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海外動向

中国内販のプロモーション戦略
―費用負担も中国ダイレクトならリーズナブル―　旭化成中国大賞の事例
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アパレル数社の商品企画、ブランド開発業務を担当後、独立。1990 年有限会社シナジープ
ランニング設立同社代表取締役就任。2005年 6月から東レ経営研究所客員研究員。

1 中国国際ファッションウィーク（CFW）組織委員会と旭化成グループ（旭化成株式会社・旭化成せんい株

式会社）が共同開催することを発表した「旭化成中国ファッションデザイナー創造大賞（略称：旭化成中

国大賞）」は、中国ファッション業界にとって歴史的なイベントとなるだろう。

2 旭化成は 2004 年から、水着キャンペーンモデルを日本人 1名、中国人 1名起用している。中国人モデ

ルは中国国内のモデルコンテストの優勝者。その背景には、アジアファッション連合会（AFF）による日

中交流があった。

3 中国ではミスコン、モデルコンテストがブームであり、予選を含めると1,000 件以上の審査会が行われ、

そのほぼすべてで水着審査を行っている。モデルコンテストは最も効果的なファッション水着プロモーシ

ョンの手段である。

4 中国内販プロモーションという視点から見ても、極めて高い費用対効果が期待できる。日本並みに高い中

国のテレビCM費用を考えると、スポンサーとしての旭化成の負担は微々たるものである。
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〔中国業界動向〕

◆中国ファッション業界の歴史的イベント

2007 年 3 月 22 日、中国国際ファッションウィー
ク組織委員会と旭化成グループ（旭化成株式会
社・旭化成せんい株式会社）は、北京飯店におい
て、東方賓利文化発展センターのコーディネート
により、「旭化成中国ファッションデザイナー創造
大賞（略称：旭化成中国大賞）」の共同開催に関す
る調印式を行った。調印式には、中国国内外のマ
スコミ関係者約 150 人が参加した。
この記事は、日本では大きく扱われなかったが、

中国では大々的に報じられた。私は、偶然にもこ
の調印式に立ち会うことができた。今回は中国市
場進出のプロモーションという視点から、今回の
プロジェクトについて考察したい。

中国側が今回のプロジェクトをいかに重視して
いるかは、中国ファッションデザイナー協会主席、
中国国際ファッションウィーク組織委員会主席
王慶氏の熱のこもったスピーチに表れている。王
慶氏はクリスチャン・ディオール独立の逸話から
話し始めた。

「60 年前、クリスチャン・ディオールは、マ
ルセイユの木綿王マルセル・ブサックの援助
で独立し、『クリスチャン・ディオール・オー
トクチュール・メゾン』が設立されました。
それが、今日の世界的なブランド『クリスチ
ャン・ディオール』のスタートであり、今日
のヨーロッパブランドの基礎を築いたのです。
今日の午後、中国国際ファッションウィー
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ク（CFW）において、世界のベスト 500 に入
る合繊メーカー、旭化成グループと CFWの組
織委員会の提携が発表されました。これは、
中国のファッションデザインにとって、非常
に重要な意義を持っています。クリスチャ
ン・ディオールがテキスタイルメーカーの援
助で独立したのと同様、今度は中国のデザイ
ナーが日本のテキスタイルメーカーの支援を
受けて、世界に羽ばたこうとしています。将
来、今日を振り返り、歴史的な日であったと
思い返すでしょう。それほど歴史的意義のあ
る事業なのです」

これまでも中国国内で優秀なデザイナーを表彰
する制度はあった。デザインコンテストも数多く
存在する。しかし、デザイナーの表彰は中国の業
界内の話であり、デザインコンテストの多くは、
新人デザイナーや学生を対象にしたものだった。
一流のデザイナーがデザインを競い合い、大賞受
賞者には中国第一の国際ファッションイベントの
会場にファッションショーの舞台が用意されるとい
う、レベルの高いファッションコンテストは存在
していなかった。中国で最初の国際的ファッション
デザインコンテストの具体的な内容は以下の通り。

