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海外動向〔中国業界動向〕

China News

チャイナファッションウィーク
― 2010年春夏コレクション―

横川 美都（よこかわみと）
特別研究員（在上海）

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年から 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。

2009 年 11 月 1 日から 9 日までの 9 日間にわたり北京にてチャイナファッションウィーク中国国際

時装週（以下、CFW）2010 SS コレクションが開催されました。筆者は 5 日から最終日まで滞在し、

今回も多くのショーの様子を見学したので写真メインでのレポートをお届けします。

なお、11 月 8 日に雑誌『ViVi 薇』とインターネットメディア「SINA Lady 新浪女性」の合同主催

で行われたショー“北京女孩 Beijing Girl”については、CFW の中では非常に特出した内容でしたので

別途、弊社中国ビジネス研究会 HP 上のビジネスレポート上で取り上げています。こちらも合わせてご覧

ください。http://www.tbr.co.jp/china_bus/report/

会場は例年通り北京飯店（写真）と 798 芸術区内の D･PARK であったが、CFW常連デザイナー
である梁子の「TANGY」と郭培の「玖瑰坊 Rosestudio」は、それぞれ市内の高級ショッピング
モール華貿センターと北京オリンピック公園ナショナルスタジアム内でショーを行った。残念なが
らこれらのショーを見学することは出来なかったが、とくに郭培のショーでは人気女優范冰冰がス
テージに立つなど非常に話題性の高いものであったようだ。後日このショーの写真を見たが、
ファッションショーというより、非常に中国的なデコラティブなドレスと芝居がかった演出の大ス
ペクタクル・ショーだった。
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【11 月 5 日　毛戈平 MGPIN カラーメイク・
アップ　コレクション】

北京と上海で自身のヘアメイクデザインスクー
ルを運営し、オリジナル化粧品 MGPIN ブランド
を持つ中国国内初のヘアメイクアップアーティス
トでもある毛戈平。初めて見た彼のショーは一言
で表現すると“歌のないコスプレミュージカ
ル”･･･。そして非常に中国・北京的なショーだと
感じた。もしも、上海でショーをするとしたらも
う少し異なる構成（日本人的な感覚からするとも

う少し“洗練”されたもの）になっていただろう。
ショーの初めには大画面でかなり長時間にわたる
デザインスクールの宣伝映像が流れたのには辟易
したが、会場を埋めた観客は彼のファンや関係者
が多く、歓声まで上がっていた。中国の業界内で
のカリスマでもある彼のショーは「来年の流行を
先取りして若干誇張して提示する」というような
場ではなく、自分のやりたいことをやりたいよう
にやってみんなに見てもらうんだという、まさに
My Stage であった。

チャイナファッションウィーク

北京飯店の会場前で 20 歳前後と思われる可愛らしい男の子から「ショーのチケット余っていません
か？　僕もヘアメイクを勉強しているのですが、僕にとって彼は明星（スター）なんです」とお願いを
された。残念ながら筆者も余計なチケットの手持ちがなく、ごめんねと言いながら彼を残して会場へ。

日本人的な観点からは「美しい」とは思えない男性の天使や、万国共通で「かわいい」と思ってしまう
子供の天使も登場。仰々しい音楽とモデルたちの誇張された動きに呆然となり気が付けば動画を必死に
撮っていた。ここでお見せできないのが残念。

ギリシア神話の神々（らしき人）と妖精が舞い踊
り。

デスメタルやヘビーメタルバンドのようなおどろ
おどろしい魔王（らしき人）とローマの戦士（ら
しき人）たちの戦い？　この後、ミュージカル
『ライオン・キング』に登場するようなライオン
たちが登場。
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【Secfashion 祁剛2010 SSコレクション】

昨年の CFWで最高の賞であるゴールデンアワー
ドを受賞した祁剛。前回のショーでは比較的既製
服に近いスタイルの比重が増えていたので、今年
はよりこなれた感じのショーになるのでは？と想
像していた。しかし、予想は大いに裏切られ、以
前よりさらにパワーアップした妖艶でゴージャス
なステージであった。何度もエントリーをして
やっと受賞する先輩デザイナーが多い中、昨年初

