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海外動向

「中国マーケティングチーム」創設のすすめ
―中国アパレル企業へのソリューションサービス提供―

1 大量生産した商品を大量販売するために、消費者とどのようなコミュニケーションを持つかがマーケティ

ングの大きなテーマである。中国生産ビジネスにマーケティングは必要なかったが、中国市場参入には

マーケティングが不可欠である。

2 日本では、かつて大手原糸メーカーがアパレルや小売店と連携して、消費者に訴求するためにマーケティ

ング活動を展開した。マスプロモーション全盛の時代には有効に機能したマーケティング活動も、時代の

変化と共にポジションが低下していった。

3 ファッションビジネスの主導権が川上から川下へ移るにつれ、抽象的なマーケティングよりも、合理化や

低コストを実現する海外生産や情報システム導入へと企業の軸足は移っていった。

4 中国はマスプロモーション全盛の時代であり、中国アパレルは様々な問題や課題に直面している。彼らの

直面している問題を解決するようなソリューションサービスが求められている。

5 社内だけでなく、アウトソーシングを含めた「中国マーケティングチーム」を創設し、中国市場に参入す

る企業はチームでプロモーションを行い、チームで営業活動を進めることを提案したい。

要　点

〔中国ビジネス〕

1．中国市場開拓には「マーケティング」機能が必要

「マーケティング」は、大量生産商品を大量販売
するための戦略として始まった。「マーケティング」
の内容は多様であり、広告宣伝、パッケージデザ
イン、市場調査、商品開発、流通システム、販売
方法等、企画生産から販売、サービス、顧客との
コミュニケーションや情報伝達など、あらゆる分
野に及ぶ。しかし、「マーケティング」の基本はサ
プライヤーが最終消費者に商品やサービス、情報
を訴求することと言ってもいいだろう。
中国は日本の製造業のノウハウを導入し、日本

市場へ輸出することで経済発展の礎を築いた。日
本輸出を行っている企業は、日本人が企画した日
本市場向けの商品を生産するだけであり、「マーケ
ティング」は必要なかった。

日本側も「低廉な中国生産」という新たな生産
システムに熱狂し、「マーケティング」への関心は
低下した。消費者に安くて品質の良い製品を供給
することが、最大のマーケティング戦略であり、
中国生産はそれを可能にしたのだ。つまり、中国
生産の商品を日本市場で販売するというビジネス
モデルにおいては、日中共に「マーケティング」
の必要性が希薄だったのである。
しかし、時代は変化し、中国は世界の工場であ

るだけでなく、世界の市場として認識されるよう
になった。つまり、中国生産の商品を中国市場で
販売する。あるいは、日本製品を中国市場で販売
するという新たなビジネスモデルを模索するに至っ
たのである。
これは、中国内販を行っている中国企業も同様
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だ。輸出向け OEM 生産では、マーケティング活
動は必要ないが、中国市場で販売するには中国在
住の消費者に対してマーケティング活動が必要に
なる。
中国のファッション業界関係者と話していると

「日本企業はプロモーションを行っていないので、
中国での認知度が低く、それが売れない原因だ」
という話が頻繁に出てくる。しかし、本当の課題
はプロモーションだけではない。トータルなマー
ケティング活動が必要なのであり、マーケティン
グ活動の中で特にプロモーションが足りないと指
摘されているのだ。
1991 年、私は韓国財閥系アパレル企業にコンサ

ルティングに入っていた。彼らはマーケティング
室創設の計画を立て、日本のアパレル企業がどん
なマーケティング活動をどのような組織で行って
いるのかを知りたがっていた。当時の私は、なぜ
彼らが「マーケティング」と言い出したのか、正
確に理解できなかった。アメリカ留学組のアメリ
カかぶれの発案だと思ったのだ。
しかし、今になって彼らの考え方が理解できる

