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田子坊の正面入口から徒歩でわずか 1、2 分。東
南アジア雑貨ショップ『Hari Rabu（ハリラブ）』
と姉妹店のベトナム雑貨ショップ『Cho Lon（チョ
ロン）』がある。インドネシア語で水曜日を意味す
るという『Hari Rabu』、店内にはインドネシア・

バリ、タイを中心とした東南アジア地域から高山
氏自身が買い付けてきた雑貨やインテリア、洋服、
アクセサリーなどが所狭しと並ぶ。ショップの入
れ替わりが激しい泰康路の中で、“アジアン・マー
ケットのごちゃごちゃさ”をコンセプトに 2005 年
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アジアン雑貨の魅力を上海に
―東南アジア雑貨ショップ『Hari Rabu』オーナー高山辰彦氏へのインタビュー―
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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。

今回は、以前にインタビューをしたデザイナー佐藤真弓さんが、上海で一番最初に自身のデザインした

洋服を置いてもらったという、泰康路田子坊にあるアジアン雑貨のお店。実は筆者も、開店当時に訪れた

ことがあります。多くの女性と同じように、こまごまとした雑貨が大好きな筆者にとってはそのお店は禁

断の地であると感じ、その後訪れることを控えていました。佐藤さんへのインタビューの際に、このお店

『Hari Rabu』の経営者が日本人であることを知り、ぜひ、一度お話を聞いてみたいと思っていました。

そして、先日、プライベートの集まりで親しい友人を介して知り合ったのが偶然にもオーナーである高山

辰彦氏。早速、取材をさせていただきました。

『Hari Rabu』入口にも不思議な異国情
緒があふれ、通りすがりに思わず足を
止めたくなる。

今や上海の観光地のひとつとなった泰康路。 高山氏
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『Hari Rubu』入口から店舗に続く 2階へ上がる
階段までの廊下部分。以前に筆者が訪れた際に
は全く何もないスペースであったが、現在はこ
のように“屋台”をイメージした陳列スペース
になっている。

階段部分。ムード満点。 2階店内の様子。

東南アジアのどこかの街のマー
ケットのような雑然とした雰囲気
が楽しい。

中国人と日本人に人気なのがバリの木彫り人
形。こちらの新婚カップルバージョンは「友人
への結婚祝いに」と購入していく人が多いそう。

「最近の売れ筋商品は？」と中国人スタッフに
聞いたところ、紹介されたタイのオーガニック
化粧品。ソープやエッセンシャルオイル、キャ
ンドルなどが揃う。都会に住む中国人女性の間
にもナチュラル志向がかなり高まってきてい
る。

3 月にスタートして既に 4 年。「雑貨ショップを開
くのが子供のころからの夢。今は上海というマー
ケットにもっともっとアジアン雑貨の魅力を伝え
ていきたい」と語る高山氏の熱い思いの賜物だろ
う。一方『Cho Lon』は 2007 年 1 月に『Hari Rabu』
で扱っていたベトナム雑貨のみを独立させ開店し
た。そして同年 10 月にはその 2 階スペースに 1
ボックスのスペースをアーティストたちに貸し出
し作品を展示販売する『CREATORS FACTORY』
を開設した。
1、2 階合わせて 300 ㎡ほどの広さのある『Hari

Rabu』で展開する商品は 10 元以下のスプーンや
フォーク、20 元前後のアクセサリーから 1,000 元
以上のラックやチェアといった家具、更には民族
楽器、そして高山さんが「ほとんど自分の趣味で
す」と言う 1万 5,000 元の木彫りの神像に至るまで
非常に多岐にわたる。当初衣料を置く予定はな

