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2006中国アパレル業界重大事項記
KEYWORD1【品牌　争（ブランド競争）】
世界四大“時装殺手（ファッションの殺し屋）”中国へ

3 月にスペインの ZARA が上海に中国初のショッ

プをオープン。続く 6 月にはスウェーデンの
H&M1 が 2007 年に出店を計画していると発表。世
界四大“時装殺手（ファッションの殺し屋）”の残
る 2 社、アメリカの GAP とドイツの C&A もこの

China News
中国服装業の2006年を振り返って
―雑誌『中国制衣』1月号から―

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。

ご承知の通り中国では旧暦の正月、春節（2007年の旧暦の元旦は2月 18日でした）が1年の始まりに

なります。そのため、“2006年を振り返って”というようなテーマの多くは、1月に発行される刊行物に掲

載されます（年明けの 1月に中国人が「今年の 12 月に…」と言った場合、ほとんどの場合が 2007 年の

12月ではなく2006年の12月になるのでご注意を）。

今回は2007年 1月発行の『中国制衣CHINA APPAREL』1月号の巻頭特集「中国服装業：2006年

を振り返って」の一部をご紹介します。なお、文章については一部省略をしたり、追加をしています。

海外動向〔中国動向〕

『中国制衣　CHINA APPAREL』2007年 1月号
COVER REPORT 「中国服装業：2006年を振り返って」

1 H&Mは、上海淮海中路と思南路の交差点にある嘉麗都大厦に 2007 年 4 月 2 日中国 1号店をオープンすると発表。このビルの 1F から 4F までは、2002 年に
オープンした当時ベネトンのアジア最大のメガストアとなっていた。現在すでに改装工事が進んでおり、ベネトンショップは浦東正大広場に移転した。



41繊維トレンド　2007.3･4 月号

中国服装業の2006年を振り返って

2 年で中国進出を狙っている。

19の国際ブランドが連携して偽ブランドの摘発に
乗り出す

アディダス、Puma を含む 19 の海外著名ブラン
ドが知的財産権業務で国際的に著名なベーカー＆
マッケンジー弁護士事務所の北京オフィスを通じ、
関係機関と協力して、1年計画で北京、上海、広州
及び深　にて関連する偽ブランドの調査を行うと
発表。

李寧 Lining ：国際化戦略をスタート

6 月、中国スポーツブランドの最大手 李寧は、
国際化戦略のスタートを公表。2008 年北京オリン
ピックの中国卓球、飛込み、射撃、体操チーム及
びスペイン男女バスケットボールチームと大会用
ユニフォーム提供の契約を結び、オリンピックと
いうステージでインターナショナルなブランドイ
メージを確立させることを目指すとしている。

トップアパレルブランドの7割が上海に進出

現在、中国アパレル業の 8 割以上のブランドが
本部もしくはデザインセンター、営業拠点などを
上海に置いている。また、国際的なラグジュアリ
ーブランド 100 のうち 7 割以上が何らかの形で上

海に進出している。上海はアパレルデザイン貿易
の中心となっただけではなく、関連する人材の争
奪戦のホットスポットにもなっている。

KEYWORD2【交流　合作（提携）】
日中繊維業発展と協力についての会議開催される

2006 年 3 月 20 日北京にて中国紡織工業協会と日
本繊維産業連盟により“第 2 回日中繊維産業発
展・協力会議”が開催された。両国繊維産業の現
状と発展のための対策、両国の繊維中小企業の発
展のための対策、両国間の技術・貿易・環境問
題・省エネなどにおける協力についての交流が行
われた。

中仏アパレル業界の協力体制の強化

3 月 29 日、“中仏協力”に関するプレス発表が北
京にて行われ、中仏両国間の関係をさらに密にし、
両国のアパレル産業の交流と協力を推し進めると
いう内容。

“世界創意之都”北京に開設

11 月 23 日、ロンドン芸術大学北京クリエイティ
ブ産業センターが正式にオープン。“世界創意之都 2”
プロジェクトはイギリス政府の援助によりロンド
ン芸術大学が実行に当たっている。北京は、本プ
ロジェクトの最初の都市となった。

中伊、経済貿易の合作に関する協議に署名、関係
の強化

11 月 29 日、中国貿易促進委員会会長と訪中した
イタリア対外貿易委員会主席は北京にて『中国国
際貿易促進委員会とイタリア対外貿易委員会合作
承諾備忘録』にサイン。これは、双方の中小企業
による投資、展示会やビジネスにおける相互訪問
及び若手管理層の人材開拓などのプロジェクトの
促進を目指し関係の強化を図るものである。

