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AIAIAとは？

上海の喧騒から逃れるように佇むセレクトショッ
プ『AIAIA』には、深山さん自身がパリ、ロンドン、
ミラノ、東京などで活躍するデザイナーに直接会
い、セレクトしてきた商品が並ぶ。こうした本格
的な、いわゆる“デザイナーズ・セレクト”ショッ
プは中国ではまだまだ珍しいこともあり、欧米の
業界では上海のセレクトショップといえば IT、外
灘 3 号、そして AIAIA という認識があるそうだ。

このうち IT は香港系の企業でオリジナルブランド
を含めた大型ショップを新天地や PLAZA66 といっ
た高級ショッピングモールに構えている。そして、
上海を代表すると言ってよいハイファッションブ
ランドを集めた外灘 3 号は、残念ながら既にクロ
ーズしてしまった。このような状況において単店
舗の AIAIA が欧米ブランドデザイナーから認めら
れているというのは、簡単なことではないという
ことがよく分かる。

China News
上海セレブがお客様
―本格派セレクトショップ『AIAIA』の3年とこれから―

横川 美都（よこかわみと）
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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。

筆者が上海で生活をするようになってから 3年半が過ぎました。その中で企業に頼らず自らの手でチャン

スを作り出し奮闘している同世代の日本人に出会うことが度々あり、彼らから刺激を受けたり助けられたり

励まされたりしながら暮らしています。今回はそうした中から、上海そして中国をマーケットにファッショ

ンの小売を手がける女性をご紹介したいと思います。お話をお伺いしたのは、セレクトショップ『AIAIA』

をオープンして 3年目になる深山美由紀さんです。

海外動向〔中国業界動向〕

AIAIA が店舗を構える太原路はかつてフランス租界で、今でも瀟洒な洋
館が軒を連ねる静かな通りである。

3階建ての古い洋館を改造、1・ 2 階がショップ、3階はオフィスとな
っている。
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「正直、外灘 3 号の閉店では、この業界の厳しい
現状を見せられたと感じている。あれだけ大きな
スペースにあれだけハイファッションブランドの
品揃えをし、客足も上々であった。ただ、よく見
ているとお客さんは商品を眺めているだけ。実際
に購入する人は少なかったと思う」一方、 AIAIA
はこれとは全く異なる空間だ。深山さんが“プラ
イベートブティック”と呼び、現地のメディアが
“私人衣　（個人のクローゼット）”と表現するよ
うに、小さなスペースにゆったりとしたソファー
とテーブルが置かれた店舗は、まるで、自分の部
屋で、もしくは遊びに行った友人の家で、洋服を
選んでいるような感じだ。スタッフも友人同士の
ような接客をすることで、顧客とより深いところ
でつながることを目指している。
セレクトに関しては、深山さんの感性と世界の

流れプラス上海独自のテイストを取り入れるよう
にしているそうだ。こちらでは基本的にデザイン
性が高く、分かりやすいものが好まれる。日本だ
とデザインが凝りすぎているものは、着づらくて
敬遠されがちだが、上海では「これが、おしゃ
れ！ファッションなんだ！」と主張のあるものの
方がいいようだ。例えば、アシンメトリーでいか
にもデザインしました、というもの。品揃えに関
しては日本だと無難なデザインのものを入れない
とまずいが、こちらではより冒険ができると感じ
ているそうだ。
現在取り扱っている商品は、Sophia Kokosalaki

（ギリシャ）、G.V.G.V. （東京）、Anne Valerie Hash
（パリ）、Matthew Williamson（ロンドン）、Tibi
（NY）。他にもロスのデザイナーのアクセサリーな
ども扱っており、上代平均は 3,000 元、ドレスなど
は 10,000 元からだ。この価格帯であれば誰でも知
っているようなインターナショナルブランドにも
手が届く。いったいどんな人たちが買いにくるの
だろうか？「圧倒的に中国人比率が高い。ファッ
ション業界の関係者もいるが、一番多いのは一般
セレブと言われる人たち。彼らは国際的な感覚を
持った人が多く、詳しく話を聞いてみると、何ら
かのインターナショナルなバックグラウンドを持
っている。例えば、上海人だがフランスに移住し
たり、アメリカと上海を行ったり来たりして仕事
をしている人など。芸能人は意外と少ないですね」
また、年齢層は 30 代がメインではあるが 10 代後
半から 50 代と幅広いそう。もともとのターゲット
は 25 ～ 35 歳くらいだったが、例えば 30 代に見せ

たい 40、50 代の顧客もいる。「“この年齢だからこ
ういう傾向”というのはこの国には当てはまらな
い。年齢で分けるより階級で分けたほうがよい」
深山さんの言う“階級”とは、家庭環境、学歴、
職業、収入、出身など様々な要素を含めたもので、
単純に上海出身の同じ年齢の人でも全く異なって
くる。日本人はすぐにマーケットを年齢層で分析
する傾向があるが、中国ではそうした分析の仕方
はなかなか難しいということは筆者も常々感じて
いたことだ。

