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海外動向〔中国繊維ファッション業界誌紹介〕

『中国制衣　CHINA APPAREL』を紹介する

にあたって

こちらで中国アパレル企業の方々と接してい

ると、“世界の工場”として、ひたすら OEM 生

産を行ってきた中国アパレル業界が大きな転換期

に来ていることを強く感じる。元の切り上げ、人

件費の上昇といった様々な要因による“安価なコ

スト”神話の崩壊は既に始まっており、中国で生

産を行ってきた外国企業の中にも、コストだけな

ら他のアジア諸国へと方向転換を図るところが出

てきている。意識の高い経営者は、コストで勝負

するだけではなく、技術の向上が必須であること

に気づき始めている。

また、中国国内市場においては国民の購買能力

が上昇する一方、世界中から参入してくるブランド

との激しい競争が待ち受けている。さらに、海外で

のショッピングを楽しむ富裕層や、様々な媒体を通

して世界の流行を知る消費者は、ただ物を作れば売

れた時代と同じ商品では満足しなくなっている。

こうした状況の中、いわゆる“川上から川下”

すべての面においてレベルアップの重要性と必要

性を認識はしているが、どこからそのノウハウを

学べば良いのか分からない、という声をいろいろ

なところで耳にする。

こうした業界の声に着目、業界を啓蒙する役割

を果たしているのが2005年 3月創刊の『中国制衣』

誌だ。現在中国では『中国服飾報』『服飾時報』『中

国服飾』『中国紡織』といった業界向けの雑誌や新

聞が発行されているが、これら既存のメディアとの

違いは？　という質問に、中国制衣雑誌社の葛奇鵬

常務副社長は以下のように答えてくれた。

「アパレル企業の経営に深く結びついた内容と

いうのが、我々『中国制衣』の最大の特徴。そし

て、企業管理・生産・販売のより一層の発展と、

コンサルティング的な情報提供により企業の抱え

る問題の解決を図り、企業管理者の経営能力をレ

ベルアップさせることが、最大の目的である」

中国において生産・販売を行う（行おうとす

る）日本の企業にとっても、今の中国繊維アパレ

ル業界が何を問題点とし、いかに解決し、どのよ

うにレベル向上を図ろうとしているのかを知るこ

とは、非常に重要なことだと思う。こうした情報

の中に、ビジネスのヒントやチャンスが隠されて

いるのではないだろうか？　　

China News
在中国スタッフレポート　第1回

今月から、東レ経営研究所『中国繊維ファッションビジネス研究会』在中国研究員の横川美都が、現地にいる

からこそ！　という業界情報などを、毎号お届け致します。

初回は、中国進出を目指す企業であれば、注目したい媒体の一つ、中国業界誌『中国制衣　CHINA

APPAREL』をご紹介します。

横川 美都（よこかわみと）
研究員

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年より 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。
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『中国制衣　CHINA APPAREL』の概要

創　　刊： 2005 年 3 月

主　　宰（主管）：中国紡織工業協会 Ch i n a

National Textile Industry

Council 

主　　催（主o）：中国紡織信息中心 China

Textile Information Center

目　　的：生産と市場、技術と芸術を結びつけた

実用性と指導性のあるアパレル業界の

総合専門誌。

アパレル産業全体において、各専門分

野の実際的な手段方法から、最新の業

界ニュース、専門家の観点、さらに小

売という最終現場での情報を通じて、

企業経営者層の指導力と競争力を高め

るのが目的である。

読 者 層 ：設備、生地、副資材業者、アパレル生

産工場から販売業にいたるまでの“ア

パレル”に関わるすべての企業の中高

層の管理・責任者及び経営者を対象読

者とする。

発行部数：50,000 部（2006 年度は 8 万部、2007

年度は 10 万部の発行計画）

メイン販売ルート 
全国郵送　30％ 
 

直接販売　10％ 

各地支店などでの 
直接販売　45％ 
 

各地関係組合などでの 
販売　５％ 

専門代理店での 
販売　10％ 
 

図表１　販売ルート内訳

出所： http://www.chinaapparel.com.cn/
価格：毎月 1冊の発行　1冊 28 元

 地区 発行部数 地区 発行部数  

 北京 4,000 アモイ 1,000  

 上海 5,000 ハルピン 1,000  

 広州 4,000 瀋陽 1,000  

 深M 4,000 大連 1,000  

 南京  1,500 青島 1,000  

 無錫 2,000 石家庄 500  

 常熟 2,000 鄭州  500  

 杭州 3,000 武漢 1,000  

 嘉興 2,000 重慶 1,000  

 寧波 3,000 成都 1,000  

 温州 3,000 西安 500  

 泉州 3,000 その他 4,000  

図表２　　地域別発行部数内訳

出所： http://www.chinaapparel.com.cn/
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内容構成
１．総合情報（30％）