中国、インド最大規模の繊維製品の供給地

インド工商連合会は 1 月 4 日に、中国がインド
最大の繊維製品輸入相手国になったことを発表。
輸入総額は 4 年前の 7,871 万ドルから 2004 ～ 2005

オリンピックを間近に控え李寧のビジネスモデルは、中国の経済
界でも注目を浴びている。経済誌『新財富』1 月号でも「李寧：
“耐克（NIKE）化“して生き残る」という特集が組まれていた。

2 “世界創意之都Creative Capital-World City”はイギリス政府が、中国、インドという新興マーケットでのクリエイティブ産業における交流と協力を
目指し、進めているプロジェクト。北京中関村科技園区に設立された本件以外に上海、香港、ニューデリー、モンバイに設立予定。ロンドン芸術大学
北京クリエイティブ産業センターでは、英中のクリエイティブ産業の交流、人材の育成、コンサルティング、製品デザイン、合作研究などの多方面に
わたる展開を行う。
ロンドン芸術大学北京クリエイティブ産業センター公式HP http://www.arts.org.cn/ccbeijing/



年の 5億 4,881 万ドルにまで増額。インドの繊維品
輸入における中国品の占める割合は 4 年前の
13.17 ％から 36.53 ％に増加した。

中国ファッションブランド、初めてミラノコレク
ションに参加

9 月 25 日、ミラノコレクションが初めて中国ア
パレルブランドにその門戸を開いた。中国ブラン
ド初のショー、“ミラノファッションウィーク中国
ファッションブランド合同コレクション”が期間
中に行われ、杉杉、上海シルク、広東シルクなど
の中国著名 8 ブランドが正式にミラノコレクショ
ンでショーを行った 3。

中国ブランド吉芬 JEFEN、パリコレのオープニン
グに

2007 春夏パリコレクションのオープニングショ
ーとして、中国デザイナーブランド吉芬 JEFEN の
ファッションショーが 10 月 1 日、パリのルーブル
にて行われた。中国人ファッションデザイナーに
よるブランドでは、初めての国際的なファッショ
ン界へのデビューとなった。デザイナーの謝鋒 4

は、“門”をシーズンのテーマとし、中国が世界の
ファッションの大きな扉を開いたことを表現した。

KEYWORD3【扶持（扶助）規範】
《不正な低価格輸出行為に対する調査と処罰に関す
る規定（暫定）》

商務部は関係する法律法規に基づき、5月に《不
正な低価格輸出行為に対する調査と処罰に関する
規定（暫定）》草案を発表、広く一般から意見を求
めている。自ら規定を設け、不正な低価格輸出を
抑えることで、第三国からの不公平な反ダンピン
グ調査を受けるリスクを避けるのが目的。

繊維製品の還付税率の引下げ　繊維製品輸出の利
益の陣痛

9 月 15 日から、すでに行われている部分的な輸
出製品の輸出増値税の税率に対して、新たな調整
が行われ、繊維製品の輸出に伴う増値税還付率は
13 ％から 11 ％へと引き下げられた。繊維製品の増
値税還付率への更なる引下げを受け、業界内では
利益にかなりの影響を受けるが、短期的な“陣痛”
であると見ている。
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ミラノコレクションで配布されたパンフレット　写真右中、右）杉杉の英語と中国語による企業・ブランド紹
介。パンフレットにはすべての企業・ブランドが同じように英語・中国語両方で紹介されている。

3 2006 年ミラノコレクションのチャイナ・デイにて“STYLE CHINA: A New Silkroad”と題した合同ショーが行われた。参加したのは以下 8ブランド。
LILY（上海シルク集団）、SILIQUE（広東省シルク集団）、FIRS（杉杉集団）、FAMORY（広東名瑞集団）、CATHAYA（浙江凱喜雅国際股　有限公司）、
Soho COLLECTION（江蘇蘇豪国際集団股　有限公司）、Yeliya（耶莉　集団）、JUDGER（庄吉集団有限公司）

4 デザイナーの謝鋒氏は 1984 年杭州の浙江理工大学を卒業。その後、日本に留学、1990 年文化服装学院を卒業後、ニコルに就職。2000 年オリジナル
ブランドを立ち上げる。北京、上海、ハルピン、天津などに計 10 店舗以上のショップを構える。ブランド HP には、パリコレでのショーの様子も。
http://www.jefen.com/

海外動向
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財政部と商務部、7 億元の資金を各地ブランド設
立への補助