オープンから現在まで

海外でのバイイング以外に、マーケティング、
企画、プレス、そして経理とすべての業務、そし
て社長として活躍する深山さん。彼女は、バブル
が崩壊したころアパレルの販売員として職歴をス
タートし、その後イギリスに 2 年間語学留学。帰
国後は英語系のビジネススクールでマーケティン
グなどを学んだ。そして、イベント・展示会など
を中心に行う広告代理店に勤務後、さらに英語力
を活かして、英語情報誌の編集部に。ここで、日
本にいながら数カ国語が飛び交う非常にインター
ナショナルな環境で仕事をするという経験ができ
たという。
英語を中心にしたキャリアから、なぜ、中国上

海でのビジネスに目が向いたのだろうか？「周り
の友人や仕事で知り合う人の中に中国関係の仕事
をする人が増え始めた。彼らから『中国いいよ、
すごいよ』という話をよく聞かされ、自然と目が
中国に向いていった。最後のバブルの匂いをかす
かに感じながら社会人のスタートを切った自分に
とって、上海でそういうものを体験できるのであ
れば、そこに身を投じていたいと思うようになっ
た」「一方で以前から女性として自分の仕事とライ
フプランを考えたときに、30 で独立したいという
思いをずっと抱いていた。そういう中で知り合い
から上海で新しいビジネスを立ち上げてみないか、
という誘いがあった」
そして、彼女が一番得意とするマーケティング

を重ね、上海での可能性を確信。上海を市場とし
てファッション関係の小売、その中でも、今ない
もの、そしてこれからの伸びるものということで、
ハイファッション、デザイナーズ・ブランドのセ
レクトショップをすることを決め、SARS（重症急
性呼吸器症候群）が落ち着いた 2003 年 7 月に最初
の本格的なリサーチを開始。2004 年の 3 月に淮海
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路にある美美百貨に AIAIA をオープンさせた。
仲間 3 人で起業した会社は上海と東京の 2 カ所

に事務所を持ち、深山さんは当初日本を拠点に海
外でのバイイングと日本の会社の経理を担当して
いた。ところが、美美百貨に店舗を構えたと同時
に、中国内販を担当していたメンバーが急遽辞め
ることになり、「私がやるしかないな、と思って」

2004 年 5 月上海での常駐が始まった。一方、美美
百貨のショップは諸事情により閉店を余儀なくさ
れる状態になり、上海に来たばかりの彼女はそこ
から半年で、次の店舗探しから内装、オープニン
グイベントの手配まですべてをほとんど 1 人でこ
なし、同年 12 月 15 日に今の永嘉路の路面店を開
店させた。

AIAIA とは、ギリシャ神話に登場する魔女キルケーの支配下にある楽園の島の名で、ホメロスがウリッセーとともに疲れた体を癒
した場所だと伝えられている。AIAIA は上海のおしゃれさんにとってのオアシス。

深山さんが上海でビジネスを始めて一番苦労し
たこと、苦労していることは何だろうか？「全く
予想できないことが突然起こること。今まで OK
だったことが、突然全くダメになることが多々あ
る」「でも、そのおかげで、『何かがあるかもしれ
ない』という気持ちの準備と、『何かあるかもしれ
ないけどそれに対応しよう』という心の引き出し
を持つことができるようになった。急にダメにな
ったことに対してイライラして文句言うのは無駄。

逆にアイディアを出して工夫して解決していくこ
とが、楽しかったりする。そうやって、対応して
いる自分って、なかなかのものだよね、と思えま
すしね（笑）」
逆に、上海ならではということも非常に多いそ

うだ。例えば、今お付き合いしているブランドは
すべて中国初上陸。そのためブランド側もプレス
面などで非常に協力的であり、より良い関係で仕
事ができる。日本では、大概のブランドはどこか
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が契約しているので、こうした付き合いはなかな
か難しい。
また、ロンドンを始め、オーストラリア、ニュー

ジーランドのコレクションから必ず招待がある。
ロンドンコレクション協会が主催するパーティー
に招待された際には、LFW副会長の隣、日本の大
手セレクトショップの名物バイヤーなどと並んで
VIP 席に座り、「中国からいらっしゃった AIAIA の
深山さんです！！」と紹介されたそう。中国
VOGUEなどメディアの取材はあるが、中国から参
加するバイヤーは AIAIA のみ。欧米の業界では確
実に中国市場への非常に重要な窓口として認識さ
れていると実感していると言う。「日本だと、やっ
てみたいことや、取り扱いたいブランドがあって
も、大抵ほかの企業や人が既に手をつけており、
自分で自由に選択することが難しい。ところが中
国では、ビジネスのチョイスが自分で選択可能で
しかも幅広い」