かったそうだが、実際の店舗運営を任せている日
本人パートナー出上麻紀（でがみまき）さんが
ファッションに詳しかったので、扱うようになっ
たそうだ。佐藤さんの商品も出上さんの勧めで置
くようになったそう。「上海では輸入した東南アジ
アの衣料だけではカバーできない季節がある。彼
女の服を置くことで展開の幅が広がった」。これら
数ある商品の中でも一番人気はインドやインドネ
シアのお香関連のもので、リピーター率が非常に
高いそうだ。ちなみに店名がなぜ「Hari Rabu」
“水曜日”なのかとお伺いしたところ「週明けのよ
うなプレッシャーや忙しさは無く、かと言って週
末ほどダラダラしたり浮き浮き気分でもない。週
の中で一番ほどよくリラックスした水曜日が好き。
東南アジア的なまったり感とも似ている気がする。
それに“Hari Rabu ＝水曜日”というインドネシア
語の音の響きも好きなので」とのこと。
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一方、『Cho Lon』の由来はベトナム、ホーチミ
ンにある華人が多く住む地区の地名から。直訳す
ると“大きな＝ Lon”“市場＝ Cho”。お店が中国
（＝華人が多く住む）で、大きなお店（＝大きな市
場）になるようにと願って名付けたという。『Hari
Rabu』のごちゃごちゃ感とは異なり、こちらは
テーブルウェアがメインの品揃えで、価格も少し
高め。センスのよいオシャレなキッチン回りの雑
貨が手に入る。一番人気は伝統的な陶器、バチャ
ン焼きの食器で、18 ～ 30 元くらいのものが良く売
れるそう。
『Cho Lon』2 階の『CREATORS FACTORY』で
は、自分の作品を売りたいという若いクリエー
ターやアーティスト、趣味の手作りが高じてどこ
かでそれを発表したい、という人たち向けに、ミ
ニマム 30cm × 30cm のボックススペースを月々
70 元プラス商品売上の 20 ％の手数料で貸し出して
いる。2007 年 10 月から『Hari Rabu』3 階の空き
スペースで行っていたのを昨年 5 月に移動したも
の。手作りが趣味の高山さん自身が、自分の作品
を発表する場があればなぁ、そして好きな人がい
たら買ってもらえたらなぁ、というところからス
タートした試み。利用しているのはほとんどが中
国人で、学生などもいるそうだ。人気が高いのは
服だそう。また、借りている間中まるでほったら
かしにする人もいるが、中には頻繁に店舗を訪れ、
ディスプレイに変化をつけたり新しい商品を補充
する人もおり、彼らのボックスの商品はやはりよ
く売れているという。「いつか自分でお店をやって

みたい、という若い子たちの将来への夢を実現す
るためのワンステップの場になれば嬉しい」
泰康路一帯が上海の名所のひとつになってきて

おり、観光でやってくる人が多い中で、『Hri Rabu』
『Cho Lon』の客層の半分は上海に住む中国人が占
めるという。彼らは 20 代後半から 30 代が中心で、
女性が 6 割程度。また、デートコースとしても人
気が高い泰康路らしく、カップルでやってきて彼
女が彼氏におねだり、というパターンも多いそう
だ。3割程度の欧米系の人たちは上海在住者がメイ
ンで、彼らはこまごました雑貨よりも、ランプや
壁掛けなどのインテリア系のものを購入していく
ことが多いそうだ。そして残りの 2 割ほどが日本
や韓国の人たちとのこと。
現在、3 店舗 15 名ほどの販売員スタッフとビジ

ネスパートナーである出上さん以下 2 名の日本人
スタッフのほかに、東南アジア雑貨の卸なども手
がける貿易会社の総経理である高山さん。どのよ
うにして今に至ったのであろうか？
1976 年生まれの高山さんは、将来貿易ビジネス

に携わりたいと考えていたそう。そのためには、
まずは語学、ということで大学卒業後、日本で 1
年間ほど仕事をし留学資金をため 10 年前の 1999
年 9 月、上海にやって来た。「普通だったらまずは
英語なのでしょうが、当時既に兄がアメリカに留
学をしており、英語以外を学びたいと思ったので
す。また、貿易をするなら、今後はやはりアジア、
それには中国語ということで、上海の復旦大学に
語学留学をすることにしました」。大学での 2 年間

佐藤真弓さんのコーナー。インド
などから買い付けてきたエスニッ
ク色満々の洋服たちの中に違和感
なく溶け込んでいる。

イラン雑貨コーナー。ある日、中
国人女性を奥様に持つというイラ
ン人がお店にやってきて「イラン
の商品を置かせてほしい」と。そ
の後、数カ月に一度やって来てペ
ルシャ絨毯や織物を置いていく。

