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はじめに

佐々木：こちらの協会のオフィスはとても立派で
すね。中国全土の百貨店の業績がいいので、それ
が反映されているのでしょうか。まずこの協会の
紹介と、その機能をお話し下さい。

范：それでは、この協会のことを少しお話ししま

す。中国百貨商業協会（ China Commerce
Association For General Merchandise）は、団体名
からもお分りの通り、百貨店を中心とした小売業
にかかわる業務を行っています。会員は中国の大
手百貨店ばかりで、約 10,000 店舗です。また、小
規模の店舗は、直接の会員としてではなく、協会
の下部組織が管轄しています。例えば山東省の商業
協会などは、そういった下部組織の 1つです。
当協会は 1990 年に設立されましたが、近年、中

国経済が全般的に発展している中、百貨店は中国
の GDP よりも高い成長率、毎年 2ケタくらいの成
長を維持しています。そういった状況の中で、当
協会も規模を拡大してきました。
主な業務として、当協会では毎年協会誌を発行

して、百貨店業界の状況を紹介しています。それ
から北京で毎年 3 月か 4 月ごろ中国百貨店業界の
シンポジウムを開催しています。これは年々国際
的なシンポジウムとして拡充発展しており、今で
は世界的にも認められるような催しになりました。
このシンポジウムには、日本の百貨店協会、韓国
や英国の百貨店協会なども参加しています。皆が
一堂に会し、それぞれ自国の百貨店業界の事情を紹
介し、交流し合っています。9 月の 16、17 日には
日本の百貨店協会の三越、伊勢丹、松坂屋、大丸
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などから 40 人位のお客さんがみえました。海外の
参加者の 6 割は日本の百貨店の社長、店長、マネ
ジャーです。

中国百貨店業界の現状

范：ご存知の通り、中国市場の成長には目を見張
るものがありますが、それでもなお、まだまだ中
国の消費の潜在力、特に衣料品の潜在力は高いと
感じます。百貨店では面積と売上高の両面で、衣
料品が約 60 ％を占めています。その商品のグレー
ドを見ると、以前のような中以下のレベルの商品
から、現在は中あるいは高級レベルに変わってき
ています。特に国際的に有名なブランドがどんど
ん取り入れられています。ドイツのHUGO BOSS、
イギリスの JOSEPHなどです。
ただ、日本の商品の割合はまだまだ少ないです

ね。距離的には近いのですが。

以前に、日本の業界紙の方とお話したのですが、
韓国の衣料品は、中国市場で日本の商品よりもよ
く売れています。品質からみると韓国はまだ中ぐ
らいのレベルですが、中国の消費者の嗜好に合っ
ているという理由があります。
ただし、日本ブランドの商品にも可能性がある

と思いますので、これから日本のブランドをたく
さん、中国に紹介したいと考えています。
海外のブランドで一番人気があるのは、やはり

LOUIS VUITTON ですね。バッグが中心ですが。
LOUIS VUITTON の客単価は約 2万元です。

佐々木： 2 万元というと、日本円で 30 万円くらい。
すごいですね。

范：はい。LOUIS VUITTON だけを扱うお店の売
上は年間約 2億元ですよ。
また、中国は新店オープンのスピードも非常に

速いです。年々、急速に数が増えています。現在、
北京には 6,000 ㎡以上の売場面積を持つ百貨店が
100 軒以上ありますし、上海にも 90 軒あります。
これだけたくさんの百貨店が開業している中で、
どの店もブランド品を必要としています。

佐々木：そうですね。日本でも LOUIS VUITTON
の売上げは近い将来、日本より中国の方が多くな
るだろうと言われています。そうなるんでしょう
ね、すぐに。

范： LOUIS VUITTON だけではなく、他の人気ブ
ランドも中国をターゲットにして進出してきてい
ますね。

激増する店舗数の今後

佐々木：先ほどお話にあった、百貨店の店舗数の
急増については、3年後あるいは 5年後の見通しは
いかがですか。

范：そうですね。今、日韓とか欧米の業界と交流
していますが、日本や欧米の百貨店業界は成熟し
て飽和している状態で、数としてはあまり増えず、
むしろ減っているそうですね。しかし、中国市場
では増え続けています。
ただ、今後も同じペースで継続して拡大してい

