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The Japan Observatory at 
MILANO UNICA概要と、コーディネーター業務

MILANO UNICA（ミラノウニカ、以下MU）
は、イタリア・ミラノで開催される大規模な素
材展示・商談会で、当初イタリア国内で別々に
開催されていた 4 つの見本市、モーダ・イン（婦
人服地）、イデア・ビエラ（ビエラ地方の紳士
服地）、イデア・コモ（コモ地方の高級婦人服地）、
シャツ・アヴェニュー（シャツ地）を統合する
形で 2005年にスタートした。年に 2回開催し（2
月SS展・7月AW展 ）、 パ リ の PREMIERE 
VISION（プルミエールビジョン、以下PV）と
ともに、世界最高峰の 2大テキスタイル展と位
置付けられ、世界中から素材調達バイヤーが来
場する。

広く海外からの出展者を受け入れる PV に対
して、MU は、欧州内の出展者だけで構成され
ていたが、2014年9月に初の欧州外出展者とし

2018年7月10日〜12日、イタリア・ミラノにて、欧州最大規模の服地見本市MILANO	UNICAが開催
され、日本からも、27社・団体が参加するThe	Japan	Observatory が出展した。本稿では、The	Japan	
Observatory のコーディネーター業務を担当する兼巻氏に、MILANO	UNICAや The	Japan	Observatory
の現状と今後についてお聞きする。

有限会社Kラボラトリー代表取締役

兼巻	豪（かねまき つよし）氏
ファッション・ビジネス・コーディネーター。服飾雑貨企業を
経て、1999 年東京ファッションデザイナー協議会ゼネラルマ
ネージャー就任。2005 年日本ファッション・ウィーク推進機
構（JFW推進機構）次長就任。2007年日本毛織物等工業組
合連合会／日本毛織工業協会専務理事就任。2011年有限会
社Kラボラトリー設立。同年より JFW推進機構主催Premium  
Textile Japan、2014 年より The Japan Observatory at 
MILANO UNICA の運営業務を担当。2016 年より繊維ファッ
ション産学協議会主催 FORM PRESENTATIONチーフコー
ディネーター。繊維業界におけるコンサルティング、講演実績
も多数。
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て The Japan Observatory（以下、JOB）の形
で日本からの出展が受け入れられた。欧州外初
として話題となった JOB は、今回で 5年目、9
回連続参加となり来場者の関心も高い。

この JOB at MU の運営は（一社）日本ファッ
ション・ウィーク推進機構（以下、JFW）が行
い、兼巻氏はコーディネーター業務を担当する
事務局スタッフとしてその全般を管理統括して
いる。担当する業務は、MU開催期間中の現地
での全体統括にとどまらず、最初の出展社向け
参加募集概要の作成に始まり、出展調整委員会
の開催、応募者データの収集整理に加え、MU、
あるいは JOB のトレンドコーナーに映える提
案素材を選別するための個別相談会といった事
前の準備から、会場での駐車場や出展者バッジ
の手配まで、その内容は多岐にわたる。その他、
JETROスタッフ、国際コーディネーター、現
地施工業者、トレンドディレクターたちと協力
して JOB を支えている。

JFW は、 日 本 国 内 で は Premium Textile 
Japan展（以下PTJ）を開催し、兼巻氏もコーディ
ネーター業務を担当しているが、出展社数は
200社を数えるため、運営は事務局スタッフ数
名で分担して行っている。一方で、JOB は 30
社前後の規模で、海外の展示会出展に不慣れな
参加者も多く、全社に対して兼巻氏自身が中心
となって、個別にメールのやり取りをするなど、

顔が見えるきめ細かな対応を行っている。「例
えば、事前に自分の目で全てを見ておくと、実
際に現地のトレンドコーナーで素材を並べると
きにも、来場したバイヤーを誘導するときにも、
非常に役に立ちます」

TEXTILE TREND
「JFW TEXTILE VIEW」と JOB の様子

今回の JOB は、27社・グループが出展する
商談ブースと、出展企業の素材から構成したト
レンド＆インデックスをプレゼンテーションす
る JAPAN TEXTILE PRブースで構成された。