めてエントリーをしたその年にゴールデンアワー
ドを受賞した祁剛。この件に関して「ボクは天才
だからね！」と答えている業界メディアのインタ
ビューがあったが、確かに同意せざるを得ない。
個人的には、その独特のセンスで世界の音楽業界
だけでなくファッション業界からも注目を浴びて
いる Lagy Gaga とぜひぜひコラボレートして欲し
いとひそかに願っている。

海外動向
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【11月6日　BRJ 肖紅2010 SSコレクション】

杭州のレディースアパレルブランド天之女時装
有限公司が所有するブランド BRJ。北京到着初日
からかなり濃いショーを立て続けに 2 つ見た後
だったので、非常に爽やかなショーであると感じ
た。女性デザイナー肖紅に今回のショーのインス

ピレーションを与えたのは“チベット”。コレク
ションは既製服がうまくショー向けにコーディ
ネートされており、ポイントに華やかなロングド
レスが差し込まれる非常に洗練された構成になっ
ていた。特にコーディネート、小物使い、ちょっ
としたスカーフの巻き方からパンツの裾のめくり

チャイナファッションウィーク

この世界観もここまで極めれば唯一無二、このまま突き進んで世界に飛び出して欲しいものだ。

本人の原形を留めていない歌手の薩頂頂を伴った祁剛がショー
の中で一番そのデザインする服が似合っていた。
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具合まで今まで CFWのショーでは見たことのない
スタイリングには感心した。中国人デザイナーも
ここまで出来るようになったのか！と関心をして
いたら、後で天之女時装有限公司に顧問契約をし

ているMilano Links コーポレーションの社長で以
前は自身もデザイナーとして活躍していたことの
ある北山淑子さんがすべてのスタイリングとコー
ディネートをしたとのこと、納得である。

海外動向

店頭でも販売していそうな単品がコーディネートで CFWのゴージャスな
ステージにもおかしくないスタイルになった珍しいコレクション。そして、
ドレスや普段使いも出来そうでありながらリッチな雰囲気を出すマキシス
カートのコーディネートがカジュアルに偏りそうなコレクション全体をエ
レガントに仕上げていた。
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【11月7日　GIOIA PAN 潘怡良2010 SS
コレクション】

3 回目の参加となる台湾のオートクチュール・デ
ザイナーの潘怡良。女性の体に優しく寄り添うよ
うに揺れるニットの質感を生かしたそのデザイン
の特徴は変わらないが、色彩に大きな変化があっ

た。前 2 回とも色鮮やかなドレスがほとんどで
あったが、今期は様々な表情を持った黒をメイン
に白へのグラデーションカラーのみでの構成。メ
ンズとナポレオンコートのようなマスキュリンな
パンツスタイルに心を惹かれた。

チャイナファッションウィーク

それまでのスタイルから急に変
化したヒモドレス（?）。

最後にステージに現われたのがこれ･･･。おそらく「チベット」をイメージした何かであろう。筆者にはチベットに
生息するヤク（ウシ科の哺乳類）のお化けに見えた。北山さんは「この部分だけはノータッチよ、私が何を言っても
仕方ない、デザイナーのアイデンティティーだからね」とおっしゃっていた。
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【第18回JeanWest チャイナ・カジュアルウエ
ア・デザインコンテスト】

以前からぜひ見たいと思いながらなかなかチャ
ンスのなかった中国のジーンズ・カジュアルブラ
ンド JeanWest 真維斯によるデザインコンテスト。
1993 年スタートで今回が第 18 回目となるこのコン
テストは中国ファッションデザイナーズ協会（中
国服装設計師協会）、中国服装協会と JeanWest を
有する真維斯国際（香港）有限公司の合同主催、
中国紡織教育学会、香港貿易発展局、香港ファッ
ションデザイナーズ協会などの協賛での開催。今
回は全国の大学・大専 230 校から合計で 5,645 作品
がコンテストに参加、6 月末に初回選考が行われ
80 作品が 4つの地区予選に進み、最終的に 20 作品
に絞り込まれこの日のステージで披露された。