けば、日本や欧米のように、買収や合併、倒産な
どによってなくなってしまうこともあるでしょう
ね。実際に、既にそういう例もあります。

佐々木：では、現状で中国の百貨店の数はかなり
飽和状態に近いと思われているのか、あるいはもっ
と、例えばまだ 5割くらいは増えるとか、2倍にな
るのかという辺りはどのようにお考えですか。

范：現状では、北京や上海レベルの大都市はもう
飽和状態になっていると言えます。

佐々木：一級都市ですね。都会、各省の中心都市
はもう飽和状態であるということですか。驚きま
した。

范：一級都市の中でも、発展しながらさらに拡大
しているところもあるし、逆に店舗数が減少して
いるところもあります。1件1件のケースごとに、状
況はどんどん変わっていきます。消費者の欲求も変
わりますから、市場もそれに合わせて変わってい
かなければいけない。ですから例えば西部では 1つ
の新店がオープンしながら、東部のある店は閉めて
しまうということがあり得ます。でもそういった
飽和状態というのはあくまでも一級レベルの都市
のことです。三級レベルの都市などでは、まだま
だ発展していくのではないでしょうか。二、三級
レベルの都市というのは省政府の所在地である中
心的な都市ではありませんので、経済的にもまだ
発展段階です。農村部とは違いますが、我々のよ
うな一般的な市民が住むような所で、まだ完全に
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成熟している所ではありませんから、可能性があ
ります。

今後の課題－－差別化の必要性

佐々木：経済的に発展段階ということは、二、三
級都市に進出するのは大手というより恐らく中位
の百貨店ですね。翻って、一級都市は飽和状態と
いうことですから、一級都市の百貨店の戦略とし
てはグレードを上げていかなければいけない。恐
らく高級化を狙うでしょうね。
そうすると、この“中級”百貨店と“高級”百

貨店をどうやって差別化するかというのが、新た
な課題となると考えられますが、飽和状態になっ
た百貨店業界や各企業の現在の悩み、さらにこれ
からは、こういう点を変えていこうといった課題
などについて、お話ししていただけますか。

范：その点に関しては、中国の百貨店は、日本の
百貨店と同じように自社の特色を押し出すという
ことに力点をおくことになります。日本では伊勢
丹や三越は、業界内の位置としては近い所にあり
ながら、それぞれの特色を持つことですみ分けを
図っています。中国は、欧米の 100 年間を 10 年間
という短い時間に凝縮して発展してきたので、お
互いに、同じブランドを取り扱いつつ、現状はっ
きりとした違いを打ち出せずにいます。ですから、
これからそれぞれに特色を持つ差別化の段階に入
ろうとしています。

佐々木：日本でも同じ悩みを抱えています。百貨
店は沢山あるけれども、どこにも、同じブランド
が入っていて売場は同質化している。アメリカで
は、プライベートブランド、つまり 1 つの百貨店
がオリジナルのブランドをいくつも開発している
ので、ずいぶん業界の様相は違います。
また、1社で 100 店舗持っているようなアメリカ

と違って、日本では 1 つの百貨店で、せいぜい 10
店舗くらいしか支店を持っていない。中国も、百
貨店は各都市にみんなそれぞれ独立した会社があ
って、それぞれの百貨店を運営しています。恐ら
く、1つの会社で 100 店舗とか 200 店舗とか持って
いるということは、そんなにないでしょう。そう
なると、ロットの問題からプライベートブランド、
オリジナルブランドを作るのはなかなか難しいで
すね。百貨店オリジナルのブランドを作るという
のは、日本でもリスクと効率面でジレンマがあり

悩みどころです。たぶん中国も同じではないかと
いう気がします。中国の百貨店も、オリジナルの
ブランドを作ろうとするような考え方があるので
しょうか。

范：店舗数で言えば、中国の百貨店もだんだん全
国的に店舗を拡大しつつあるんですよ。「パークソ
ン」とか、「太平洋」などは中国全土で 50 店舗か
ら 60 店舗くらい展開しています。もう 1 つは「百
聯集団（上海）」などが 100 店舗ほどです。「王府
井百貨」グループは 20 店舗から 30 店舗くらいあ
りますね。