来場したバイヤーは、まず MU のトレンド
コーナー（136点の日本素材を採用）で日本製
の素材に触れ、興味を持った場合は JOBエリア
へ来場する。さらに JOB で JAPAN TEXTILE 
PRブースの展示を見て、各社・団体のブース
にたどり着くことになる。

この JAPAN TEXTILE PRブースは、JFW
がシーズンごとに発信する TEXTILE TREND

「JFW TEXTILE VIEW」をベースに設置する
ものであり、MU限定ではなく JFW JAPAN 
CREATION、インターテキスタイル上海にも
共通して採用されている。毎シーズン4 つのト

図表1　The Japan Observatory出展社一覧
27社・団体

伊藤忠商事（株）北陸テキスタイル課、宇仁繊維（株）、小林当織物（株）、
齋栄織物（株）、（株）サンウェル、スタイルテックス（株）、
スタイレム（株）、瀧定名古屋（株）、Team FUKUI〈セーレン（株）、
FUKUI布のえき〔中嶋機業場／（株）山崎ビロード〕〉、東レ（株）、
中伝毛織（株）、萩原メリヤス（株）、畑岡（株）／（株）足羽工業所、
尾州・ウール・コレクション（FDC）〈長大（株）、遠山産業（株）、
みづほ興業（株）、Team GIFU〔岩田健毛織（株）／ファインテキス
タイル（株）〕〉、古橋織布（有）、北高（株）、前多（株）、八木通商（株）
山梨県絹人繊織物工業組合〈甲斐絹座〔（株）前田源商店／（株）槙
田商店〕、宮下織物（株）〉、（公財）わかやま産業振興財団〈カネマサ
莫大小（株）、（株）森下メリヤス工場、吉田染工（株）〉

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

会期中、初日は和装、翌日は洋装、最終日は和洋折衷の衣装
で会場を盛り上げる

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真1　  The Japan Observatory の顔として活躍する
兼巻氏（右）
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レンドで構成されており、2019AW は、「エゴ
イストの本質」「ユートピアの迷路」「野暮な論
理」「ファッショニスタのインスタ」となって
いる。

出 展 に 先 駆 け て、 こ の JFW TEXTILE 
VIEW を基に、各出展者と個別相談をしながら
トレンドのイメージを伝え、出展素材を選別し
ていくのも、事務局の重要な役割だ。トレンド
コーナーは、日本が誇るイノベーション素材や
匠の技を駆使した素材を提案することで、それ
を見て各ブースを目指すバイヤーに向けて、鮮
明な第一印象を与える貴重な場となる。

今回の JOB では、初日から多くのバイヤー
が訪れ、リピート来場も定着してきた。各ブー
スで活発な商談が交わされ、スワッチ依頼も多
数となった。オープンレイアウトで人の流れも
多く、例年以上の盛況のなか、多くの企業で商
談件数が伸びたという。

また、JETRO の協力で、JOB には現地のア
テンダーが常駐するが、アテンダーには、事前
に参加全社の素材をキーワードとともに覚えて
来場者を誘導してもらう。このアテンダーも継
続して務めてくれており、バイヤーとも顔見知
りになって、JOB集客の一助となっている。

今回の出展ではコの字型のレイアウトを採用
し導線が単純で見てまわりやすく、初の試みと
して併設されたスプマンテバーも盛況で集客に
貢献したようだ。

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真3　ブースの様子

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真2　ファッショニスタのインスタ

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真4　JETROスタッフによる来場バイヤーヒアリング

出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真5　スプマンテバー
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MU は、イタリアのミラノということでメン
ズスーツの印象が強いものの、兼巻氏によれば、
実際はレディースのバイヤーも多く、大まかに
半々程度ではないかということだ。「スーツ以外
では特に合繊などの分野で、メンズとレディー
ス素材の垣根自体もあまり感じられません」

バイヤーが日本に求める素材についての印象
は、合繊などの機能性素材に加え、天然素材で
も欧州にはないバリエーションのあるものだと
いう。「例えばウールであれば、交織や後加工
など日本独自の工夫が加わることでイタリア製
とは違う素材としてバイヤーの目が引き付けら
れるということがあります。欧州は素材の見た
目や仕立て映えの良さなど視覚的な面が求めら
れがちな一方、日本では肌触りなど触感が重視
されることも影響しているかもしれません。レ
ディースのウール素材は特に柔らかさが好まれ
る可能性がありますね」

