級、三級都市の中産階級を主なター

ゲットとして、代理商の仕組みで急成長している
のが福建省のアパレル企業群である。今回はその
福建省のアパレルのビジネスモデルを紹介しなが
ら、日本企業の中国市場アプローチについて考え
てみたい。

北京アパレルと福建アパレルの違い

福建省は台湾の対岸に位置する。昔から台湾に
は多くの福建人（

びん

族
ぞく

）が移住しており、言葉も
台湾語と福建語は極めて近い（閏南語または客家
語とも呼ばれる）。つまり、台湾とは親戚同士の土
地柄である。 小平や李登輝などに代表される
「客家

ハ ッ カ

」でも有名である。
しかし、政治的な対立から、中国と台湾は自由

に行き来することができなくなった。それでも、
狭い台湾海峡は簡単に越えられる。親戚同士の物
資のやりとりでも、それは密輸ということになる。
日本でも「蛇頭」と呼ばれる福建省を拠点とす

る犯罪組織は有名であり、中国マフィアの代名詞
のように言われている。犯罪行為を正当化するつ
もりはないが、福建と台湾の歴史と関係性を考え
ると、また別の姿が見えてくる。
2008 年の中国全土の大学進学率は 23 ％に達した

が、北京などの中国北部に比べると、福建省など

の中国南部は進学率が低い。大学に進学するより
も、早く働いて、自立したいと考える人が多いの
だ。
そのせいか、北京アパレルが富裕層を対象とし

たステイタスのある高級ブランドを目指すのに対
し、福建アパレルは名より実を取ることを優先し
ている。北京が全国から選りすぐられた官僚が集
まる土地柄であるのに対し、福建が中央政府の影
響が少ない土地柄であったことも関係しているの
だろう。
2008 年 9 月に中国人デザイナーとして初めて

JFWに参加したメンズアパレル企業、「利郎（リー
ラン）」も福建省のアパレルであり、中国全土に
2,800 店舗を展開している。中国アパレル企業で日
本人デザイナーと初めて契約を交わした紳士アパ
レルの「七匹狼（チーピーラン）」は 3,000 店舗、
中国最大級のスポーツシューズとスポーツウエア
メーカーの「喬丹（チャオダン）」は 5,000 店舗を
展開しているが、いずれも福建省の企業である。
日本で店舗数が多い小売店は、しまむらの約

1,000 店舗、ユニクロの 750 店舗、紳士服の青山の
700 店舗である。どんなに中国が広くても、一級都
市だけの展開ではせいぜい 100 店舗が限度だろう。
やはり、1,000 単位のチェーンオペレーションを目
指すのであれば、一級都市ではなく、二級、三級
都市が重要になるはずだ。
喬丹は創立 10 周年の会社である。創業時の社員

は数十人。それが現在は 3,000 人の社員を抱え、店
舗もゼロから 5,000 店舗に成長したのである。

福建アパレル企業の発想とビジネスモデル

写真 1 喬丹工場① 写真 2 喬丹工場②
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海外動向

急成長を可能にする代理商システム

日本のアパレル企業は問屋業態を基本にしてい
る。生地を仕入れ、縫製工場で加工し、アパレル
製品の卸売を行うというのが基本的なビジネスモ
デルである。一方、中国のアパレルは欧米同様に
縫製工場が基本になっている。つまり、生地を仕
入れ、自社で生産し、製品を販売する。もし、中
国も日本のように小売流通が確立していれば、既
存の小売店に卸売を行っていただろう。しかし、
中国には小売流通が整備されていなかった。自社
工場で生産した製品を販売するには、独自に店舗
展開することが必要だったのである。
しかし、メーカーと小売店のノウハウは全く異

なる。多分、最初は親戚や友人に自社製品の販売
を呼び掛けたに違いない。需要が多く供給が少な
い状況ならば、安定した商品供給が商売の土台に
なる。メーカーは信用できる人間だけをパート
ナーにしたいと考え、小売店は地域における独占
販売権を獲得したいと考えるのは、中国人のビジ
ネスセンスでは当然のことだ。
私が聞いたアパレルと代理商との取引条件は、

「45 ％の完全買い取り」。おそらく、商品原価率は
30 ％程度だろう。つまり、小売価格 10,000 円の商
品を原価 3,000 円で生産し、4,500 円で代理商に卸
すのである。日本のアパレルの人には、卸値が安
すぎると感じるかもしれない。
しかし、彼らの 3,000 円は工場の利益を乗せた金

額である。もし、粗利を 20 ％確保しているのであ
れば、600 円の利益ということだ。4,500 円で卸す
ということは、工場利益の 600 円に 1,500 円が加わ
り、合計 2,100 円の利益になる。OEM生産工場の
3.5 倍の利益が確保できるのである。
代理商側も、45 ％の買い取りならば、最終的に