・中国国際ファッションウィーク組織委員会と旭化
成グループ（旭化成株式会社・旭化成せんい株式
会社）は、東方賓利文化発展センターのコーディ
ネートにより、「旭化成中国ファッションデザイ
ナー創造大賞」（略称：旭化成中国大賞）を共同
開催する。
・2007 年 11 月から、毎年 3月と 11 月の CFWにお
いて開催する。
・旭化成中国大賞組織委員会は、中国側を通して長
期にわたり中国ベスト 10 デザイナーを招待し、
エントリーの資格を与える。
・申し込み期間は毎年 5 月～ 7 月、エントリーする
デザイナーは、斬新で独自性のあるコンセプトを
持ち、時代性に合ったスタイル画を 50 数件提出
する。組織委員会はそれを公正に審査する。受賞
デザイナーは、春夏、秋冬各 1名選出される。
・受賞デザイナーは、主催者から素材提供、作品の
制作費、ファッションモデル、ヘア&メイク、演
出等のすべての費用提供を受け、CFW で作品発
表の機会を与えられる。同時に、受賞デザイナー

は、中国国際ファッションウィーク組織委員会と
旭化成株式会社から賞状とカップを授与される。

王慶氏はスピーチを次のように締めくくった。

「このように高いレベルのデザイナーのコン
テストは中国国内で初めてのことです。この
ような中国のデザイナーと日本の素材メーカ
ーの深い関係と協力は、中国のオリジナルブ
ランドの発展、中国ファッション業界とデザ
イナーブランドの成長及び将来につながる経
営の質的向上に貢献することでしょう」

今回のプロジェクトは単独で企画されたもので
はない。数年かけて周到に準備された戦略的取り
組みなのだ。旭化成は「旭化成せんいキャンペー
ンモデル」として、2004 年の劉多さんを皮切りに、
日本人と中国人を一人ずつ起用している。今回の
記者発表の席にも、中国人キャンペーンモデルの
莫万丹さん（2005 年のキャンペーンモデル）、王玉
さん（2006 年のキャンペーンモデル）、何穂さん
（2007 年のキャンペーンモデル）が出席し、華を添
えた。彼女たちはすべて、中国国内のモデルコン
テストの優勝者であり、これらのモデルコンテス
トにはすべて東方賓利文化発展センターがかかわ
っている。同時に、東方賓利文化発展センターは
CFWを始め、中国国内のファッションイベントの
プロデュースも手がけている。そして、東方賓利
文化発展センターの社長は、かつて中国服装設計
師協会で王慶氏の右腕だった人である。

◆アジアファッション連合会（AFF）活動の大き
な成果

旭化成が初めて中国人モデルを起用した 2004 年
は、アジアファッション連合会（AFF）第 1 回大
会が韓国で開催された年でもある。旭化成が 2004
年に中国人モデルを起用したということは、少な
くとも前年から準備がスタートしていたことにな
る。これは私の推測だが、おそらくさらにその前年
の 2002 年から接触が始まっていたのではないか。
2002 年は AFF 設立の年であり、AFF こそ王慶氏

が日本のファッション業界との接点を最初に持つ
場となったのである。日本ファッション協会の
ホームページには AFF 設立について次のように記
載されている。

海外動向
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＊アジアファッション連合会（Asia Fashion
Federation）の発足

当協会（理事長：馬場彰氏）は、去る 2002 年 11
月 22 日中国・北京市において、中国ファッション
協会（主席：王慶氏）および韓国ファッション協
会（会長：孔錫鵬氏）との間で、「アジアファッシ
ョン連合会（Asia Fashion Federation）」を設立す
ることとし、2003 年 7 月に東京において、設立発
足会を開催することになりました。
この「アジアファッション連合会」は、日本、