自国オリジナルブランド成長の遅れを懸念した
財政部・商務部は、2006 年度より中央外貿発展基
金からの 7 億元を資金とし、各地でのブランド設
立に向けて補助を行うことを決定。ブランド価値
の認定、ブランド化の促進、ブランド保護及びブ
ランド普及をプロジェクトの主要な 4 大項目と制
定した。

繊維産業の発展には環境問題の解決が不可避

“2010 年までに、繊維生産の単位当たりの電気消
費量を 2005 年の 10 ％、水量消費を 2005 年の
20 ％、汚水排水量を 2005 年の 22 ％削減すること”
これは 2006 年、国家発改委員会が発布した「繊維
産業“十一五”発展要綱」内の 11 の指標のうち、
制約性をもつ 3 つの指標である。業界に対する国

からのこのような産業構造調整、環境保護能力へ
の強化について、業界関係者は“アパレル業界で
も環境問題への対応を改めなければならない時期
がついにやって来た”と認識している。

KEYWORD4
【商貿（ビジネス） 時尚（ファッション）】
中国国際ファッションウィーク開催

中国国際ファッションウィーク 2006/2007 秋冬
コレクション、2007 年春夏コレクション 5 がそれ
ぞれ 2006 年 3 月 26 日から 4月 2 日、2006 年 11 月
16 日から 22 日に北京にて開催された。

CHIC 展『ブランドビジネスと国際融合』をテー
マに

第 14 回中国国際服装服飾博覧会 6 が 2006 年 3
月 28 日から 30 日はメンズ、4月 4 日から 6日まで

メンズ展開催期間中のメイン会場の様子

同じくレディース開催期間中のメイン会場の様子

5 2007 年春夏コレクションに関しては、弊誌バックナンバー 2007 年 1･2 月号（No.61）にて取り上げている。

6 弊社中国研究会のホームページ「中国レポート」2006/05/11 に筆者レポートあり。http://af-tbr.squares.net/report/index.html



がレディースと、2期に分かれて北京中国国際展覧
中心にて開催された。12 万㎡に及ぶ 20 以上の展示
ゾーンを設けた会場で、国内外から 1,000 社以上の
参加があった。

InterTextile アパレル業界から2万の入場者

2006 中国国際紡織面料及補料（春夏）博覧会が
2006 年 3 月 28 日から 30 日にかけて、北京展覧館
にて開催され、3 万㎡ほどの会場にて 17 の国と地
域、600 社以上が出展した。

深　と杭州、レディースアパレルに関する対策で
協力

4 月 4 日、深　市貿易工業局と杭州市シルクとレ
ディースアパレル産業発展指導小組弁公室 7 が深
杭合作協議に署名をした。中国レディースウエア
業界では「深　を見るべきか」「杭州を見るべきか」
という議論がここのところ続いている。こうした
中、深　と杭州両者が双方の利点をもって協力す
ることで、我が国におけるレディースアパレル産
業のステップアップをはかることを目標とし、協
力関係を結んだ。

上海産業の争奪 “黄金期”へ

“上海に行って商売を”というのが、長三角（長
江デルタ地域）にある発展途上の地域の一致した
選択である。今現在、上海ではまさに産業構造の
歴史的な大調整・大移動が行われている。上海紡
織控股（集団）公司は、傘下の 10 以上の繊維関係
企業を江蘇省北部に移転させている。これは、上
海紡織業界始まって以来の最大規模の第一次産業
の移転であり、かつ江蘇省が今まで受け入れた中
で最大規模の移転である。

KEYWORD5【首次（初の） 新（古いものを
打ち捨てて新しいものを作り出す）】
初の全国規模での未成年者を対象にした身体測定
が行われる

2006 年 9 月から、我が国初の未成年を対象にし
た身体測定が行われている。これは、新中国設立
以降初めての最大規模の測定であり、人数、地
域・測定項目など今までになかった規模となる。
測定結果は服装、革製品、家具、教育用品、交通
輸送、建築の 6 大国民経済産業へ生産の参考資料
として提供される（調査対象とされるのは、10 以
上の省と市の 4 ～ 17 歳までの 2 万人。170 以上の
項目にわたる測定項目）。

上海にて、全国初の繊維品臨時輸出許可数量取引
のネット窓口開設

上海市政府の関連機関は 2006 年 6 月に正式に全
国で初めて繊維製品の輸出割当枠のネットでの取
引が可能なサイト「紡織品臨時出口許可数量轉受
平台」を開設。輸出割当枠を確保しながらも数