国内外の業界の最新の情報と動向、国の重要

政策、イベントなど。

業界の注目情報や問題点などの分析、成功例

の解説や失敗例の問題点の研究などを通し、

企業の経営実務に即した情報を提供。

２．技術関係（40％）

第一線の生産現場における管理者に焦点をあ

て、新技術や問題点などを深く研究しやさし

く解説する。

生地、副資材、設備、生産管理の方法、技術

の要点、検査基準といった幅広い内容を含む。

３．販売技術（30％）

商品陳列、ウインドーディスプレイなどに注

目し、世界的ブランドの最新のディスプレイ

を解説すると共に、売場マネージャーのイン

タビュー、フランチャイジーとしての心得、

国内外のマーケット情報や、エンドユーザー

への販売における具体的な対策を紹介。

目次紹介：2005年7月号

『中国制衣』の許可を得、参考として、

昨年 7月号の目次を翻訳、紹介する。

表紙：MaxMara 北京国貿店

巻頭の言葉：

輸出管理新政　炎となるか、海水となるか？

国際インフォメーション

国内インフォメーション

今月のキーワード：

“突`d：包囲を突破する”

“洗牌：洗礼を受ける中国ブランド”

“考e：試練”

カバーリポート

フォーカス：中国アパレル産業重点地域　江蘇省編

～風はどちらに向かって吹くのか？～

産業：ひらひらと舞い踊る呉 1 アパレル　

・天下 3分の 1

・江蘇繊維アパレル産業の発展における

3つの特徴

・江蘇アパレル業発展の方向：ブランド大省 2へ　

分析：

・視野を広げろ ‘ブランド’をかかげて

・優勢を保て‘メイド　イン　江蘇’のレベ

ルアップ

・力をあわせより強固に　提携により共に勝

ち組に

マーケット：

4つの重要都市のファッションマーケット

・南京： 3大商圏の特色

・無錫：商業におけるサービスの欠落

・蘇州：精緻な街並

・常熟：小さな街の大きなマーケット

コラム：江蘇アパレルに欠けているものは？

江蘇繊維アパレル輸出における 4大問題

――――江蘇省企業調査局の調査報告より

専門家による見解

・江蘇はアパレル生産基地への大転換のチャ

ンスをつかみ取れ

（中国服装協会副秘書長　周紹寧）

・アパレル大省よ、危機感をもて（江蘇省服

装教会常務副会長兼秘書長　郁冰）

・江蘇アパレルのブランド文化

（東華大学教授　卞向陽）

・江蘇アパレル企業はアップグレードという

試練に直面している　

（北京連合時代管理コンサルティング公司

首席顧問　楊大g）

１　江蘇地域の古称
２　省：国の行政区分は省・市・県・f（鎮）に分けられる。省レベルでは台湾を除く22の省、5つの自治区、北京・上海を含む
4つの直轄市、香港・アモイの 2つの特別行政区がある。
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スペシャルリポート

政府は企業の願いをかなえるための政策を決定

海外貿易に新しい局面が出現

特集

【韓流の反響】

集中効果＋緻密な戦略＝韓流の流行

・“追随することへの疲労”後の選択

・“集中効果”の威力

・第二次“韓流”はさらに激しく

・“模倣”から“借h”