中国および韓国において、
①各国の生活文化（ファッション）及び市場特
性の相互理解促進

②関連企業の相互市場参入を促進させるための
支援事業確立

③各国の文化に根ざしたアジアファッションの
発掘・育成（人材を含む）

を目的とし、将来的にはアジアファッションの欧
米市場への本格参入を視野に入れております。
今後の活動としましては、各協会の実務担当者

による「アジアファッション連合会実務者会議」
を早急に立ち上げ、2003 年 7 月の設立発足会の内
容を検討すると共に、本格イベントとしましては
2003 年 10 月頃に韓国で第 1 回のイベントを行い、
2004 年には中国で第 2 回イベント、そして第 3 回
イベントは 2005 年に日本で開催することになりま
した。
イベント開催国にその年の持ち回り事務局を置

いて、他の 2 カ国はこれに全面的に協力すること
を原則としています。
具体的な事業は、3国のファッションの現状を相

互に理解を深めるためのシンポジウムや、相互市
場参入支援の事業として、ファッションフェステ
ィバルや展示商談会などが予定されていますが、
開催国が主導的に決定することとなります。

ここで紹介されている中国ファッション協会は
前述した中国ファッションデザイナー協会と同じ
団体である。中国語では中国服装設計師協会、英
語表記がChina Fashion Association。中国語表記を
訳すと、中国ファッションデザイナー協会であり、
英語表記を訳すと中国ファッション協会になる。
2002 年に設立された AFF は、2004 年に韓国大

会、2005 年に日本大会、2006 年に中国大会を開催
している。そして、特に中国側から見て 2007 年に
日中ファッション業界交流の大きな成果ともいえ

る「旭化成中国大賞」として結実したのである。

◆中国のモデルコンテストとファッション水着市場

旭化成中国大賞の元をたどると、中国のモデル
コンテストに至る。中国におけるモデルコンテス
トとはどんな意味があるのだろうか。今年のスー
パーモデルコンテストを事例に検証してみよう。
2007 年 5 月 26･27 日の両日、「漓泉杯 2007 年ア

ジアスーパーモデルコンテスト」（主催:広西電視台、
中国服装設計師協会、協力:広西電視台都市チャン
ネル、東方賓利文化発展センター）の決勝大会が、
中国アセアン博覧会の開催地でもある南寧で開催
された。
この大会は、昨年、日中韓の 3 カ国でスタート

したもので、中国の北京慕田峪長城、天壇公園と
広西桂林、漓江などの屋外でモデルを撮影して、
中国の歴史と風物を表現。加えて、民族服、ドレ
ス、水着の審査の模様を広西衛星テレビを通じて
アジア・太平洋地域と中国全土で放送した後、非
常に大きな反響があった。

今年は、中国、日本、韓国、インド、タイ、マ
レーシアの 6 カ国からの参加となった。それぞれ
の国で予選会を行い、その代表者が中国に集まり、
決勝大会を行うもの。
今年は、南寧、桂林、北海という 3 つの景勝地

で野外撮影が行われ、決勝大会では、コンテスト
に参加した各国駐中国外交官夫人、アセアン各国
の駐南寧領事を招待し、アジアの交流を深めると
いう。南寧は、中国アセアン博覧会の会場であり、
中国政府の対アセアン経済戦略の一環としての役
割も果たしているのである。決勝大会の模様は、
広西衛星テレビによりファッション番組として実

中国内販のプロモーション戦略

32 代 キャンペーンモデル
何 穂（ハー スイ）さん
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況中継された。

◆国策としてのファッションイベント

このように、モデルコンテストといっても、国
家の経済戦略の一環をも担う外交の場にもなって
いる。日本国内で考えるファッションイベントと
はファッション業界だけが対象だが、中国では最
もビジュアルで人気の高い国内産業イベントであ
るのと同時に、国際外交イベントとしても機能し
ているのである。
21 世紀に入り、中国では空前のミスコンブーム、