合繊や天然繊維といった素材の種類によら
ず、日本には欧州にはない革新性、独創性のあ
る面白いモノがあるという印象を継続して持っ
ていることは間違いないようだ。

日本以外の欧州外からの参加者は、現在韓国
のみで、合繊を中心とした展示を行っている。
その他に、中国やトルコも参加を希望している
とみられるが、実現には至っていない。

多くの来場者を迎える JOB だが、一方で、
出展者にとって簡単に解決できない課題もある
という。その 1 つが、リードタイムの問題だ。
長年の不況と人材育成の遅れから、企業、ある
いは産地のキャパシティーに限界があり、工場
のスペースが埋まってしまうと、発注があって
も注文に追い付けない状況が発生してしまう。
しかし、この問題に対応するため、産地の若手
等を中心に、廃業者が所有する織機を活かすな
どして産地の生産基盤を補強する動きが活発化
している。「時間はかかりますが、機械と人員

に目途がつけば、リードタイムの問題は解決で
きるはずです」

なお、海外市場開拓には、課題として価格の
問題も指摘されるが、その点については、そも
そも日本素材は高価格帯で、商談相手もラグ
ジュアリーブランドをターゲットとして想定し
ているため、大きな困難は感じられないようだ。

しかし、ラグジュアリーブランド相手である
ことで、予想に反して期待値よりもロットが小
さいこと、さまざまな別注対応が求められるこ
となどが、製造現場に余力がない企業を苦しめ
るという側面もある。

MU の特色
MU での JOB の出展についてお聞きしてきた

が、他の海外展示会と比べて、MU はどんなと
ころに特徴があるのだろうか。
「一番の特徴は、ラグジュアリーブランドのバ

イヤーが直接訪れることです。名の通った有名
ブランドのバイヤーと直接交流する機会という
のは、出展者にとって大きなプラスになります」

一般的な展示会では、ブランドから委託され
た調達会社が素材を探しに来ることも多く、ブ
ランドから直接バイヤーが来場することは珍し
いようだ。PV ほどの大規模な会場ではなく、
全体を見て歩くのに手ごろな大きさであること
も足を運びやすくしていると考えられる。

また、昨年から開催時期が 9月から 7月に前
倒しとなったことも、集客にはプラスに働くと
いう。「世界的に素材買い付け時期の早期化が
進むなか、そのシーズンでどこよりも早い素材
展示会であることが来場を後押しするようで
す」

開催時期の前倒しは、出展者側にはどんな影
響を与えたのだろうか。「7月という早い時期の
提案になりますが、この後、顧客となるメゾン
は夏季休暇に入ります。そのため、実際の発注
は 9月末で、出展者から見れば 7月の段階であ
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る程度目途をつけてから、2カ月の時間的余裕
ができます」あらかじめ、7月開催を見越した
スケジューリングさえしっかりできれば、この
2カ月を利用して、自社商品の調整やリードタ
イムの短縮が図れるという。また、日本国内向
けのビジネスとは需要期にズレが生じることも
生産を調整するうえでの助けになる。

更に、ラグジュアリーブランドからの来場者
が多くあるなかで、スタジオと呼ばれる若手の
ブランドや、中堅の欧州各国のドメスティック
ブランドなど、将来性のある相手も今後のビジ
ネス拡大のためには気を配るべき大事な顧客だ。

FENDI、GUCCI、HERMES、PRADA といっ
た多くのラグジュアリーブランド、あるいは中
堅や若手のブランドと直に接し、彼らの問いか
けや要求に対応することで、出展者のモノづく
りや提案力が磨かれていく。
「特にイタリアはモノづくりの奥深さがあり

ます。バイヤーも素材について良く知っていて
理解が早く、熱心に時間をかけて素材の話をし
ながら、自分たちのブランドにはどんな素材が
必要なのか、バイイングにしっかりした理由を
持って商談を決めていきます」

兼巻氏によると、MU では、バイヤーは 1、2
回目までの出展ではブースに顔を出してスワッ
チを持ち帰るものの、さほど買い付けない印象
だったが、回数を重ね、お互い顔を覚えると、
具体的な商談が増えていったという。イタリア
を始めとする欧州ブランドは、マーケティング
重視のモノづくりではなく、自社の独自性に重
きを置くため、彼らを顧客とするビジネスでは、
相手のブランドについてリサーチを行い、それ
を基にした個別の提案能力が重要となる。