マーケットの変化

開店から 3 年になるが、AIAIA を取り巻く環境
にはどのような変化があったのだろうか？　開店
当時、深山さんは日本で想像していた以上に“お
しゃれさん”が少ないことに驚いたそう。ぱっと
見るとそれなりにおしゃれな子はいるのだが、洋
服に対するお金の使い方が日本と全く違っていた。
日本だと本当におしゃれが好きな子は本当に欲し
いものがあれば必死で買うが、彼女たちにはそこ
までの思いがない。そして、お金を自由に使えて
AIAIA の商品を買える富裕層達は、全くおしゃれ
ではない。予想以上のギャップに本当に大丈夫な
のかと心配になったそうだ。しかし、この 3 年で
ファッションを取り巻く状況が確実に変わってき
ていることを実感していると言う。
「3 年前と変わらず大胆で飽きやすいという傾向
はあるが、おしゃれが好きでなおかつ AIAIA の商
品を買える人が着実に増えてきた。昔は買ってく
れる人はお世辞にも似合う人たちではなかったが、
今では試着をした商品が本人にあまりにもよく似
合うので、涙が出るほど嬉しくなることがある。
こちらがこんな人に着てもらいたいと思う人が購
入していくようになってきた」「また、購入の仕方
にも変化がある。以前は、衝動買い的なことが多
かった。また、人に紹介されてお店に入ったから
には、何か買わないと面子がない、でもよく分か
らない。結果、私に合う服見繕ってと言って、ま

とめ買いをする人もかなりいた。ところが、以前
よくまとめ買いをしていた人が、最近一点買いす
るようになってきている。『今日はボトムが欲しい』
『今日はノースリーブが欲しい』という目的意識を
持って店舗に来るようになり、全体的に購入の仕
方が 1 点ずつ丁寧になってきている。今まではそ
ういう基本的な目的意識を持った買い方さえなか
った。しかも、例えば『この金額だったらプラダ
のスカートが買えるわ』というように商品を選ぶ
際に価格とブランドだけしか判断基準がなかった。
ところが、最近はデザインのディテールを見て購
入するようになってきた」。こうした変化を深山さ
んは「彼女たちの“おしゃれ経験値”が増えたの
だと思う」と表現する。
彼女たちの“おしゃれ経験値”が増えた理由の

1つに、ファッションを取り巻くメディアの変化も
大きく影響しているかもしれない。「最近、ファッ
ション雑誌を買う人が確実に増えてきている。3年
前はカフェやレストラン、美容院に置いてあるも
のを読むのが普通で、何でわざわざ買うの？とい
う雰囲気だった」「雑誌が良くなったから買う人が
増えたのか？買う人が増えたから良くなってきた
のか？中国のファッション業界が華やかになり、
コンテンツが増えたから？ヨーロッパのファッショ
ンたちが進出してきたから？プレスという意識が
強くなってきたから？　何が決定的な原因なのか
は分からない。また、つい最近まで“プレスルー
ム”という概念もなく、店頭から貸出しをしてい
たような雑誌の編集者たちが『あそこはプレスセ
ンターがしっかりしているからいいんだよね』と
いうことを言うようになってきている」こうした
ことも含めこの数年でファッションを取巻くすべ
ての環境が急激に良くなってきており、その中で、
おしゃれが好きな子はおしゃれを勉強をし、同時
に収入も上がってきて、買いたい、買える、そし
て買おう、ということになってきているのかもし
れない。

上海のファッションビジネスについて

深山さんが海外で接する欧米ハイブランドは上
海、中国をどう見ているのだろうか。「好きか嫌い
か、極端にハッキリと分かれている。クリエーター
として中国マーケットを見ている人は、彼らが訴
えたいことを理解できるまで市場が成熟するかど
うかを疑問視し、中国は難しいと判断している。
ただ、中国マーケットの大きさ、そしてその勢い



海外動向

繊維トレンド　2007.9･10月号20

を感じて、そこにマーケットのこれからを感じ、
積極的に関わっていきたいと思っている人のほう
が多いのではないか」「毎年秋に上海ファッション
ウィークが開催されているが、去年あたりから海
外からの参加が増えてきている。昨年はフランス
を代表するデザイナー 6人のほか、イギリス、オー
ストラリアからも参加があり非常に注目を集めた。
こうしたことからも彼らがマーケットとして上海
を重視していることが窺えると思う」。
では逆に、中国市場は東コレに参加している日