佐々木：そうですか。でも今のところ、その百貨
店のオリジナルブランドはないようですね。

范：はい。協会として 06 年から中国の百貨店業界
内のグループ分けを行っています。百貨店のレベ
ルを分けるのです。その上で、各百貨店が、各々
のレベルに応じてオリジナルブランドを持つよう
に指導や方向づけを行っていきたいと考えていま
す。

佐々木：なるほど。PB 開発を奨励しているわけで
すね。

范：そうです。業界基準を設けて、高いレベルの
カテゴリーでは、オリジナルブランドが開発でき
ているかどうかを認定の基準にしていきます。

規制への対応

佐々木：他には、どういった課題がありますか。

范：先ほどの、独自性という点と重複しますが、
やはり中国でも、商品の仕入れの良し悪しが重要
なポイントになっていますので、オリジナルのマー
チャンダイジングを確立することが緊急の課題で
すね。中国の百貨店は、マーチャンダイジングの
コントロールという面でまだまだ弱いと思います。
それは政策的にも色々な要因に影響されています。
例えば、輸入権の問題です。仕入れたい商品があ
って買い付けたいけれども、輸入権がないとか。
そういった様々な規制は多いですね。

佐々木：規制は緩和されてきているのではないの
ですか。

新春対談
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范：徐々に緩和されてきていますが、まだまだ手
続きは非常に煩雑ですね。

佐々木：そうですか。ところで、中国の百貨店と
いうのは、国営から民営に移行していますね。

范：そうです。完全に国営というところは徐々に
少なくなってきています。今は、株式会社か民営
の所が多いです。株式会社への移行については、
特に上海系の企業を中心に増えています。「王府井」
「百聨」「大連商城」などが有名ですが、これらは
すべて上場企業になっています。

日中連携の可能性

佐々木：日本の百貨店と、中国の百貨店には成熟
段階に違いがあり、課題の質は違うものの、各々
悩みを抱えています。ただ、日本の百貨店の方が
歴史も長いので、売場の演出やマーチャンダイジ
ングの面など、専門的な人材は日本にはたくさん
います。そういった中で、何か中国の百貨店の困っ
ているところと、それを解決できるような日本の
企業とか、日本の専門家との連携や提携などの新
しいビジネスモデルの可能性についてはいかがで
しょうか。

范：現時点の日中の交流という点では、中国の百
貨店協会と日本の百貨店協会との協会レベルの交
流が一番うまく進んでいるように思います。例え
ば、2006 年の 3 月ごろ伊勢丹の店長がこちらにい
らして、直接お話ししました。2007 年も日本から
お客さんがいらして、私が北京市の大手のデパー
トを案内しました。そしてこちらからも日本の百

貨店協会に人材を派遣して、3カ月間研修する予定
があります。現在も、両協会の交流を通して、日
本の優れたところをどんどん取り入れています。
このような事例はこれからもどんどん増えていく
でしょうね。

実ビジネスに向けて
－－コミュニケーションギャップの解消

佐々木：先ほど日本のブランドにもっと入ってき
て欲しいという話がありましたね。しかし私は、
これまで日本のアパレル企業は、必ずしも中国市
場でうまくいっているとは思っていません。中国
サイドからみた日本ブランドの改善点等があれば、
教えて下さい。

范：確かに中国では、韓国ブランドが日本のブラ
ンドよりうまくいっているのは不思議なことです。
韓国のブランドは数としてもたくさん参入してき
ていますし、その対応のスピードが非常に速い。
日本は韓国と比べ、価格にも問題があるかもしれ
ません。
一方で、家具などの分野では、イタリアなど欧

米のブランドがどんどん入ってきています。欧米
と比べれば、生活習慣や消費者の体形など、随分
違っているのですが。その意味でも、日本は私た
ちに近い。これは価格とか商習慣とは違いますが、
大きな利点ですよね。日本はそういった強みも持っ
ているわけですから、値段とかテイストの違いは
欧米に比べれば大きな問題ではない。
むしろ日本のブランドが、中国で大きく成功で