・緻密～マーケット戦略、その成功の方法

韓国アパレル

・文化的な競争力に基づく勝利の要因

・成功のキーワード：中国の消費者の需要を

掴み取れ

・文化的競争力：韓流をこじ開けた梃子

コラム

● テキスタイル・アパレル産業がレベルアップす

るための私見

（北京大学城市と区域計画学部　王緝慈）
●強力なブランドを創り上げることは容易ではな

い（国際ブランド時装発展管理中心首席顧問

王翔生）

サロン

● アパレル企業はどのように卸売型ビジネスから

ブランド型ビジネスに移行したらよいのか？
●生産型企業のブランド戦略

ビジネス　エクスぺリエンス

● ユニフォーム・マーケット：

一部の人々に舌なめずりをさせる大きなケーキ　
●いかにして、アパレルブランドの経営・販売ス

キル研修の効果アップを図るか

難点…知識の差による理解力レベルの相違

専門的資質の差による知識力の相違

地域による消費の差による関心度の相違

経営方式の差による執行力の相違

講師のレベルの差による研修効果の相違

対策…受講者主体をはっきり意識させ、興味

あるテーマを選ぶ

実践型講師と理論型講師による双方向

からの講義

長期型プログラムと受講体系の構築

研修後の追跡調査による研修効果の理解
●ブランド代理業とパターン・マーケット

（注：“i板＝パターン”とは、ここでは代理商

のための“榜i＝手本”と定義されている）

・パターン・マーケットってなに？

・パターン・マーケットとマーケット戦略の

関係を十分に考慮すべきである

・パターン・マーケットの規範化を創り上げ

るか

・パターン・マーケットは、速やかな利益回

収のためだけではない

・現地化経営、ターゲットを絞ったパター

ン・マーケットの構築の必要性
●店内に“賊”がいる：

～ショップ内での万引き防犯方法～

・什器等の配置方法

・ハンガーの変更

・高価な商品には鍵を

・警告を表記した下札を 1種類追加して

・更衣室の管理をしっかりと

・店内にも表示

・必ず警察に通報を
●割引特価の嵐の中をいかに生き抜くか

・互いに渦巻く嵐に巻き込まれ

・消費者の支出を抑制するのか刺激するのか？

・売り場からの要求には積極的な応対で

・琵琶を逆さに奏でるのも、ブランドのスタ

イル構築の方法である

ディスプレイ

5 大“M”ブランド：インターナショナルブラ

ンドのイメージディスプレイ

・Marc Jacob〔地点：北京国貿商城〕

・Max ＆ Co〔地点：北京国貿商城〕

・Morgan〔地点：杭州西湖フラッグショップ〕

・MOISELLE〔地点：上海梅龍鎮伊勢丹〕

・MANGO〔地点：北京王府井東方新天地〕
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MaxMara ：プレーンでリアリティのあるスト

アデザイン

報喜鳥 baoxiniao ：ディスプレイは製品を芸術

品に変える　～報喜鳥の VMD担当張靖氏がデ

ィスプレイとアパレルデザインについて語る～

国内マーケット

上海アパレルリテール・マップ

・高級品と安物とが入り混じった商業エリア

徐家j

・“中華商業圏第一のストリート”南京路

・ラグジュアリーなショッピングストリート

淮海路

・かつての庶民の商店街　四川北路

・東北の新スポット　五角場

・交通ジャンクションがもたらした繁栄

中山公園

・浦東の上海新商業区

・上海、地下小売店商業エリア

国際マーケット

アパレル貿易における電報為替詐欺を防ぐために

テクニカル　プラットフォーム

クールスーツ：オフシーズンの注目セールスアイ

テム

コンピューターグレーディングでの常用 3技術

コンピュータープリントと伝統的プリント

：勝者はどちら？

ディスカッション

Sapphire ：

コンピュータープリント機の中の“エメラルド”

ファブリックと副資材

Sympatex ：ドイツからやってきた“防風、防水、

透気”のハイテク生地

ボタン：“画竜点睛”の選択

・ボタンを選択する際に遵守すべき 2つの

基本原則

・ボタン選択のテクニック

展示会情報

ＢＢＳ

中国アパレル、発展のキーワードは

“陳列：ディスプレイ”“品牌：ブランド”

“走出去：グローバル化”

誌面に目を通したときにまず印象的なのは、

ディスプレイに関する記事の多さである。毎月

の表紙は、国内の大型ブランドのショップ・デ

ィスプレイ。そして、8 月号 GIVENCHY、10 月

号Max & Co.、12 月号 Paul Smith というように、

毎月必ず海外ブランドの国内ショップのディス

プレイに関する、写真と詳細な解説が掲載され

ている。さらに、「売場での色彩デザイン」（8 月

号）「ディスプレイにおけるライティングデザイ

ン」（9 月号）といった具体的な技術から、「“ス

7 月のディスプレイはMaxMara と報喜鳥
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トーリー”を創造せよ」（8 月号）といった全体