MU に出展するイタリアの素材メーカーは、
バイヤー側と同様に、自社素材に関する愛情や
熱意が強く、プレゼンテーションも非常に上手
い。また、自社の素材を持って「これをラグジュ
アリーブランドA のジャケットに使ったら、格

好いいものがつくれるはずだ」といった声は珍
しくなく、顧客となるブランドに最適な素材は
何かといった発想が日常に根付いていることが
窺える。イタリアでの素材メーカーとブランド
の関係に肌感覚で触れることは、日本メーカー
にとっても様々な気づきを得るヒントになるだ
ろう。

サステナブルの波
今回の MU において、大きく注目を集めたの

がサステナブル素材だ。アメリカコーヒー
チェーン大手スターバックスが、プラスチック
製の使い捨てストローの使用を 2020年までに
全廃すると宣言するなど、国際的なブランド企
業では、サステナブルやエコに対して自社の指
針を表明することにとどまらず、より具体的な
活動内容を示すことが必須となりつつある。
ファッション業界においても、以前から一定量
のエコ素材はあったものの、ここ数年の熱量は
これまでになかったものだ。「既にブランドに
よっては、素材に関する分厚い規定書を用意し
たうえで、ガイドラインにそぐわないものは一
切使用しないと明言するところもあります」

MU では、前回の 2月展に続きサステナブル
コーナーの展示が行われ、9 つのカテゴリーを

図表2　サステナブルに関する 9 つのカテゴリー
The 9 categories of sustainable innovation

1. BIO MATERIALS（オーガニック〔ビオ〕素材）
2. MATERIALS FROM RESPONSIBLY MANAGED FORESTS
 （適切に保全管理された森林由来の素材）
3. MATERIALS FROM RECYCLED SOURCES（リサイクル素材）
4. INNOVATIVE BIO-BASED FIBERS（バイオベースの革新的な繊維）
5. CHEMICAL FIBERS FROM CLOSED-LOOP PROCESSES
 （クローズドループシステム内で製造された化学繊維）
6. TRADITIONAL LOW IMPACT MATERIALS
 （伝統的で環境負荷の少ない素材）
7. CRUELTY-FREE ANIMAL FIBERS
 （生産工程に動物虐待の伴わない動物性繊維）
8. FREE OF HAZARDOUS CHEMICALS
 （危険な化学物質使用のない製品）
9.   FROM COMPANIES ADOPTING SUSTAINABILITY 

MANAGEMENT SYSTEM
 （持続可能な管理システムを採用している企業の製品）

出所：MILANO UNICA公開資料『“Is our future sustainable?”』を基に筆者作成
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設定して 123社・団体が参加し 750点の素材サ
ンプルを集めた。素材サンプル数は前回の 250
点から大幅に増加している。

MUの発表によると、750のサンプルについて、
それぞれどのカテゴリーにどの程度該当したか
は、図表3 の通り（重複あり）。サステナブル素
材のうち 3分の 2 は 8.FREE OF HAZARDOUS 
CHEMICALS（危険な化学物質使用のない製品）
に該当し、3分の 1 は 3.MATERIALS FROM 
RECYCLED SOURCES（リサイクル素材）に
該当することが分かる。また、採用された認証
システムの割合は図表4 の通り（重複あり）。

このように、多くのサンプルを集め集客を伸
ばしたサステナブルコーナーだが、最初の開催
となった前回の 2月展では、日本に対して本企
画の告知があったのは、会期を目前にした 12

月で、1月初旬の素材発送に向けた準備の真っ
最中だったという。寝耳に水の話で、サステナ
ブル素材の公的な認証を取得する時間はなく、
同コーナーに素材を並べることはできなかっ
た。しかし、世界的にサステナブルが脚光を浴
びるなか、MU が新しい取り組みを始めるタイ
ミングで、何もしないわけにはいかないと、 
兼巻氏は JOB独自のエコ素材の PR を考案し
た。「日本にはエコ素材はたくさんあります。
MU の決めた基準には合わせられなくても、日
本全体で規定を設定して、自己申請のような形
で訴求する方法はあると考えました」そのため
の、JOB独自のエコシールもオリジナルデザイ
ンで作成した。