本のブランドをどう見ているのだろうか。「残念な
ことに東コレの情報は中国には、ほとんど入って
きていない。現時点で東コレデザイナーを知るす
べがないのが現状。欧米で既に認められたり海外
のコレクションに参加しているようなブランド
（ギャルソン、ワイズ、最近では、アンダーカバー
など）は、こちらでも一定の知名度がある。しか
し、それは、中国人が例えばヨーロッパ VOGUE
などを読んで、そこから得た情報であって決して
日本発の情報ではない。「日本のデザイナーには、
もっとがんばって欲しいです」。深山さんは既に中
国のファッション誌にパリコレ取材などの記事を
提供しているそうだが、東コレ情報に関しては今
後は自分が発信しなければならないのかなぁ、と
も感じているそうだ。

これからのAIAIA

深山さんは 3 年間の経験を通じ、今後の展開に
関してオンリー小売だけではかなり厳しいと感じ
ているそうだ。企業としての AIAIA は中国ファッ
ション業界で内外ブランドに対するコンサルティ
ングビジネスの展開を考えていると言う。例えば
国内向けには、既に手がけている雑誌社に対する
コレクションの情報提供、スタイリング、コーディ
ネートアドバイス（中国ではスタイリストのレベ
ルが日本に比較すると非常に低い）。また、中国人
販売員へのスタッフとしての教育。中国では小売
販売員のレベルが低いだけでなく、社会的地位・
立場も低いため、業界内でも軽く見られている。
単なる物を売る人ではなく、営業的意識、プレス
的意識、宣伝的意識、マーケティング意識を持た
せ、ブランドを背負って立つ営業マンと同じ役割
を果たすという認識を作り上げ、業界内での彼ら
のポジションやそれを取巻く環境を変えていきた
いと考えているそうだ。

一方、海外ブランドに対しては AIAIA で積み上
げてきた経験を活かしながら、新しいブランドへ
の中国国内販売に対するサポート業務。既にある
メディアとのつながりを利用したプレスサポート
以外にも、ブランディング、スタッフトレーニン
グといった実売に結びつくコンサルティングを提
供していきたいそうだ。既存のコンサルティング
会社は会社設立からオープンまではサポートでき
るが、オープン後の実売に関わる、きめ細かな、
ファッションビジネスに特化したサポートまでで
きないのが現状で、そこをフォローする役目を果
たしたいと考えている。
小売としては中国市場の大きさを考え、代理店

ビジネスも視野に入れた展開も検討しているとの
ことで、こちらの展開も楽しみである。

インタビューを終えて

筆者も上海に来た当初は日本ブランドの中国内
販（小売）に関わる仕事をしていたこともあり、
開店当初から AIAIA の動向は気になっていた。そ
の後、深山さん本人と知合い、彼女が上海リサー
チを始めたのと筆者の上海出張が始まったのが同
時期、そして彼女が上海に居を移す 2 カ月前の
2004 年 5 月には筆者の上海駐在がスタートしたこ
とを知った。上海のファッションビジネスの移り
変りをほぼ同時に見ていたこともあり、彼女と話
をしていると共感できることが多い。インタビュ
ーの中で、彼女が日本ブランドが中国で上手く情
報発信ができていないことに触れていたが、この
ことは彼女と話をする度に話題になる。
「中国語は日本語と比較して、曖昧さのないハッ
キリとした言語。そして、言語と思考回路は共通
している。だから、例えばこちらでイベントを行
うときには、はっきりとその目的が伝わるように
しなければならない」「また、現地でイベントを行
う際には、単独で行うよりも例えば上海ファッ
ションウィークのようにその地域の主要な業界イ
ベントの流れに合わせて入っていくほうがいい、
注目度が圧倒的に違ってくる。そのためには、現
地のメディアと業界の流れをきちんと理解する必
要がある」。彼女のこの指摘は、筆者も常々考えて
いることであるが、「後戻りできない。前進あるの
み」と言い切る彼女の口から聞くと、より一層の
重みを感じる。今後も、AIAIA と深山さんの動向
には注目していきたい。



21繊維トレンド　2007.9･10月号

上海セレブがお客様

2階はプレタポルテラインが並ぶ。顧客はゆったりとしたソファーでコーヒーや紅茶を飲みくつろぎながら、タップリと時間をかけてスタッフと洋服を選ぶ。

デザイナーAnne Valerie Hash を取材した中国 VOGUE。深山さん自身が主要メディアの記者や編集者とやりとりをする。
開店から今までに築き上げた彼らとの関係は、AIAIA の強力な武器である。

海外ブランド以外にも、上海をベースに活動する香港人デザイ
ナーのアクセサリーも。商品のセレクトには深山さんの感性が
光る。芸能人のスタイリストが衣装を選びに来たり、帰省する
たびに必ず顔を出すという海外在住の上海人もいるそう。

AIAIA Fashion Boutique Shanghai 

Shop address 上海市太原路 165-1 

Open everyday 営業時間　11am-8pm

http://www.aiaia.cn/