ようになった。輸出産業から内需に転換した韓国
アパレル企業は初めて消費者と向き合うことになっ
た。しかし、どのように向き合えばいいのか、と
いう方法が分からなかったに違いない。一方、ド
メスティック市場で育った日本人にしてみれば、
消費者ニーズに応えるのは常識であり、あえてマー
ケティング室など作る必要性を感じていなかった。
「ファッションの流れは肌で感じるもの」という認
識であり、日本ではそれで十分だったのである。

2．日本におけるマーケティング室の役割

日本の「マーケティング」は、紡績や合繊メー
カー等の川上の大手メーカーからスタートした。
彼らは、最終消費財ではなく、中間素材の供給者
である。しかし、大量生産した織物を大量消費し
てもらうには、直接消費者に働きかける必要があ
る。そこで、アパレル企業や大手小売店とのタイ
アッププロモーションを行ったのである。常に、
消費者と接しているアパレル企業や小売店にとっ
ては、営業活動や商品企画そのものがマーケティ
ング活動であり、あえて「マーケティング」とい
う専門セクションを必要としなかった。
川上の原糸メーカーは、消費者への直接的なマー

ケティング活動ができなかったために、自社が行
うべきマーケティング活動の内容をアパレル企業

や大手小売店に伝える必要があった。それには、
大手アパレル企業と連動した百貨店の店頭プロモー
ションが効果的であった。
また、自社製品をやみくもに PRしても宣伝効果

は見込めない。社会性や時代性に訴求するテーマ
が必要であり、そのためにはビジネス環境、消費
者意識の変化の分析、海外トレンド情報の分析等
が不可欠だった。こうした活動はアパレル企業や
小売店にも歓迎された。大手原糸メーカーが行う
店頭プロモーションや販売促進キャンペーンは、
同時にアパレル企業や大手小売企業の利益に貢献
した。また、社会的ステイタスが高く、学歴の高
い優秀な人材が揃っている原糸メーカーが行う
「マーケティング」は、アパレル企業や大手小売企
業にも勉強になった。ある意味では、科学的なビ
ジネスを教えるビジネススクールの機能も果たし
ていたと言えよう。
原糸メーカーが行うキャンペーンは、マスプロ

モーション全盛時代には非常にうまく機能した。
しかし、大手アパレル企業がNB（ナショナルブラ
ンド）を展開し、各ブランドが差別化を目指すよ
うになると、次第に原糸メーカーのマーケティン
グの影響力は低下していった。そして、マーケティ
ング室もプロモーション活動から展示会等の企画
運営へと役割が変わっていったのである。
やがて、百貨店にも自らトレンド分析やMD 分

析を担う商品研究所が作られるようになり、大手
百貨店独自の「マーケティング」を展開するよう
になった。しかし、百貨店ビジネスは大手アパレ
ルの支配力が強く、「マーケティング」も海外のト
レンド情報の編集の域を出なかったために、百貨
店の「マーケティング」が強い影響力を持つには
至らなかった。
大手アパレル企業もマーケティング室を創設し

たが、その業務内容は多くの場合は海外トレンド
情報の分析、新ブランド開発のための事前調査、
プロモーションのための市場調査やアンケート調
査等であった。大手原糸メーカーのように他社を
巻き込む必要がなかったために、どうしても社内
の調整役としての役割に限定され、社会的影響力
を持つには至らなかったと言うべきだろう。

3．日本からマーケティング室が消えた理由

ファッションは大量生産大量消費の時代から、
個性化、差別化の時代へと変化した。80 年代には
DC ブランドブームが起き、90 年代にはインポー
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トブランドブームが起きる。マーケティングより
も時代の変化に対応した新業態開発が重要であり、
ファッションマーケティングの主導権も川上から
川下へと移行していった。
大上段に振りかぶって社会環境の変化や消費者