中国のほとんどの人に
とって“イラン”という
国は「いったいどこ？」
そこでこのような POP
が。

こちらはバリのお面についての紹介。こう
した手書きの丁寧な紹介が中国人の好奇心
を刺激する。

アジアン雑貨の魅力を上海に
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の勉強を終えるとそのまま上海に残り、中国企業
に 1 年ほど勤務。しかし、この会社は貿易とは関
係の無い業務を行っていたので、貿易関係の企業
に転職を考え始めるようになった。ちょうどその
頃、留学時代のタイとインドネシアの友人から、
日本に自国の雑貨を輸出したいので相談に乗って
ほしいという話があった。子供の頃から「雑貨屋
さんをやってみたい」と思っていた高山さん、
マーケットには注目していた。しかし、日本のア
ジアン雑貨市場は元祖無限堂や大中といった
チェーン展開をするショップから個人経営まで既
に飽和状態であることを感じていたので、友人た
ちのこの話を聞いたとき「どうせやるなら、未開
拓の中国でチャレンジしてみてはどうか」と思い
立ったそう。留学時代には頻繁に東南アジアを旅
し、現地で雑貨を大量に購入しては、上海の自分
の部屋で友人たちに売って好評を得ていた経験が
あり、また、“貿易ビジネス”と“雑貨屋さん”と
いう 2 つの夢を叶えるチャンスだと感じた高山さ
んは自身でこのビジネスに乗り出すことを決意し
たのである。
そして、資金調達などのためにいったん日本へ

帰国。SARS などの影響もあり若干時間を要したが、
上海に戻りいよいよ本格的に事業の準備に取り掛
かった。そして、小売と卸を行う「上海荷上荷貿
易有限公司 Shanghai Lotus Leaf Trading Co.,Ltd」
の設立準備と、店舗探しをスタートさせた。店舗

立地の条件については、非常にこだわったと言う。
市内のメインストリート、例えば南京路や淮海路
ではコンセプトが合わない。かといってあまり裏
道に入ってしまうと集客力が無さ過ぎる。店舗探
しのために半年間上海の街を自転車と徒歩でとに
かく見て回ったという。そんな高山さんに「泰康
路はどう？　最近面白いことになっているよ」と
上海で発行されている日本語情報誌に勤務してい
た留学時代の友人がアドバイスをしてくれたそう。
上海独特の里弄（リーロン）と呼ばれる集合住宅
が集まる泰康路は当時、外資系のデザイン会社や
小さなショップが 10 軒くらいあっただけで、一般
の市民が普通に生活をしている場所であった。友
人の勧めを聞き、すぐに泰康路に向かった高山さ
ん、一度でこの場所しかない、と感じたという。
そして今度は空き物件がないかと、この小さな通
りをグルグルと見て回る毎日が続いた。なかなか
物件が見つからずに日々が過ぎていたある日、留
学時代の友人で日本に帰国していた出上さんがビ
ジネスに参画するために上海に戻ってきた。出上
さんが上海に到着した当日、高山さんは彼女を早
速泰康路へと連れて行った。すると、現在の
『Hari Rabu』が入っている 3 階建ての物件に「空
き室」の貼紙、ためらうことなくその日のうちに
契約を決めたという。そうして、2005 年 3 月にお
そらく上海では初めての東南アジア雑貨に特化し
たショップ「Hari Rabu」がオープンしたのである。

『Hari Rabu』の向かいにある『Cho Lon』。 『Hari Rabu』のごちゃごちゃ感とは異なり“洗練されたアジア”を感じ
る。
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その後、扱う商品が増えていく中でフランス植
民地時代の影響を色濃く受け洗練されたベトナム
雑貨群が『Hari Rabu』のコンセプトから外れてき
ていることを感じるようになり、いずれは、店舗
を分けて展開していければと考えるようになった。
ちょうどそんなことを考え始めたころ、泰康路を
管理する事務所から「向かいの店舗が開くのだが
興味はあるか？」という連絡があった。「非常に余
裕があった訳ではないのですがチャンスだと思っ
たので」二つ返事でここに『Cho Lon』を開店する
ことになったのである。「店舗を分けたことで、例
えばディスプレイのコンセプトなどが非常に組み
立てやすくなった。また、『Hari Rabu』は観光客
が比較的多く、『Cho Lon』は地元で暮らす人が
テーブル回りの雑貨を少しずつ買い足していくと
いう 6 ～ 7 割がリピーター中心というように、
『Hari Rabu』の商品が好きなお客さんと『Cho Lon』
の商品が好きなお客さんとの層が若干分かれるよ
うになってきました。それぞれの店舗の役割分担
がはっきりしたことで、お客さんがより買い物し
やすくなったと思います。その一方で、それぞれ
のお店に足を運んでくれたお客様にもう一店舗あ
りますよ、というアピールもできるようになり相
乗効果も生まれています」
そして、3 店舗目の『CREATORS FACTORY』

「スタートは自分が作ったものを発表する場所が欲
しかった。私が今やっていることはすべて自分の
“好き”が高じて始まったことなのです」と笑う高
山さん。だが、上海という場所で自身が全く経験
したことのないビジネスに乗り出すには苦労も多