イメージの構築について、写真を多用し解説し

ている。また、これらの応用とでもいうべき

「バーチャルブランドの店舗デザイン　2 例」（8

月号）や、経営者がこうした仕事を専門に行う

スタッフを採用する際の注意点なども論じられ

ている。

まだ誌面にはないが、日本でも比較的新しい

“VMD”という概念が登場するのに、それ程時間

はかからないであろう。12 月号では鋭視覚陳列

公司のディスプレイデザイナーが、中国のレディ

ースブランド LISA SMILE の店内ディスプレイの

変更を行うという特集が組まれている。いわゆる

ビフォアー＆アフターの写真と、デザイナーによ

る解説が掲載されているが、そのコメントの中に

「キレイに見えるか」だけではなく、「消費者の購

買心理に基づいて」「いかに消費者の目に触れる

ように」商品を陳列し、「購買力を上げるか」と

あるのが、その表れではないだろうか。

また、中国企業がブランド構築の重要性を認

識、さらにグローバル化を目指していることを強

く感じる。

技術的なことは、具体的な図や表を用いて詳しく解説している

上からMaxMara、GIVENCY、Paul Smith
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8 月号のカバーレポートで特集されている福建

省のアパレル企業について、その成長の鍵は“ブ

ランド”にあるとして、七匹狼（1990 年設立の

国内有名メンズアパレル）をはじめとする 12 の

福建ブランドのコンセプトとその戦略を紹介。11

月号ではブランドロゴの重要性について、シャネ

ルを例に挙げ、シャネルマークや、アイコンであ

るキルティングの菱形、カメリア、パールについ

て、ブランドイメージと共にその意味合いを説明

している。そして“民族的であることが国際的で

ある”とする旧来の考え方に対して、ブランドロ

ゴも世界中からインスピレーションを受けた真に

国際的なものを作り出さなければならないと説い

ている。

経営面においても複数ブランドを扱う香港企

業 I.T の成功例を紹介するなど、様々な意見やヒ

ントを与えている。

グローバル化という点では、『中国制衣』自身

が 9月号から巻末に英文による記事の要約をスタ

ート、10 月号から海外の情報誌の記事を掲載、

さらにアメリカ、フランス、イタリア、オランダ、

香港、そして日本にいる記者からの海外情報を盛

り込むなど、内に向かっても外に向かっても国際

化を目指している。

10 月号では、「北米アパレルマーケットへの機

は熟した」というテーマで中国企業の北米への進

出の可能性を示唆。アメリカとカナダのマーケッ

トや消費者の好み、需要、販売方法などを分析し、

市場にあった商品開発の必要性、消費者に対する

戦略、さらには他の海外企業への対策といった多

方面にわたる方策を持って、臨むようにと説いて

いる。

また、11 月号のカバーリポートでは「中国ア

パレル企業の「走出去（中国語で“外に打って出

る”の意）は夢ではない」と題し、中国企業のグ

ローバル化について様々な観点から意見を述べて

いる。その内容は単純に、製品を海外に出す、と

いうことだけではなく、海外での工場設立、人材

育成のための海外での研修、世界に通用するブラ

ンドの構築、さらには、他国と競争できる“コス

ト”だけにたよらない付加価値をつけた製品の開

発から、貿易摩擦の中で自らの優位性を築き上げ

る、といった多角的なものである。

法を知って、法を守れ

国内では、その独特の手段と処理能力で問題

を解決する中国企業でも、グローバル化の中では

国際ルールに基づいた対応をしなければ、大きな

LISA SMILE の店内ディスプレイ　左が変更後、右が変更前

グローバル化、まずは誌面から
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損害を受けることは間違いない。しかし、地方の