そうした経緯を経て、兼巻氏は 7月展では
MU のサステナブルコーナーに必ず日本の素材
を展示すると決意したものの、今度は基準とな
る 9 つのカテゴリーについて、なかなか情報が
届かない。そこで、日本オリジナルの 9 つのカ
テゴリーを設定し、JOB はそれに沿って素材を
集める旨を MU の事務局に通達した。「待って
いても仕方がないので、『日本はオリジナルで
カテゴリーを設定しました、取りあえずこれで
進めますから』と先制して宣言しました。結果
的に、いくつかズレもありましたが MU のカテ
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5%

36%
8%

16%

9. 持続可能な管理システムを採用している企業の製品
8. 危険な化学物質使用のない製品

7. 生産工程に動物虐待の伴わない動物性繊維
6. 伝統的で環境負荷の少ない素材

5. クローズドループシステム内で製造された化学繊維
4. バイオベースの革新的な繊維

3. リサイクル素材
2. 適切に保全管理された森林由来の素材

1. オーガニック（ビオ）素材

出所：MILANO UNICA公開資料『“Is our future sustainable?”』を基に筆者作成

図表3　  サステナブルコーナーに展示された 
サンプルのカテゴリーの割合
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Made in Green
EMAS

IWTO Standard
Step by Oeko-tex

FSC
ISO 14000

GOTS
Compliant to ZDHC protocolmaterials

Global Recycle Standard （GRS）
Detox Commitment

Oeko-Tex 100

1%
2%
3%
3%

6%
11%
12%
12%
14%

35%

出所：MILANO UNICA公開資料『“Is our future sustainable?”』

図表4　  サステナブルコーナーに展示された 
サンプルの認証 出所：（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構

写真6　兼巻氏がデザインした JOB独自のエコシール
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ゴリー設定は、ほぼ予想の範疇となりました」
この下準備が功を奏して、先に述べた 750 のサ
ンプル展示のうち、JOB が 79点を占めるに至っ
た。短期間に加熱した感のあるサステナブル関
連は、ルール確立の途上にあり、対応する出展
者側にも、迅速な判断とイニシアチブの取得が
必須となりそうだ。

このように、MU において急拡大を見せるサ
ステナブルは、トレンドと並び立つほど、その
重要性が増している。「実際に生活に浸透する
には欧州でも時間はかかると思いますが、この
動きは一過性ではないと感じますし、後退する
ことはないでしょう」

欧米に販路を求めるとすれば、サステナブル
への対応は日本企業にとっても避けて通れない
課題となるが、主要な市場である日本において、
サステナブルやエコに対する認識が薄いままで
は両者を相手にするビジネスは非効率になって
しまう。サステナブルへの対応が、日本国内で
も必須となるかどうかが、1 つの分岐点になり
そうだ。

また、MU の発表では、今回のサステナブル
素材の 3分の 2 が「危険な化学物質使用のない
製品」だったが、兼巻氏によると、例えば機能
性素材の表面に使用する加工剤や、染料などの
安全性に配慮している場合は、どのようにエコ
に貢献できているのかなど、しっかりとアピー
ルできることも提案力として求められるように
なるという。

JOB の今後
今回の7月展が9回目の参加となるJOBだが、

継続して得られた成果についてお聞きした。
「特にこの 1、2年で、リピーターとして来場

されるバイヤーが増え、確実に実績も伴ってき
ています」顔なじみの顧客も増え、じっくりと
話し込む様子も目につくようだ。また、不足を
感じていたプレゼンテーション能力も、回数を

重ねるごとに向上しているという。「ラグジュ
アリーブランドを相手にする際は、一度好評
だった素材を大事にして固執しても、それが繰
り返し受け入れられることは多くありません。
ファッションである限り変化を求められ、その
要求に応じることで開発力がつき、なぜその素
材を売り込むのか説明する提案力がつきます」

更に、良い素材であればあるほど、それをしっ
かりとアピールできるだけのブースの設えも必
要になる。ラグジュアリーブランド相手に、高
価格の素材を販売するのであれば、相応の見栄
えが必須であり、安く見えるような展示では簡
単にイメージを落としかねない。「扱っている
のはラグジュアリーブランドが手にするファッ
ション商材だという高い意識を持って、出展し
てくれる企業が増えてきました」MU は、各社
の研鑽の場としても価値があるようだ。