かったであろう。「10 年前に降り立った虹橋空港か
ら大学まで向かうタクシーが途中でエンスト。運
転手さんと一緒に車を押して歩いたというのが上
海での最初の体験。そこからのスタートなので、
とても辛かった、苦しかったという記憶はないん
ですよ。もちろん、会社設立に関してのゴタゴタ
や、留学時代のインドネシアの友人を頼って初め
ての買い付けの旅でジャカルタからバリまで 2 週
間かけて車を走らせ途中で見つけた工場で買い付
けしてきた商品が店頭に並べたら想像以上に少な
くて、もう一度買い付けしなければならなかった
り、クリスマス用に輸入した商品が年末に届いた
り、オリンピックの影響を受けて 1 カ月輸入がス
トップしたりと日々のトラブルは多々ありますけ
ど」とのこと。
この 1、2 年くらいで上海にも高山さんのお店で

扱うような雑貨を販売する店が増えてきているが、
そのことについて高山さんはどのように感じてい
るのだろうか。「自分がアジアン雑貨店を始めよう
と思ったのは、趣味だった雑貨屋巡りが留学時代
に上海でできなかったから。ですから、今、同じ
ようなショップができどんどん裾野が広がってく
れたら、むしろ嬉しいです。“雑貨”というのは無
くてもいいけどあったら嬉しい“嗜好品”だと
思っています。中国ではまだまだマーケットが小
さいですが、経済発展が進み豊かになった人々の
生活に余裕ができればできるだけ、市場は大きく
なる可能性があると感じています。その中で自分
と今の店が盛り上げ役になれればいいな、と思っ
ています」

バッファローホーン（水牛の角）のカトラリー
は人気商品。

フランス人がデザインし、ベトナムの地元の人
たちが伝統的な手法で製作するエコロジー食器
ブランドEKOBOも扱う。

ヒット商品、竹でできたバランストンボ、1 個
9 元。一度に百個も購入していった中国人客も
いたそう。

アジアン雑貨の魅力を上海に
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インタビューを終えて

お話を伺う中で驚いたことがある。それは、販
売員スタッフの定着率の高さだ。8 割くらいのス
タッフが 1 年半から 2 年以上勤務しており、長い
子では 3 年以上になるスタッフもいるという。筆
者も以前に上海で販売員スタッフ教育などに携
わった経験があるのでそれがよく分かる。「接客マ
ナーや商品知識はしっかりと教育しています。特
に商品知識については、スタッフ向けに商品の写
真入りで、どこの国のどんな商品で何の目的で作
られどのように使用するということをこと細かに
説明したカタログを作っています。中国のお客さ
んに特徴的なのは単純に感覚で“可愛い”“面白い”
だけでは購入してもらえないこと。こと細かに商
品について質問してくる。ですから商品知識は非
常に大事。また、日本人の先生に来てもらい、日
本語の勉強もさせています」
こうした高山さんの細やかな心配りが彼らにも

伝わるのだろう。また、高山さんが上海にやって
来てから今に至るまでの友人関係が彼の事業を支
えていることも非常に印象的だ。「幸いなことに留
学時代に知り合った日本を含めた様々な国の友人
たちが、上海に残ったり再びビジネスでやって来

たりして、いろいろなアドバイスをしてくれる」
それもひとえに彼の兄貴分的なキャラクターと誠
実な人柄によるものであろう。
プライベートではブラジルの“カポエイラ”と

いう舞踊武術にはまっているという。「カポエイラ
を中国に広めるべくいろいろと活動しています
（笑）。とにかく今自分がいる場所になくて他のと
ころにあるものに興味を惹かれる。上海になかっ
たアジア雑貨のショップを始めたのも同じ感覚な
んです」。今後の夢をたずねたところ「料理が好き
なので、いずれは、飲食店もやってみたいです」
ショップが開店した当初は自ら接客をしていた

高山さん、近い将来、厨房で奮闘する姿が見られ
るようになるかもしれない。

Hari Rabu 泰康路 210 弄（田子坊内）6号 2楼　　
tel: 021-5465-1744

Cho Lon 泰康路 210 弄（田子坊内）3号 108 室
tel: 021-5465-1764 

CREATORS FACTORY創意工房 Cho Lon2 階
http://www.shlotusleaf.com

『CREATORS FACTORY』小さなボックスの中に若いクリエーターたちの夢が詰め込まれている。