きていない主な原因は、お互いのコミュニケーショ
ンギャップではないでしょうか。交流するプラッ
トフォームが欠けているために、必要とする者同
士が知り合えていない。これからは日本のブラン
ドを紹介するプラットフォームが必要です。
東レ経営研究所さんに、それを是非やって欲し

いと思います。

佐々木：ええ。我々もそれを目指しています。日
本のアパレルがうまく進出できていない理由の
1つに、中国独特の代理商とか加盟商という形態を
うまく活用していないということがありますね。
そういった仕組みが日本にはないので、自分たち
で管理できる直営店だけをやろうとしている。し
かも現地の中国の人にマネジメントを任せていま
せん。その辺りはやはりコミュニケーションギャッ

中国市場へのアプローチ
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プの問題ですね。代理商を使うメリットとしては、
エリアネットワークの強み、取引条件としての原
則買い取り、出店コスト削減、店舗展開の速さな
どがありますね。あとは展示会に出展する際も、
日本のアパレルは取り敢えず展示会に出ているだ
けという印象です。そこから先の、どうやって百
貨店とのパイプ作りをしたらいいかがよく分かっ
ていないと思います。

范：要は日本の企業や日本のブランドが中国マー
ケットに入っていくには、中国マーケットを商圏
顧客の特性や競合状況などを含めてよく知ってい
る人が間に入らないといけない。やはり、現地の
人を活かさないといけませんね。

佐々木：そうですね。それは本当に皆さんに言わ
れます。欧米の人は中国の人をちゃんとマネジャー
などに登用して、その人たちが中心となって事業
運営しているけれども、日系企業は幹部クラスに
なるほど日本人だけでやっている。
そんな状況では、例えば法律面でも、複雑な問

題を処理するのは難しくなりますね。例えば、中
国内販する際に適用される法律は、不正競争防止
法、広告法、消費者利益保護法、製品品質法、標
準化法、紡織品基本安全技術要求などで、これら
多くの法規制が複雑に絡み合っています。日本人
には、それぞれの規定を監督する部署がどこであ
るかも把握しにくいし、留意すべき点も多岐にわ
たるため、意図せずに法律違反を犯している可能
性もある。査察で不合格になると、それに対する
措置や罰則規定は外部に公開されていないので、
罰金の額の交渉などが非常に困難なようです。こ
こ半年の間にも、10 社近くの日系企業が立ち入り
検査を受けたようです。
このような法律の問題だけでなく、社内外で現

地の人々を活かさないと事業運営ができないこと
が多いですね。日系企業は、かつて欧米のアパレ
ルが日本市場に参入した際に、市場開拓を日本企
業や日本人に任せたのを見習うべきです。中国市
場において、日本人だけでマネジメントをやろう
とすること自体に、やはり無理があります。それ
ではダメだ、それではうまくいかないというのは、
日本の企業も 3年くらいやって、なんとなく分かっ
てきた。やっと。でも、具体的にどうしたらいい
のかというのが、今ちょっと、よく分からない段
階にあるのではないでしょうか。

商談のきっかけとなる交流会

范：日本のアパレルと、中国の百貨店の取り組み
という点では、非常に簡単な方法があります。日
本のアパレルブランドを集めて、北京や上海といっ
た中国の中心都市で、会場をあまり広げすぎない
で展示商談会を行う。そして我々は中国の百貨店
のバイヤーを招集して、そこに呼んできて、現地
で皆で商談する機会を設け、知り合うきっかけを
作ったらどうでしょうか。

佐々木：それはとても素晴らしいですね。日本の
アパレル業界の団体は、中国の百貨店業界とそう
いったかかわりがまだないのですか。

范：はい。現在の交流は、百貨店協会同士のレベ
ルだけですね。まだそういう段階です。

佐々木：それでは我々が責任を持って繋ぐように
しましょう。

展示会の正しい情報と活用

佐々木：現在の日本アパレルの団体は社団法人日
本アパレル産業協会といいまして、その傘下企業
は「CHIC」に出展しています。多分、それだけで
はダメだということですね。日本側の悩みは
「CHIC」に出ても百貨店のバイヤーとどうやって
出会えるかが分からないことです。当たり前のこ
とですが、展示会に出展しているだけでは、バイ
ヤーとのパイプはできません。