兼巻氏が目指すのは、実際にモノづくりをし
ている人に、例えばプレゼンテーション能力を
高めることで、大手に限らず中小企業でも、欧
米のラグジュアリーブランドともビジネスがで
きるという自信を持ってもらえるような環境づ
くりである。出展者が手応えを持って成長し、
来場したバイヤーが提案された素材を見て浮か
べる「はっ」とした表情を見るのが兼巻氏のや
りがいになるという。「欲を言えば、英語だけ
ではなくイタリア語でもコミュニケーションが
取れた方がいいなとここ数年で感じます。どう
しても英語では細かいニュアンスが伝わらない
ため、イタリア語での商談の方が、確実にバイ
ヤーの受けがいいようです。出展者が直接話せ
るのが理想ですが、そうでなくともイタリア語
が話せるエージェントがいた方が有利なのは間
違いないでしょう。また、ブランドからスワッ
チ依頼があったなら、ネットや雑誌媒体ではな
く、直接店舗に出向いて、そのブランドの商品
の実物を見た方がいい。それを職務上の習慣に
できれば、提案力の向上に直結するでしょう」
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ファイバー／テキスタイル

来年の 2月展は 10回目の開催となるが、そ
れに向けた企画も考え始めている。「10回を迎
えるにあたっては、これまでの御礼という意味
もありますし、何か新しい試みをしてみようか
なと考えています。日本素材を生かしたものや、
今回好評だったスプマンテバーのようなイベン
トなど、いろいろと検討中です」

出展を検討する企業については「JFW の運
営では、補助金などの金銭的なケアではなく、
例えば 1社のブースの面積は、通常であれば最
低18㎡を要求されるところ、JOB向けにはそ
れを更に半分に分けた 9㎡のシェアブースを設
置するなどして、特別対応を認めてもらう交渉
を行ったり、各種の手続きを補助するといった
面で、出展協力を行っています。ゼロからのス
タートは難しいかもしれませんが、エージェン
トを通してであっても、一度でも欧米市場に出
たことのある企業であればハードルも高くない
ので、ぜひ JFW のサポートを活用して、JOB
に出展してほしいですね」とのこと。

JOB の枠組みである限り、品揃えの点から
30社前後は出展社数をキープしたいという兼巻

氏は、今回の 27社・団体はレイアウト上、全
体に見やすい配置が取れたという。今後、国内
の PTJ のように 100社、200社と出展企業が増
えたらどうするのかとお聞きしたところ、「規模
に応じた工夫は可能なので、100 でも 200 でも
どんとこい」という力強いコメントだった。「で
きるなら、今の出展者たちの素材に加えて、レー
スなど、国内の全ての分野を網羅して、ALL 
JAPAN で出展できたらいいなと思います」

一方で、JOB の形での出展はまだ発展途上で
あり、各社が個別に出展できるようになるのが
最終的な理想だという。

国内の衣料品不況から、海外市場に販路を見
いだしたい素材メーカーにとって、商習慣の違
いや言葉の問題、人手不足など二の足を踏む要
因は多い。独自の海外展開を既に確立している
大手企業以上に、海外市場開拓に困難を抱える
中堅企業にこそ、具体的な実務をサポートする
JOB は活用の余地がありそうだ。業界全体に広
がるサステナブルの波も、対応できる素材を持
ち追い風とできる企業であれば、挑戦する格好
の機会となるのではないだろうか。

【次回】2月展　The Japan Observatory at MU 2020SS　展示会概要
■展 示 会 名：28th Milano Unica
■会　　　期：2019年2月5日（火）～ 7日（木）　9：00 ～ 18：30
■主　　　催：Milano Unica Secretariat
■会　　　場：Rho Fieramilano （ロー・フィエラ・ミラノ） 

＜ The Japan Observatory at MU 2020SS ＞
■主　　　催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構
　　　　　　　独立行政法人日本貿易振興機構
■後援（予定）：経済産業省 ／ 日本繊維産業連盟
■出 展 場 所：Milano Unica 会場内の特別設置エリア（Rho Fieramilano Hall.12 予定）