半額セールでも粗利は確保できる。一方で、中国
には海外から投資が集中し「金余り」が長く続い
ていた。銀行の貸し出し条件は非常に緩く、利益
が見込めれば、簡単に融資をしてくれた。利益率
が高く、資金が潤沢なのだから、急激な店舗展開
が可能だったのは当然だろう。
現状、代理商との取引では商品を 1 つ 1 つ選ば

せていない。1型 1 色 1 サイズ当たりの数量を設定
したパッケージ販売である。つまり、メーカーは
完全に計画生産が可能であり、店舗数に見合った
設備投資を行うことができたのだ。
工場としての採算が取れ、設備投資の融資も受

けられるのだから、余剰利益を思い切ったプロ

モーションに使うこともできる。そして、ブラン
ドの知名度を上げ、優秀な代理商を獲得するとい
う好循環を生み出していったのである。

大量生産が可能なリーズナブルな水準を目指す

工場の経営は、設備稼働率で決まる。工場発想
の中国アパレルは、稼働率が最大になるための、
ターゲット設定と出店戦略を考えている。あまり
高い水準の品質を追求すると、価格が高くなるだ
けではなく、機械設備や人材のレベルを上げなけ
ればならない。最大の利益を確保するには、工場
のレベルはミドルクラスに留めておく方が望まし
い。その代わり、素材は重要だ。縫製レベルを上
げなくても、素材による差別化が可能なのだから。
ターゲットは最もボリュームのあるゾーンを

狙っている。富裕層は購買力はあるが、数は少な
い。農村部は人口が多いが、購買力がない。地方
都市の一般市民が最もボリュームのある顧客とい
うことになる。
こうした一般の顧客が購入できる価格は、紳士

スーツでも 1 万 5 千円から 2 万円という価格ゾー
ン。上海や北京の百貨店の中心価格帯が 5 ～ 6 万
円だから、その半額以下である。価格は安いが、
百貨店で販売されているスーツと品質は変わらな
い。そして、着用しても恥ずかしくないだけのブ
ランド知名度があること。これが中産階級向けの
戦略である。
また、ボリュームゾーンを狙うのだから、あま

りターゲットを絞り込んではならない。対象年齢
も価格帯も幅広く設定する。競合ブランドはあく
まで中国国内のブランドであり、ヨーロッパのブ

写真 3 喬丹路面店
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ランドではない。地方都市の一番店を目指すので、
イメージアップのための高級品も必要だが、誰も
が買い易いミドルゾーンの商品を欠かしてはなら
ない。
店舗イメージは重要である。工場のレベルを上

げなくても、ブランドイメージを高めることがで
きるからだ。多くの中国アパレル企業は、このこ
とに気がついており、ショップデザインや VMD
（ヴィジュアルマーチャンダイジング）にも興味を
持っている。
日本アパレルは卸であり、消化率を最も重要な

指標と考えている。百貨店の委託条件も、直営店
も商品リスクは自らが負わなければならない。中
国アパレルの代理商ビジネスでは、完全買い取り
なので、消化率はそれほど気にする必要はない。
また、売上や利益の予測が容易であり、計画的な
経営がしやすい。
一方、日本アパレルはそのシーズンが終わって、

消化率が確定しないと利益が把握できない。天候
や商品企画によって、利益の変動は非常に大きい
のである。
私は、福建アパレルのビジネスモデルは、アメ

リカのアパレルに近付いていくと予想している。
あくまで大量生産を基本として、余剰品はアウト
レットで処理する。そして、ERP（統合的企業資
源管理システム）を導入し、より科学的で計画的
な経営を目指す。実際、中国のアパレル企業は非
常に積極的に ERP を導入している。数年後には、
ICT（情報通信技術）の面でも、中国アパレルの方
が日本より先行しているかもしれない。

家族主義経営、社員の表彰

私の手元には、喬丹 10 周年の記念冊子がある。
最初のページには、董事長の挨拶があるが、そこ
には雪山の写真があるだけで、顔写真は掲載され
ていない。控えめな感謝の言葉が述べられている
だけだ。この冊子の中で、最も数が多く、大きく
取り扱われているのは、「十大感動人物」の表彰で
ある。まず、「十大感動社員」が 10 名選ばれてい
る。これは、工場の主任、ブランド管理部、保安
職員、作業員など、部門、性別、年齢に偏らない
10 名が選ばれ、表彰されている。その次は、「十大
優秀代理商」の表彰。拠点都市の単位で各地の代
理商が表彰されている。次に「十大優秀経鎖商」
として地区を管理するエリアマネージャーの表彰
である。それらの 1 人 1 人が大きな写真と共に 1