量を消化しきれない企業と確保を望む企業がネッ
ト上で取引できる。他地域企業からも会員になり
たいとの連絡が相次いでいるという。
紡織品臨時出口許可数量轉受　平台HP
http://www.e-tj.cn/

国内初アパレル専業実習基地、誕生

中国アパレル業界のオスカーと呼ばれる中国服
装品牌年度大奘 8 にて営銷（営業・販売）大奘を
取った江影海瀾グループ 9 が、8 月 26 日、アパレ
ル研修センターをオープン。著名 10 大学の服飾デ
ザイン課の学生を招待し「中国服装創意設計海瀾
実習園」での実習を行った。これは、我が国初の
服装専門の研修センターとなる。
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海外動向

7 杭州市シルクとレディースアパレル産業発展指導小組弁公室（中国名：杭州市女装発展領導小組）は、2001 年 11 月に杭州市人民政府が杭州レディー
スアパレル産業の発展と促進のために設立した最高指導機関。政府と関係機関など 20以上の組織・企業のトップクラスの指導者から組織されている。

8 “中国服装品牌年度大奘”は CHIC 展のオープニングとして開催される、中国アパレルブランドイベント。詳細については、弊誌 2006 年 7･8 月号
（No.59）をご参照いただきたい。

9 江影海瀾グループは 1988 年江蘇省江影市に設立したメンズアパレルをメインとした大型グループ企業。アパレル業以外にも、国際貿易、造船、不動
産、ホテル経営などを行う。同企業が開設した「中国服装創意設計海瀾実習園」は、清華大学美術学院、東華大学服装学院、北京服装学院、江南大学
紡服学院など全国 10 の服飾系大学と提携した学生のためのアパレルビジネス実習センター。今後は、定期的に学生の参加する研修、服装文化ウィー
ク、討論会、デザイン、生産、管理、営業、ブランドプロモーションに関する実習プログラムを組み、次代の中国アパレル業界のクリエイティブとデ
ザイン、理論と実践の結合を強化するのが目的。
海瀾之家（メンズアパレル） http://www.heilanhome.com/
海瀾グループ　http://61.129.90.213:8080/index.jsp
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初のインナー産業研究所、設立

10 月、広東省佛山市南海区大　鎮に上海と中国
針織工業協会、西安工程大学服装芸術デザイン学
院の共同により、中国発のインナー産業研究セン
ターが設立した。

中国紡織品服装貿易展覧会、ドイツにて開催

11 月 5 日から 7 日まで、ドイツ・カールスルー
エ市にて中国紡織品服装貿易展覧会が開催された。
これは、中国紡織工業協会がアメリカに続きヨー
ロッパ市場に向けて、現地で開催した展示会であ
る。

KEYWORD6【評比（比較評定） 布（発布・
公表）】
20余りの繊維・アパレル企業が中国企業コンピュー
タシステム化ベスト500社に選出される

2006 年 2 月 2 日、2005 年度中国コンピュータシ
ステム化企業ベスト 500 社 10 に、雅戈爾集団股
有限公司、美特斯邦威集団有限公司、中国中紡
（集団）公司、波司登股　有限公司、山東徳綿集団
有限公司といった繊維・アパレル業界の企業 20 社
余りが選出された。

競争力10強企業の選出

4 月 26 日北京にて 2005 ～ 2006 年度繊維・アパ
レル競争力 10 強企業の測評と発表が行われた。紡
績、色織、毛織物、化繊、麻紡、シルク、プリン
ト、ニット、服装、家紡といった 10 の業種のトッ
プ 10 を表彰するもの。主催する中国紡織工業協会
は、こうしたランクづけを発表することで、業界
発展が促進されることを期待している。

北京10大ファッションブランドの選出

9 月 23 日夜、北京アパレル業界で最も権威があ
るとされる“北京 10 大ファッションブランド”の
発表 11 が行われた。入賞したのは、李寧、白領、
愛慕、依文、順美、派克蘭帝、雪蓮、銅牛、紳士、
繊絲鳥。

上海におけるベストセラーアパレルブランドの発表

11 月 26 日、2006 上海ファッションウィークの
閉幕式にて、“錦衣榜－上海マーケット服装服飾ベ
ストセラー・ブランドトップ 10”12 が発表された。
メンズ、レディース、スポーツカジュアル、イン
ナーという 4 つのカテゴリーでの売上トップ 10 ブ
ランドが発表された。これは、上海市商業情報セ
ンターによる 100 以上の企業と 1,000 以上の地域に
おける 2006 年度のファッションブランドの販売状
況の調査、専門家による特別委員会の調査を通じ、
同センター、上海ブランド促進センター、上海国
際服装服飾中心の 3機構が合同で行ったもの。