会場に足を踏み入れるとものすごい熱気。観客
のほとんどが 10 代から 20 代前半の恐らくファッ
ション関係の学生たちのようだ。すでに満席の客
席の隙間を縫うように立ち見の人が溢れ、一目見
ようと入口の狭いところにも人がごった返してい
た。筆者も入口付近で、なんとか人と人の隙間や
腕を伸ばして必死に写真を撮った。残念ながら優
勝した北京服装学院の学生、馬麟（女）の作品
「NOW」はピンボケの写真ばかりで誌面に掲載で
きないので、興味のある方は下記 URL を参考にし
ていただきたい。
http://lady.163.com/photo/17N80026/3557_55.html
http://lady.163.com/photo/17N80026/3557_51.html
http://lady.163.com/photo/17N80026/3557_52.html

海外動向

黒から白までのグラデーションカラーのみで構成されたコレクション。
様々な表情を見せるニット素材が印象的。写真では少ないがナポレオン
コートスタイルのパンツルックがドレスとは対照的にマスキュリンな印象。

拍手に答える潘怡良。

今回のテーマは『成長 ING』。若い子たちは単語の後ろに“ING”をつけ
て「～してるところ」という表現をする。例えば「恋愛 ING」で「恋愛
中」というように。

ステージ上の「60」と「30」は中国建国 60 周年と改革開放 30 周年を記
念して。
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チャイナファッションウィーク

長髪にヒゲのメンズモデルは今まで見てきたCFWのステージでは初めて（中右）。CFWは春夏コレクションだが、作品のほとんどが秋冬スタイルだっ
たのは 11月に決勝戦が行われることを考えての学生達の計算？

コンテスト中「ヘタな有名デザイナーのメンズ服のコレクションよりよっぽどカッコイイ」と思って写真を撮りまくっていたら、2位を受賞した作品。
惠州学院の男子学生王家耀、徐定成による「searching 尋覓」。

個人的に一番好きだった作品「 （駆け出せ、かかし）」福建師範大学の男女コンビのデザイン。， 草人 3 位受賞は天津美術学院の郭凱
（男）の作品「紙飛行機」。
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【Lea Seong 成受燕2010 SSコレクション】

韓国からは 3 回目の参加となる成受燕の LS。彼
女は韓国中央大学服装デザイン科を卒業、ニュー
ヨークパーソンズスクールに留学、留学時代はカ
ルバン・クラインで研修をしていたという経歴を
持つ。2008 年に上海に会社を設立し、CFWへの参
加もスタート、中国デザイナーズ協会初の外国籍
の名誉会員にもなっている。

テーマは“Flapper”1920 年代の先進的な女性を
指すこの言葉のとおり、軽やかなジャズに合わせ
てボブスタイルのモデル達が身にまとうのはシン
プルに見えながら非常に凝ったデザインのドレス。
今期 CFWの中で見ていてとても楽しいショーの筆
頭であった。都合により途中までしか見られな
かったのが非常に心残りであった。

海外動向

ジャズに乗せてランウェイに繰り広げられたギャツビースタイルのコレクション。バックスタイルも印象的。

【旭化成　中国ファッションデザイナークリエイ
ティブ大賞】

今回旭化成主催のクリエイティブ大賞を受賞し
たのは、大手メンズアパレル七匹狼のデザイナー
も務め、CFWのゴールデンアワードをはじめ数多
くの賞を受賞、国内トップベテランデザイナーの
一人でもある劉勇。1987 年に広州美術学院服装デ
ザイン科を卒業し翌年に第 1 回中国青年ファッ
ションデザインコンテストでなんと 1，2，3 位を

総なめにしてから国内デザイナー界のトップに立
ち続けてきたデザイナーと聞いて期待は高まった。
今回の作品のテーマは「月宴」。言葉から想像で

きるようにカラーは深いブルー、群青色、同時に中
国の青磁を思わせる白地に青のプリントなどがメイ
ンカラーとなっていた。ベテランらしく奇抜になり
過ぎないシックなドレスが披露されたが、“クリエ
イティブ”という言葉から期待するほどの新鮮味が
感じられなかった、というのが正直な感想である。
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チャイナファッションウィーク

ショーの前には、ファッションデザイナー協会の王慶主席、
旭化成首脳陣が出席しプレス発表が行われた。写真の中央
が今回の受賞者、劉勇氏。右は劉氏デザインのドレスを身
にまとった中国トップモデルでかつて旭化成のイメージ
キャラクターも勤めた莫万丹。