ページずつ紹介されている。
日本の企業ならば、会長、社長の挨拶と写真が

大きく掲載され、会社の建物や工場の風景、
ショップが紹介されるのではないだろうか。そし
て、会社の沿革、組織図、売上高、社員数などの
数字が並ぶのだろう。工場設備もなるべく社員を
排除し、撮影するはずだ。それに引き換え、喬丹
の冊子は人物の写真ばかりが目立つのである。
喬丹は、会社の規模からすると管理部門が非常

に小さい。しかも、ほとんどの経営陣は通常、現
場に立ち、社員と一緒に現場で仕事をしている。
「協力、団結、刷新」が喬丹の精神であり、家族的
経営に特徴がある。
中国は人脈が大切と言われるが、その根本には

「人と人の関係が最も大切」という価値観があるよ
うに思う。日本企業は「中国人社員はすぐに退職
する」と言い、その原因を「中国人の拝金主義」
にする傾向が強いが、本当にそれだけなのだろう
か。
日本企業は中国人社員を表彰したことがあるだ

ろうか。現場で家族のように一緒になって働いた
ことがあるだろうか。数字よりも人間関係が大切
だと考えたことがあるだろうか。
2008 年 10 月、喬丹を訪問した時に、経営陣から

「我々は日本と良い関係を築きたい」と言われた。
しかし、具体的な話は何も出てこなかった。最終
的に分かったことは、彼らは「まず朋友になろう」
と考えているということだった。だから仕事の話
はしない、というより、何を依頼していいのかも
分からないのだ。しかし、将来、必ずや日本との
関係が必要になるだろうということは感じている。
その時に何かできればいいと思っているのである。

福建アパレル企業の発想とビジネスモデル

写真 4 喬丹経営陣と
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ドロップシップ＆代理商のビジネスモデル

福建アパレルのビジネスモデルをまとめると以
下のようになる。
①徹底した最大ボリュームの中流マーケット攻
略。
②一級都市は避け、二級、三級都市を中心にし
た出店戦略。
③大量生産が可能な品質と計画生産の維持。
④メーカーと代理商との明確な役割分担と利益
配分。
⑤小さな政府（経営部門）と現場主義の徹底。
⑥高品質でリーズナブル価格。
⑦着用して恥ずかしくないブランド価値。
⑧人間関係を重視した家族経営。
現在の日本で提唱されている「選択と集中」で

はなく、「中庸と刷新」である。日本で考えれば、
1960 年代後半から 70 年代前半の市場環境に対応し
た戦略だろう。しかし一方で、最新の情報システ
ムを導入し、中国独自のプロモーション戦略やブ
ランド戦略を構築しようとしているのである。
日本のアパレル企業は、製造卸から製造小売業

へと転換し、POS 管理とウィークリーMD、少量
QR生産、ファッション雑誌中心のプロモーション
により、高効率なビジネスモデルを構築してきた。
緻密でコンパクトであり、変化の早い日本市場に
対応した戦略である。日本のファッションビジネ
スは、顧客の気分の変化に敏感に反応し、対応す
るというセンサー的な対応が必要なのだ。
中国のアパレルビジネスはもっとスケールが大

きく、統計を基本にした合理的かつ戦略的な手法
が必要となる。もし、中国で代理商を活用したビ
ジネスを考えるのであれば、以下のようなアプ
ローチになるだろう。
まず、代理商の利益率を確保することを考える

ならば、中国生産の商品をドロップシップ（生産
者からの直送）して中国市場に流通させることが
基本になる。日本のアパレル製品の商品原価率は
25 ％程度であり、それを 45 ％で卸すことは基本的
には可能だろう。ただし、商社経由の輸出向け工
場では、中国内販のノウハウがない。できれば、
生産力はあるが、企画力に悩んでいるような内販
アパレルと直接取り組むことが望ましい。
日本企画の商品を中国内販アパレルで生産し、

その商品を日本と中国で販売するという形態であ
り、言い方を変えれば、ライセンス生産と中国の
販売権を与えるということになる。その代わり、
利益の一部をプロモーションに回し、一部をライ
センスフィーとして回収する仕組みが必要になる。
また、中国アパレルの代理商は完全買い取りの

パッケージ販売であるのに対し、日本アパレルは
POS 管理による追加生産や商品コントロールなど
で、きめの細かい代理商支援が可能なはずだ。更
に、日本の高度な専門家を起用し、販売員教育、
VMD、ショップデザイン等に力を入れれば、中国
の代理商にとってもメリットを感じるだろう。
日本アパレルが総力で当たれば、必ずや中国市

場の扉は開かれるはずだ。より戦略的なアプロー
チが期待される。

海外動向