范：そうですか。「CHIC」は 3 月にありますよね。
しかし、同じ 3 月に、我々も「百貨店フォーラム」
を開催しています。この「百貨店フォーラム」は
必ず「CHIC」の前に行います。なぜかというと、
このフォーラムに参加する人たちは、皆、百貨店
の社長や副社長といった意思決定者なんです。
「CHIC」はどちらかというとその下の仕入れ担当
者が来るんです。それに、「CHIC」の目的は、ど
ちらかというと加盟商や代理商を募集することに
ありますね。

佐々木：確かにその通りです。

范：だから、直接的な成果として商売につながら
ないんですね。だとすると、非常に重要な問題で
すね。

新春対談
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佐々木：今の日本のアパレルは、代理商・加盟商
を募集するために「CHIC」が開催されているとい
うこともきちんと認識していない状況です。だか
ら本来、そういった所と取り組みを持ちたい中堅
企業は逆に参加していない。そして、本当は百貨
店と取り組むべき企業やブランドが、今「CHIC」
に一所懸命出展している。しかし、結果から言え
ば、必要なところと全然出会えていない。そうい
うミスマッチがあるということですね。いや、こ
れは本当に重要な問題です。

范：そうです。「CHIC」は一般的に代理商を探す
展示会ですから、そこに百貨店関係者が行っても
仕方がない。それで、取り組みが生まれないんで
す。

佐々木：そうそう。日本側は、「CHIC」に参加し
ていながら代理商・加盟商との取り組みは想定外
で、百貨店関係者と会いたいのに、ぜんぜん来な
いと言っている。でも今日そのズレがよく分かり
ました（笑）。

范：来年の「CHIC」は 3 月 28 日から開催されま
す。しかし「百貨店フォーラム」はその前の 26 日、
27 日に開催します。

佐々木：なるほど。百貨店のキーマンが皆帰って
しまった後に、「CHIC」が開催されるわけですね。

范：百貨店同士の交流も重要ですが、日本のアパ
レル業界と中国の百貨店業界が出会う機会も必要
ですね。

佐々木：そうです。日系アパレルは業界として既
に対応していると思っていましたが、実際はきち
んとできていなかったのですね。この後、日本の
業界団体の責任者にこの話をしに行きます。ぜひ
今言ったことを実現するためにも動きたいと思い
ます。どうしてうまくいかなかったか、よく分か
りました。

ビジネスマッチング

范：まず、お互いの出会いの場を作って、そこか
ら取り組みを始めるべきですね。当協会には、下
部組織として、ブランドを振興する機関も作って
いるのですが、この組織の目的は、我々の協会を

通して、百貨店に人気のあるブランドを導入する
ことなんです。この前は北京のホテルの 1 室を借
り、そこに台湾の 10 数社のブランドを集めて、中
国の百貨店の担当者を呼んでビジネスマッチング
を行いました。

佐々木：日本も、是非そうすべきですね。私ども
も、「中国ビジネス研究会」という活動をしていま
すが、そこで常に言っていることは、自分達だけ
で中国に行かないで、中国の企業や中国の人とちゃ
んと組んで中国市場に取り組めということです。
ずっと我々はそう主張してきたんですよ。先ほど
のコミュニケーションギャップの問題を含めてね。
でも今のところ、日本の企業は単独で行って、自
分たちだけでやろうとしているので、結果的にあ
まりうまくいっていない。ですから、我々は今後
も、今お聞きしたことを参考にして、どうやって
中国の企業や機関と、うまく取り組んでいけるか
ということを考えていかないといけないですね。

范：そうですね。1つずつ交流していくのはなかな
か難しいですから、当協会のような団体を活用し
て、特定の機会を作って交流していく方が効率的
ですよね。ですから団体同士が手をつないで交流
するというのは、いい方法だと思います。