カクテルドレスからイブニングドレスまで「これでもか～」という怒涛のコレクション。1点 1点は素敵なのだか変化に乏しく後半からはお腹イッパイ
です感が否めなかった。前述の北山さんの「中国デザイナーのショーは“ストーリ”に欠ける」という言葉を思い出した。
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【11月8日　ROSEW 瑰黛薇　劉薇
2010 SSコレクション】

旭化成クリエイティブ大賞の初回受賞者であり
大手アパレル杉杉集団と合同で北京杉杉黛薇服装
有限公司を有する女性デザイナー劉薇。中国デザ
イナーの中でも中堅どころ、安定した実力と業界
にも影響力をもつ彼女の作品は店頭に並んでいそ

うな既製服からオートクチュール系のドレスまで
安心して見られるショーであった。昨年の東レ
TOREX スポンサーの「ファッション大賞選考パー
ティー」時に披露されたシルックデュエットμ
（ミュー）に興味を持った劉薇は、今回特別に東レ
から素材を取り寄せ、5点のドレスを作成した。

海外動向

満月と星空を背景にモデル達を従えテレサ・テンの名曲『月亮代表我的心』を口パクするデザイ
ナー本人。この演出はちょっとどうかと思ったのは筆者だけだろうか？

普段使いの出来そうなワンピースからイブニングドレスそしてウェディングドレスまでしっかりとした構成のショーであった。
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【芳芳　李小燕2010 SSコレクション】

1994 年にブランド芳芳を立ち上げた李小燕は国
内でも既に多くの賞を受賞しているベテランの女
性デザイナーである。CFWに参加するほとんどの
デザイナー、ブランドが煌びやかで華やかな
ショーを繰り広げる中、彼女のショーは生成りカ
ラーのみで展開する静謐な印象を与えるショーで
あった。今回、彼女は最高の賞であるゴールデ
ン・アワードを受賞したのだが、実は今回の最有
力候補は冒頭で述べた北京オリンピック公園で
ショーを行った郭培であった。あるメディアには
「数千万元をかけて作りあげたショーがどんなに多

くみても 10 数万元のショーを行ったデザイナーに
負けた」と評されていた。その原因として「もし
も、ゴールデン・アワードが芸術性を評価するも
のであれば郭培が賞を取っていたかもしれないが、
ファッションは芸術の一部ではあるが芸術作品で
はない」とし、李小燕のデザインするシンプルで
“ナチュラル”“エコロジカル”という時勢に合っ
たコレクションがより高く評価された、と論じて
いた。今回の李小燕の受賞を機に「これでもか、
これでもか」という CFW の“ザ・中国”的な
ショーが、より実用性の高い簡潔でシンプルなも
のにシフトしていく可能性があるかもしれない。

チャイナファッションウィーク

東レの素材シルックデュエットμ（ミュー）を使用した作品。写真提供：北京杉杉黛薇服装有限公司
下右）拍手に答える劉薇。
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海外動向

コレクションのトップは莫万丹。ステージも非常にシンプル、ステージの上手にははたおり機が置かれていた。

ショーのテーマは「大地投影 Land Projection」。“行走的生命
Walking Life”“地平線上 Over the Horizon Line”“大地容顔
Appearance of the Earth ”という 3つのシリーズに分けられ
たコレクションはすべて生成り 1色で構成されていた。
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【11月9日　“TOREX”チャイナファッション
大賞・エバリュエーションパーティー】

東レチャイナ（TCH）が CFWの SS コレクショ
ン最終日に発表されるファッション大賞の選考
パーティーのスポンサーとなるのも今回で既に 4
年目、CFWのイベントでもすっかり定着してきた
感じである。CFWの最終日、朝から開催されてい
る中国ファッションデザイナーズ協会の理事会に
参加している業界のリーダーたちが昼食をとりな

がら、夜に発表されるファッション大賞の候補者
たちの最後の確認をする場である。企業トップ、
デザイナー、教育関係者、メディア関係者など業
界に携わる面々が久しぶりに顔を合わせるという
こともあるのだろう、毎回アットホームな雰囲気
で候補者達の挨拶には大きな拍手や歓声が上がる。
パーティー終了後協会理事は引き続き会議を行い、
この日の夜の受賞者が決定されるのである。