2006年ファッションアワードの発表

中国国際ファッションウィーク（CFW）2007 春
夏コレクションの最終日に当たる 11 月 22 日、中
国ファッションアワード 2006 年度受賞式典が行わ
れた。これは中国服装設計師協会、中国国際ファ
ッションウィーク実行委員会が共同で開催したイ
ベントで、2006 年度のファッションアワード、フ
ァッションウィーク・ブランド大賞、10 大ファッ
ションデザイナー、10 大モデル、ファッションデ
ザイン“金賞”の発表と表彰 13 が行われた。

10“中国コンピュータシステム化企業ベスト 500 社”は、国家信息化測評中心National Informatization Evaluation Center（NIEC）が主催するイベント。
ちなみに上位 10 社は以下の通り。①上海通用汽車有限公司、②中国建設銀行股　有限公司、③一汽-大衆汽車有限公司、④中国人民財産保険股　有
限公司、⑤中国遠洋運輸（集団）総公司、⑥海爾集団公司、⑦聯想（北京）有限公司、⑧中国農業銀行、⑨中興通迅股　有限公司、⑩中国石油化工
股　有限公司。
国家信息化測評中心　http://www.niec.org.cn/
中国コンピュータシステム化企業ベスト 500 社
http://www.ipower500.com/

11 このイベントは、9月 20 日から 23 日まで開催された北京国際時装品牌推広週 Beijing Fashion Week 中に行われた。選出に当たっては、100 万人に
及ぶネット・はがき・売り場を通しての一般消費者からの投票が重視されたという。
Beijing Fashion Week  http://lady.qq.com/zhuant/zhuantfs/week.htm

12  

13 弊誌バックナンバー 2007 年 1･2 月号（No.61）中の筆者のCFWレポートににて取り上げている。



KEYWORD7【退出　自律】
EUによる“非中国製”マークの登録に対する数万
人が反対

“世界の工場”中国に対する脅威と、欧米の対中貿
易保護主義の風潮のなかで、Alvito 社がアメリカ政
府と EU の関連機関に対して“非中国製（NOT
MADE IN CHINA）”の商標登録を申請した。EUの
当局は2月 20日、初回の審査を行ったがこれに対し
てネット上にて数万人の反対署名運動が行われた。

広東子供服業界、“致癌童装”事件を受けて管理強化

広東省工商局は 5 月 29 日、省内の流通地域内に
て販売されている子供服の検査を行ったところ、
合格率が 34.1 ％しかないことを発見 14。

上海“襄陽路”ついに閉鎖

7 月 1 日、北京の秀水街とならんで“北の秀水、
南の襄陽”といわれ、上海で最も活気のあった衣
料製品の市場がついに正式に閉鎖された。上海の
商業地域としては抜群の立地に出現し 6 年の間営
業の続いた世界の偽ブランド品の集まるマーケッ
トは、ついに歴史の舞台からその姿を消した。

ダウンジャケットの抗菌マークにレッドカード

中国抗菌材料及び製品業界協会は 9 月 7 日、正
式に“抗菌マーク”取付けを停止した。メディア
による調査で一部のダウンジャケット生産企業向
けに出している抗菌マークが中国抗菌材料及び製
品業界協会の基準を満たしていないことが判明し
た。

『中国制衣CHINA APPAREL』2007 年 1 月号　参照

繊維トレンド　2007.3･4 月号46

海外動向

本コーナーはちょうど 1年前の 2006 年 3 ・ 4 月号からスタート、初回のテーマは今回参考にさせ
て頂いた『中国制衣』誌の紹介であった。こうして振り返ってみると、筆者自身今回紹介したイベ
ントのいくつかに参加しており、まさに、中国アパレル業界の転換期の真っ只中にいることを改め
て実感した。世界の生産工場から、世界が注目する消費マーケットへ、そして、世界に向けて発信
するブランドの確立へ、中国アパレル業界が国を挙げて取り組んでいる中、日本の企業や人材が活
躍できる機会はこれからますます増えていくだろう。この 1 年も中国の現状を肌で感じていただけ
るような、リアルなレポートを提供していけるよう精進していきたい。

14 広東“致癌童装”事件：広東省工商局が広州、深　、汕頭、佛山、東莞、潮州の 6都市にある百貨店、スーパーその他小売店から子供服の抜き取り
検査をしたところ、不合格品が 46 ％にも上った。中には使用された染料に発がん性物質が含まれているものがあることも露見し、当局は取り締りを
強めている。