佐々木：確認なのですが、先ほどのお話は、ブラ
ンドをこちらの協会が特定して、百貨店に紹介し
ているということではないですよね。そうではな
くて、ブランドと百貨店のマッチングの場を作った
ということですね。

范：そうです。商談会みたいな場を作ったのです。

佐々木：こちらの協会に、導入の決定権があると
いうわけではないんですよね。

范：はい。違います。我々はあくまでも、プラッ
トフォームを作って、後は、皆さんどうぞ個別に
商談してくださいという形式です。

佐々木：日本側は、中国の百貨店の経営者なり責
任者が集まる中でプレゼンテーションできる場が
あるということを、まず知らないと思いますよ。
どうやって入っていっていいか分からないので、
とりあえず「CHIC」に出ようということでスター

中国市場へのアプローチ
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トしたんですね。まず最初に、上海で JFF を 2 回
開催したけれど結果が出なかった。それで、北京
の「CHIC」に来て、ここでも難しいと今感じ始め
ているところではないでしょうか。

范：「CHIC」は小売店の関係者も、見に行きます
が、それは基本的に商品のトレンドを見に行くの
であって、商売はしないんですよね。

佐々木：なるほど。交流の場を作っていくという
のは、本当に大切ですね。それと、展示会への出
展は引き続き行いつつ、ビジネスとして成果を出
すには、それ以上に重要なこととして、企業トッ
プ同士のパイプ作りが欠かせませんね。トップが
現地に行かないで、現場だけで進めていても中国
市場では成功は難しい。商品そのものの提案の前
に相手先企業との信頼感の形成が先決ですね。

求められる日本型MDからの脱却と、富裕層を狙え！

佐々木：中国側ときちんとした取り組みができる
態勢づくりがまず第一前提ですが、次に日本国内
で展開しているブランドをそのままのカタチで持っ
てきても、中国の消費者とは、嗜好が違うのです
ぐにうまくいくとは限らないでしょう。

范：そうですね。

佐々木：日本のアパレルはまだ日本のMDや商品
コンセプトをそのままこちらに持ってきているケー
スが多い。日本の大手アパレルのブランドや MD
のほとんどは日本国内では中間層狙い。つまり、
中流向けの商品しか作ったことがない。でも、果
たして中国でそのゾーンが、コスト競争力を含め
て日系企業の目指すべきターゲットなのか、市場
ポジショニングなのか。この見極めの不十分さが
市場ギャップを生んでいます。

范：でも韓国より、いい商品があるのではないで
すか。

佐々木：韓国は色も明るいですし、装飾的なデザ
インが多いですね。それは中国の市場に合ってい
ると思っています。それに背景としてテレビドラ
マや映画の韓流ブームもありますから。

一方日本のアパレルビジネスはこの 10 数年、
「いかに安く作っていかに安く売るか」しか考えて
こなかった。また、商品的には、日本市場は成熟
しているのでシンプル・シックが基本であり、そ
れは中国の消費者から見るとデザイン的に物足り
ない感じがするようです。日系アパレルが中国で
成功するには、ブランドや商品のターゲットやテ
イストを国内展開のものと全く変えてしまわない
とうまくいかないと思います。原材料コストや染
料コストを含めてコストアップ要因が増えている
中で、値段は上げざるを得ない。それでも日系ア
パレルは価格競争したいのでしょうか。現在の中
国マーケット特有の構造やニーズを見ても私は思
い切って富裕層を狙うべきだと思います。

范： 2007 年 10 月には、私も日本でアジア太平洋
小売業者大会に参加しました。中国の百貨店関係
者も 700 人行きましたよ。2年に 1回開催されてい
て、前回は北京で、今回は東京でした。

今後に向けて

佐々木：せっかく日本にいらしていたのに、日本
アパレルとの交流があまりないのは、もったいな
いですね。やはり、コミュニケーションの機会を
増やすことが必要です。東レ経営研究所では、こ
れからも、是非そういった交流のお手伝いをして
いきたいと思います。本日は、貴重なお話やアド
バイスをありがとうございました。

范：ありがとうございました。

新春対談