チャイナファッションウィーク

D・PARK 内にあるデザイナーズ協会の事務所。パーティー当日には巨大
な TOREXのイメージポスターが。

パーティーにはデザイナーズ協会の会員であるデザイナー、アパレル企業
代表、メディアなど業界人が集まる。

左より王慶主席、東レチャイナ（TCH）岡本総経理、東レ北京事務所東所長、東レ
チャイナ（TCH）鈴木副部門長。
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【北服－Raffles 国際学院　卒業生作品発表会】

毎回筆者が楽しみにしている学生たちの卒業作
品発表、今回は北京服装学院とシンガポール
Ruffles の合同のファッションスクールの学生のス

テージを見学。非常に誇張された自由な発想のデ
ザインからリアリティーのあるものまで、バラエ
ティーに富んだ作品の中から未来のデザイナーた
ちが生れてくるのだろうか。

海外動向

中国優秀モデルに選ばれた 10 名、最後のアピール。この後の会議で最優秀モデ
ルが決められる。

中国を代表するデザイナーたち。左から王玉涛、劉薇、曾鳳飛、李
小燕、楊紫明。

ショーのチケットの裏側にはすべて TOREX のイメージ
広告が印刷されている。

1番手として登場した作品。一瞬会場がザワついた。この作品はその後多くのメディアにも取り上げられていた。
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チャイナファッションウィーク

思いつく限りのポップなパステルカラーを使ったような楽しい作品。 こちらも多色使いだが、くすんだ色彩とその配色は独
特の衣装文化をもつ少数民族ミャオ族の刺繍を思い出
させる。

筆者のお気に入りはこちらのアーミー・シリーズ。ウールの柔らかさと軍服風デザインのハードさが上手くまとまっている。カラーも落ち着いたカーキ。
“オレンジ”というより故宮を取り囲む城壁を思い出させる朱色が刺し色に。

薄いベージュの素材に描かれたフラワープリントが一瞬タトゥーに見えたボン
デージ風の衝撃的な作品。
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海外動向

銅賞を受賞した劉芬の作品はシンプルに黒のみで。

金賞を受賞した孫馨の作品は細かいカッティングを施した皮素材と、水墨画風のプリントの施され
た布帛素材との組合せ。
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【北京服装学院　中山装コンセプトコレクション】

中国でファッションを学ぶ若者にとっての憧れ
の場所である北京服装学院、毎回趣旨の異なる
テーマのショーを見せてくれるので楽しみにして
いるショーのひとつだ。今年は建国 60 周年を記念
し“中山服”つまりあの人民服をテーマにした
ショーが行われた。参加したのは、13 名のデザイ

ナーやアーティストたち。“中山服”という
“ファッション”とは程遠い共通のモチーフから生
み出された 50 のスタイルは、その面影を残すもの
から全く異なる外観のものまで非常に興味深く面
白いショーであった。ぜひ、美術館などでトル
ソーに着せ展示されたものをじっくりと見てみた
いと思った。

チャイナファッションウィーク

最後にはすべての作品と学生たちがステージに上がり観客から拍手を浴びた。

ニットの作品で銀賞を受賞した付 。 金賞受賞者の劉芬、モデルと一緒にランウェイを満面の笑顔で。



繊維トレンド　2010年 1･2月号60

海外動向

最後にすべての作品がステージ上に並んだ様子は壮観。

参加メンバーは下記の通り
劉元鳳・北京服装学院　学院長　教授　
李克瑜　北京服装学院　教授
賈 林 北京服装学院　副院長
彭峰　北京大学　教授　美術評論家
丁方　南京大学　教授　芸術家
朝戈　中央美術学院　教授　芸術家
石大宇　台湾著名デザイナー
喩高　北京服装学院造型系　副教授
郭暁曄　北京服装学院芸術設計学院　副教授
賀陽　北京服装学院芸術与工程学院　副教授
楚艶　　同上　　教師
劉衛　　同上　　教師
高偉　北京服装学院芸術設計学院　教師