意識の変化を論じるよりも、小売店の店頭を観察
し、セグメントされたファッション雑誌を見るこ
とで、マーケット変化は実感できる。また、プロ
モーションもテレビCMのようなマスプロモーショ
ンではなく、より限定された顧客にダイレクトに
訴求する方法に変わっていった。いつしか「マー
ケティング」という言葉もあまり使われなくなり、
「マーケティング」セクションも、販促、展示会の
企画運営等のスタッフ部門になっていったのであ
る。
また、最近の 10 年間は前述したように、マーケ

ティングよりも中国生産や輸入などの生産調達面
での変化が目立つ時代だった。また、IT の進展に
より、店頭管理、顧客管理のシステム化も進んだ。
こうした時代の急激な変化は「マーケティング」

のポジションを相対的に低下させることとなった。
抽象的なマーケティング論よりも、具体的なコス
ト削減による低価格戦略の方が売上に直結する。
また、消費者像を研究するよりも、各店の売上や
在庫の単品管理をリアルタイムで把握できるよう
なシステムを導入する方がはるかに店頭効率を上
げることにつながるのだ。
また、海外生産や輸入は商社に、システム導入

はシステムベンダーにというように、アウトソー
シングの割合が増え、それに伴い、社内の合理化
が進められ、直接売上に影響しないスタッフ部門
からリストラが行われた。かくして、企業内から
「マーケティング」という言葉が聞かれなくなった
のである。

4．中国企業が求めるもの

現在、中国はマスプロモーション全盛の時代で
ある。テレビ CM など、マス市場に向けたマスプ
ロモーションが効果的だ。利益のほとんどをプロ
モーションに注ぎ込み、一気に知名度を上げて、
大成功した企業も少なくない。つまり、日本で
「マーケティング」が有効に機能していた時代と同
じ次元にいるのだ。
そういう荒っぽいビジネスが存在すると同時に、

世界の一流企業、一流ブランドが次々と中国市場
に上陸している。経験の少ない中国企業は市場全

体の成長に支えられ、順調に成長を続けているが、
近い将来、海外企業や海外ブランドとの厳しい競
合が待っていることは自明のことだ。
そうしたノウハウの欠如を補うために、海外企

業とのライセンスビジネスや提携、海外デザイナー
との提携を急いでいる中国アパレル企業は多い。
日本では、内需をターゲットとするアパレル企業
が未熟な段階に、過去の輸出ビジネスで資本やノ
ウハウを蓄えた大手原糸メーカー、工業用ミシン
メーカー等が存在し、ノウハウを提供していた。
しかし、中国はすべてのサプライチェーンが同時
にスタートした。輸出で成長した企業も、自らの
ノウハウや資本を蓄積する前に、海外から競合企
業が押し寄せた。そして、急成長する国内市場の
中でグローバルなビジネス競争が起きているので
ある。
その意味では、日本企業がかつての大手原糸メー

カーのように、中国企業にノウハウを与えること
で、共に成長する可能性も生じてくるのではない
だろうか。
現在の日本は「マーケティング」よりも情報や

システムに投資している。社会背景や消費者意識
の変化を解説するよりも、商品そのもののスペッ
ク、性能、価格を提示することを重視している。
取引相手もプロであり、余計な解説は必要ない。
しかし、中国では事情が異なる。例えば、欧米

のある合繊メーカーは、中国アパレル企業に対し
て 5 ～ 6 名のチームで訪問する。そして、「マーケ
ティング」のレクチャーを行う。すなわち、マー
ケット環境の変化、海外トレンド情報の分析、競
合企業の動向の背景を説明した上で、自社の商品
開発コンセプトを解説し、その後、初めて具体的
な商品をプレゼンテーションするのである。中国
企業にとって、こうした「マーケティング」チー
ムの訪問はとても勉強になるので歓迎される。そ
して、教える者と教わる者との間に信頼関係が生
じる。同じ生地を仕入れるのならば、勉強になる
相手と付き合いたいし、そういうメーカーから素
材を仕入れたいと考えるのは不思議ではない。
一方、日本企業は日本国内と同様のアプローチ