モデルコンテストブームに沸いている。予選を含
めると年間 1,000 件を超えているという。
それらの審査会では必ず水着審査が行われる。

中国各地で、美しいモデルが最新の水着を着用し、
その模様は中国全土、アジア諸国にテレビや新聞
で紹介される。ファッション水着のプロモーショ
ンとしては理想的なイベントといえよう。旭化成
が水着のキャンペーンモデルに中国モデルコンテ
ストの優勝者を起用したことは、明解な対中国市
場戦略に基づくものであり、その延長線上に今回
の旭化成中国大賞があるのだ。

◆費用対効果の高いイベントプロモーション

ここで、再度、今回の具体的な契約内容を確認
したい。今回のプロジェクトがどれほど費用対効
果の高いものか分かる。

＊旭化成中国大賞受賞デザイナーは下記の仕事を
完成させなければなりません：

1．旭化成の生地を主として、50 ～ 60 点のファッ
ション作品をデザイン、制作する。

2．関連する記者会見、会見、座談などに出席して
活動する。

3．特別コレクション全体のアイデアと製作に参加
する。

4．特別コレクションで発表される作品の品質と制
作レベルを保障する。

＊旭化成株式会社、旭化成せんい株式会社は、受
賞デザイナーのために下記のように支援します。

1．旭化成中国大賞受賞デザイナー特別コレクショ
ンに必要な旭化成の生地を無償で提供する。

2．作品制作費として 5万元を提供する。
3．CFW、旭化成中国大賞特別コレクションの会場、
舞台、照明、音響など、すべての費用を提供する。

4．旭化成中国大賞特別コレクションに出演するフ
ァッションモデル（30 名以上）を提供する。ま
た、ファッションショー演出、音楽編集、ヘ
ア＆メイク、バックヤードのサービス等、すべ
ての費用を提供する。

5．デザイナーのスタッフ（3 人まで）の旭化成中
国大賞特別コレクションの会場である北京まで
の往復の交通費・宿泊費を提供する。

6．専門メディアの普及とニュース宣伝の費用を提
供する。

旭化成が負担する現金は、作品制作費の 5 万元
と、デザイナー及びスタッフの国内旅費滞在費の
み。コレクションのすべての経費負担は大きいよ
うに感じるが、全く新たにステージを作るのでは
なく、CFWのステージを利用するのだから、それ
ほど大きな出費にはならない。モデルの費用は、
コーディネートしているモデルエージェンシーで
もある東方賓利文化発展センターとの深い関係を
考えると、日本で考えるほどのコストではなさそ
うだ。宣伝広告については、CFWというイベント
そのものが全中国のマスコミを集める力を持って
おり、その中核イベントして認定されているのだ
から、黙っていてもテレビ取材を含め、最大の効
果を得られよう。
中国におけるテレビ CM 料は日本並に高い。し

かし、中国のファッション業界への貢献という大
義名分を持ち、中国のベスト 10 デザイナーが参加
し、パリコレ等でも活躍するモデルが集まる、中
国を代表するファッションイベントであれば、無
償で取材、放映してもらえるのだ。しかも、自社
のテキスタイルの使用を義務付けてである。
テレビを中心に大衆を相手とする少し派手な PR

やキャンペーンが盛んに行われている中国におい
て、今回の旭化成の取り組みは、中国内販プロモ
ーション戦略としては画期的なものと言える。お
そらく、今回のプロジェクトは、北京オリンピッ
ク、上海万博等においても旭化成の対中ビジネス
を強く後押しすることになるだろう。
とはいえ、2002 年からの継続的な取り組みと信

頼関係がなくては、おそらく今回のような意義あ
る国家的事業につながることはなかったはずだ。
日本の繊維産業において、アパレルメーカーでは
なく、素材メーカーがこれほど見事に日中交流と
マーケティング戦略を融合したことは、特筆に値
する。私は企業の壁を越えて褒め称えたいと思う。

海外動向