61繊維トレンド　2010年 1･2月号

【白領 2010 SS コレクション“幸福 6 号”と
チャイナファッション大賞授賞式典】

春夏コレクションの最後を飾るのはこれも恒例
となっている中国高級レディースブランド白領
WHITE COLLAR のコレクションとそれに続くチャ
イナファッション大賞の受賞式典である。自他共
に認める国内トップブランド白領のステージは
年々創意工夫を凝らしたものになってきている。
今回もテーマとなった「幸福 6 号」の 6 という文
字をかたどったステージで女性の幸せ「仕事」（こ
れがトップに来るところが中国らしくて素晴らし
いと思う）「余暇」「家族」、それぞれのシーンでの
スタイルを提案する、という趣向。各シーンの間
には「相声」という中国式漫才が披露されたが、
正直下手なパントマイムで意味が分からない部分
も多く全体の流れから見ても場違いな感じが否め
なかった。それ以外は非常に完成度の高いショー
で、肝心のスタイルも日常のシーンからちょっと
したパーティースタイルまで実際に着こなせるも
のが多く、筆者が CFWで白領のショーを見始めた

ころに比べるとより身近なものになってきている
ことを実感した。
続けてチャイナファッション大賞の各賞の受賞

者の発表と授賞式が行われたが、前述したように、
最高の賞であるゴールデンアワードには絢爛で独
特の中国的なスタイルを全面に押し出したデザイ
ナーではなく、よりシンプルなデザインを提案し
た李小燕が選ばれた。恐らくこれまでも心の中で
多くの関係者が感じていたのではないだろうかと
思われることが、今回の結果を受けて多くの関係
メディアでも取り上げられていた。それはつまり
「伝統的な“中国スタイル”いわゆる、青磁・中国
結び（チャイナドレスのボタンに見られる組紐の
ようなもの）・牡丹・水墨画・龍と鳳凰の刺繍、
があれば必ず CFW で高い評価を得られ人気が出
る、というのはもういいのではないか？」という
ことだ。今後の CFWの歴史の中で、もしかすると
今期が大きな転機であったと位置づけられること
になるかもしれない。

チャイナファッションウィーク

ワークタイムではスーツ姿の男性モデルを背景に働く女性のファッションを提案。女性上司と男性部下という構図
は中国ではひとつも珍しいものではない。



繊維トレンド　2010年 1･2月号62

海外動向

余暇では、カップルやファミリーや犬を連れて公園でくつろぐ風景を背景にカジュアルなスタイル提案。ステージ上に子供たちや犬が現われると客席から拍手。

パーティータイムでは白領の真骨頂の華やかなドレススタイル。

老夫婦のモデルが登場し、ファミリー揃っての記念撮影の風景。

純白のウェディングドレスをまとった花嫁と花婿を囲んでの白領のショーは終了。 最後に恒例となったデザイナー陣の登場。
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チャイナファッションウィーク

外国企業として４年にわたるスポンサーシップを続けている東レチャイナ
に対し特別賞が与えられた。ステージに上がり特別賞を受ける岡本社長。

ファッション大賞女性モデルを受賞した単靖雅（左）、同じく男性モデル
受賞の王暉（右）、ゴールデンアワードを受賞した李小燕（中央）。

チャイナファッション大賞 2009 年度受賞式で発表された各部門受賞者は下記の通り。

1．ファッション大賞

メンズウエアデザイナー： 楊紫明
レディースウエアデザイナー： 郭培
メイクアップアーティスト： 汪立華
ファッションフォトグラファー：李明放
女性モデル： 単靖雅
男性モデル： 王暉

2．チャイナファッションウィーク・ブランドデザインアワード

レディース： 郭培（郭培）、EACHWAY（趙卉洲）、COCOON（應翠剣）
メンズ： Beauty Berry（王玉涛）、Fengfei・ｚ（曾鳳飛）、VLOV（呉青青）
ドレス： 蔡美月（蔡美月）
ウールファッション： 羅（劉芳）、米皇（祁剛）

3．特別賞

成受燕（韓国ファッションデザイナー）、Gilles Marie（フランスファッションフォトグラファー）、
岡本秀宏（東レチャイナ総経理）

4．第15回中国優秀デザイナー10名

黄潔、劉芳、董懐光、王培娜、劉小飛、潘怡良、應翠剣、肖紅、魏華、呉吉

5．第14回中国優秀モデル10名　

単靖雅、馬青、鳥蘭托雅、李超、李霄雪、王詩晴、朱楠、郭思雅、沈麗麗、韓

6．第13回中国ファッションデザイン・ゴールデンアワード　

李小燕：芳芳ブランドデザイン総監
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