を行っている。すなわち、いきなり生地サンプル
を見せ、スペックや価格を説明する。そして、品
質の高さを訴求するのだ。しかし、多くの中国ア
パレル企業の経営者や仕入担当者には専門知識が
ない。どれも同じように見える合繊の生地の区別
はつかないだろう。また、本業であるアパレルの
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企画生産についても、多くの課題と悩みを抱えて
いる。彼らが欲しているのは、製品の説明ではな
い。自らが悩んでいること、直面している課題の
ヒント［＝ソリューション］を欲しているのであ
る。
「信頼できない相手とは取引したくないし、勉強
にならない相手とは商談するのも嫌だ」というの
が、一般的な中国アパレルの担当者の発言である。
中国には中国のニーズがあり、中国でビジネスを
するからには、中国のニーズに応えなければなら
ない。

5．今こそ「中国マーケティングチーム」を

中国市場参入を目指す中国ビジネスにおいては、
中国消費者とのコミュニケーションが不可欠であ
る。日本人は日本市場を熟知しており、大げさな
市場調査の必要はない。常に、店頭と顧客、ファッ
ション雑誌をチェックしていれば、市場動向や消
費者の嗜好の変化を理解することはできる。しか
し、日本人にとって中国市場は未知の市場である。
日本の方が進んでいるから日本の方法が通用する
という考え方は間違っている。
「マーケティング」は進んでいるから良いという
ものではない。ビジネスの成熟度、消費者の成熟
度、メディアの成熟度等によって、有効な方法を
選ぶべきである。それには、まず自分は中国市場
を理解していないという前提に立つことが必要だ。
未知の市場だからこそ、客観的な調査が必要にな
るのである。
最終製品を扱っているアパレル企業も、中国市

場においてはマーケティング活動が不可欠だが、
中間素材を扱うテキスタイルメーカーやコンバー
ターでは、一層の「マーケティング」が必要であ
る。中国の最終消費者に伝達するには、アパレル
企業や小売企業との連携が不可欠であり、かつて
の大手原糸メーカーが行ってきた手法を再び展開
する必要がある。

もちろん、一度解体してしまったマーケティン
グ室を再度構築するのは容易ではない。また、現
在は高度な専門知識が求められており、それを社
内人材だけで賄うのは困難である。むしろ、アウ
トソーシングを活用しながら、マーケティングチー
ムを組むことが必要だろう。そして、一社だけで
はなく、数社が連携して市場の浸透を図ることも
必要だ。
例えば、中国アパレル企業が課題と感じている

様々なビジネス環境の分析、トレンド情報分析、
シーズンテーマの設定や具体的なMD 手法、店舗
演出や店舗運営のノウハウを専門家チームが行う。
それに基づいた商品開発を行い、複数のテキスタ
イルメーカーやコンバーターの製品を訴求する。
あるいは、企画会社、デザイナー、パターンメー
キングの会社等もそのチームに加わる。そうする
ことで、中国アパレル企業に対して、ソリュー
ション型のサービスを提供することが可能になる
のだ。
私がイメージする「中国マーケティングチーム」

は、プロジェクトごとにマーケティングリーダー
を選任し、それぞれのリーダーが専門家チームを
構成する。そして、日本側のサプライヤーチーム
を組織し、「マーケティング」に基づく商品開発、
商品構成を行い、一括して営業を行う「エージェ
ント」を選任する。そして、マーケティングの専
門家とエージェントによるチームが構成され、具
体的に中国アパレル企業等をラウンドするのであ
る。
プロモーションも単独の企業が行うよりも、マー

ケティングチーム単位で展開していく。各企業が
単独でプロモーションを行うよりも、マーケティ
ングチームとしての企業群を訴求した方が、スケー
ルメリットも生じるし、様々な点で有利である。
こうしたマーケティング活動は、未だに欧米企

業も展開していない。既に中国市場に出遅れた観
が強い日本企業の打開策として、「中国マーケティ
ングチーム」の創設を提案したいと思う。
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