工場の管理者達のこうしたことへの関心と意識レ

ベルがまだまだであるのも、中国アパレル業界の

現状である。『中国制衣』はこの状態に警鐘を鳴

らし、事例を挙げ彼らの意識改革を促す努力をし

ている。

7月号では、広州と山東省のある工場が欧米企

業との貿易取引の際に受けた、電報為替詐欺につ

いてその事例と、問題点及び注意点を紹介。コラ

ムでは「T/T」「D/A」「L/C」などの貿易用語の

解説もされている。

8 月号では、「知的財産権軽視への対価」と題

し、近年、中国企業に対する海外企業からの知的

財産権侵害の訴訟問題が増えていることについて

事例を挙げ紹介している。海外のＯＥＭ生産をメ

インとする中国企業にとって法を知り、それを守

ることで、無駄な損失を抑え世界的な信用を得る

ことの重要性を説いている。

9 月号では、CPSC（アメリカ合衆国消費者製

品安全委員会）が 30 年間にリコールをしたアパ

レル製品について、写真入で詳細な分析を行い、

また、11 月号では「商標保護を軽視するな」と

題し、アパレル業界において必要とさせる知的財

産権「商標権」「概観デザイン権」「版権」という

3 つの権利を関連する法律と共にその意味、実際

に起きた訴訟問題、賠償金などを詳しく説明して

いる。

日本関連の記事

日本のハードに関する関心の高さが誌面から窺

える。9月号では8月に上海で開催された中国国際

縫製設備展覧会（CISMA2005）に絡めて、ジュー

キミシンとヤマトミシンが特集され、記者による両

企業の経営陣へのインタビューも行われている。

日本市場について述べたものには、11 月号

「ポスト・ユニクロ時代の日本カジュアルアパレ

ルマーケット」がある。産業機構そのものが大き

な転換期を迎えている中国アパレル企業にとっ

て、日本のカジュアル服マーケットの流通チャネ

ルや代表的な企業、その経営方式を深く知ること

は意義のあることだと指摘する。また、日本のカ

ジュアル市場は既に“ポスト・ユニクロ”時代つ

まり SPA の成熟期に入っているとし、大型アパ

レル企業、商社、カジュアル専門店から GMS に

至るまで様々なスタイルで SPA 方式を取り入れ

ていると紹介。しかし、全体としてアパレル製造

業は自らの手で消費者への販売に重きを置かず、

大型百貨店、GMS に依存したために発言力が弱

まり、自らの意思でブランド構築をすることがで

きなかったと分析している。

日本技術への興味は尽きないようだ
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海外動向

中国との関係においては、日本への輸出用商

品を生産することにより、生産工場の品質とデザ

イン力がアップしたと評価している。そして、例

えば 10 年前の日本ではショッピングモールとい

う販売チャネルや SPA 方式が軽視されていたこ

とを例に挙げ、中国の一歩先を行く日本のマーケ

ットを研究することにより中国企業が学ぶことは

多いと述べている。

また、12 月号では日本人女性がオーナーであ

りバイヤー兼クリエイティブディレクターを務め

るセレクトショップ『AIAIA』を取材している。

静かな住宅街にある 3階建ての古い洋館を改装し

た店内に、オーナー自らがパリやミラノなどで買

い付けてきたデザイナーブランドがゆったりとデ

ィスプレイされた空間と、彼女のショップに対す

るコンセプトや経営方法に記者が感動を受けたこ

とが誌面からも窺える。そして、ブランドが大き

くなればなるほど、そして店舗が多ければ多いほ

ど良い、とされている中国のファッション市場に

おいて、このような、一部のしかし確実に顧客と

なりうる人々のためのブランドやショップの可能

性を高く評価している。

最後に（私的感想など）

今回は、2005 年 7 月号から 12 月号までをじっ

くりと読み込んだが、誌面からは中国の産業を代

表する中国繊維アパレル企業の誇り、そして現状

に対する危機感と現状を打破しようという強い意

志が感じられた。まさに目覚めつつある獅子とも

言うべき中国と、我々は今後いかにして付き合っ

ていくべきなのだろうか？　ライバルとなるの

か、あるいは良き友となるのか？　いずれにして

も、相手をより深く理解することが必要になるこ

とは間違いない。そのためのひとつのツールとし

て『中国制衣』は非常に興味深い資料である。

個人的には、日本アパレル業界には、ミシン

などのハード面以外にもまだまだ、中国が持って

いない、そして必要としているノウハウがあると

思う。相互理解を深めるためにも、こうした業界

誌から取材を受ける日本企業や個人が増えて欲し

いと願っている。

『中国制衣　CHINA APPAREL』出版社
北京市東直門南大街 6号中紡大厦（東方花園飯店）
11層
www.chinaapparel.com.cn

ユニクロに対する評価は高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIAIA とオーナーの深山氏




