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１、デニム生地（推定）

デニム生地

２０億本（相当）

主要生産国・企業 生産数量

主要生産国（海外）
イスコ（トルコ） ２億yd

中国 億

※１yd（ヤード）＝0.9144ｍ（メートル）

世界生産総量（年間）

２５億yd

ジーンズ

中国 ３～４億yd

国内企業

クラボウ ※世界 ３，０００万yd

日清紡 ※世界 １，５００万yd

カイハラ ４，２００万yd

価格（＄） 価格（￥）

世界平均 ＄２．５０ ～ ３．００ ／yd ￥２００ ～ ２４０ ／yd

日本品 － ￥６００ ～ １，０００ ／yd

生地値



２、ジーンズ消費（推定）

地域・国 消費本数 消費本数のうちプレミアムジーンズ

アメリカ ６億本 １，５００万本

ＥＵ ５億本 １，２００万本

日本 ７，０００万本 ３００万本

アジア ５～６億本 －

その他計 ３億本 －



３、ジーンズマーケット

プレミアム

ミドル
＄１００ ¥８，０００ €１００

€

ボトム

＄３０ ¥３，０００ €２０

Ｈ＆Ｍ €２０～３０

ユニクロ €５９



４、世界のジーンズ製造コスト

生産地 コスト（＄） コスト（￥）

中国 ＄ ６～ ８ ／本 ￥４８０～６４０ ／本

東欧 ＄１０～１２ ／本 ￥８００～９６０ ／本

北アフリカ ＄１０～１２ ／本 ￥８００～９６０ ／本

５、日本製のコスト

生産地 コスト（＄） コスト（￥）

日本 ＄２５～３７．５ ／本 ￥２，０００～３，０００ ／本



６、日本マーケットの急激な落ち込み

推定販売高
期間 販売本数（年間）

２００４～２００５年 ７，０００万本

２００９年 ５，０００万本

7000

8000 万本

■海外品の増大（９０％が輸入品）による価格体系の消滅

■９９０円ジーンズ・安売ジーンズで価値観喪失

3000

4000
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6000
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～～

「落ち込みの理由」



７、日本製の戦略

超ＮＢ

ＮＢ

ＰＢ

超ＮＢ

ＮＢ

ＰＢ
ＮＢ＝ナショナルブランド

プ ベ ブ ド

消滅

ミドルマーケットの消滅 ＮＢの危機

リーバイス「旧５０１」 ￥５，９００

「新５０１」 ￥１０，０００超（日本製）

廃止

ＰＢ＝プライベートブランド

児島ジーンズ

■高級化・差別化戦略

■新ミドルマーケットを日本製のイメージにする



２

岡山県の繊維産業は、アパレルほか織布、染色加工、縫製など川上から川下までの業種が集積している。また製品出荷額においては全
国上位を争う規模を誇っており、全国有数の産地を形成している。しかしながら、生産工程の海外移転による空洞化、安価な輸入製品の
増加、商社への依存度が高く販路開拓が進んでいないなど多くの問題に直面している。そこで、これらの課題に対応するため、当地域の
繊維産業が持つ高い技術力とデザイン力等を用いて生み出される、他が真似ることができない高品質で魅力的なテキスタイル及びアパ
レル製品を海外展示会に出展することで、当地域の繊維産業の持つ強みを広く海外に認識させることを目的としている。

【事業者の概要】 倉敷ファッションセンターは全国６箇所に設置されている繊維リソースセンターの一つ１

３ 【海外展開支援事業の概要】 「高品質なテキスタイル（生地）製品」と「高付加価値のアパレル製品」の海外販路開拓を実施

４

【事業の成果】
・中国上海市で開催された「Ｊ－ＭＯＤＥ ＦＡＩＲ」には、１１社が参加し、ジーンズ等アパレルし品を出展。

事業の概要・成果

４ 展示会には延べ１６，９４７名が来場、２２４件の商談を実施し、成約に至ったのは８件。
・フランス パリ市で開催された「ＰＲＥＭＩＥＲＥ ＶＩＳＩＯＮ」には、５社が参加し、デニム等テキスタイル製品を出展。
展示会には延べ６１，４４０名が来場、６６１件の商談を実施し、成約に至ったのは２３件。

出展前 海外展示会への出展 出展成果報告会の実施等フォローアップ

●出展展示会への参加企業募集
●出展テーマの選定、販促品の制作
●展示会出展支援・指導

≪海外展示会≫
●【アパレル製品】「Ｊ－ＭＯＤＥ ＦＡＩＲ」
●【テキスタイル製品】「ＰＲＥＭＩＥＲＥ ＶＩＳＩＯＮ」

●出展各社による出店結果報告会の実施
●外部専門家による貿易・契約業務等に関する課題解決
●利用可能な他の行政等による展示会出展支援策等の紹介

【平成２１年度補正】 岡山地域繊維産業海外販路開拓事業



海外展示会への出展風景

Ｊ－ＭＯＤＥ ＦＡＩＲ （中国 上海市）

ＰＲＥＭＩＥＲＥ ＶＩＳＩＯＮ （フランス パリ市）



実施内容実施内容

今後の取り組み

①【テキスタイル製品】についてはデニムに絞り込んだ販売戦略を採用する

②【ジーンズ等アパレル製品】は香港を経由しアジア全域を対象とした販路開拓を実施する

③【テキスタイル製品 及び ジーンズ等アパレル製品】について当地域のテキスタイル・アパレル・染色加工等を含めた繊維業界
全体が一体となって新たな切り口で実施する

平成２３年度は、引き続きジーンズ等アパレル製品、デニム等テキスタイル（生地）製品を、アジア及び欧州の展示会へ出展し、
海外バイヤーとの商談を実施する予定。

又、前年の成果を基に下記の通り取り組む。

「デニム・バイ・プルミエール・ヴィジョン」出展「デニム・バイ・プルミエール・ヴィジョン」出展 「香港ファッション・ウィーク」出展

海外展開支援事業の期待される効果海外展開支援事業の期待される効果

「デニム バイ プルミエ ル ヴィジョン」出展「デニム バイ プルミエ ル ヴィジョン」出展

期●●間 ： 2011年5月25-26日
国●●名 ： フランス
場●●所 ： アル・フレイシネ（パリ）
内●●容 ： デニムに特化したテキスタイル（生地）見本市に出展
参加企業 ：織布企業、製品洗い加工企業等 ５社

期●●間 ： 2011年5月25-26日
国●●名 ： フランス
場●●所 ： アル・フレイシネ（パリ）
内●●容 ： デニムに特化したテキスタイル（生地）見本市に出展
参加企業 ：織布企業、製品洗い加工企業等 ５社

「香港ファッション ウィ ク」出展

期●●間： 2011年7月4-7日
国●●名：中国
場●●所：香港コンベンション＆エキシビション・センター（香港）
内●●容：中国を中心に、アジア各国の他欧州のバイヤーが多数

来場する見本市に出展
参加企業：アパレル企業、製品洗い加工企業等 １４社

☆地域自体のブランド力向上の期待
当地域のテキスタイル、アパレル、染色加工等を含め繊維業界全体で一体化して実施すると共に、出展の共通テーマを設定し、
看板等販促物へ共通的に使用することで地域のブランド力向上が期待できる。

☆海外市場への更なる販路拡大の期待
展示会出展後については、ジェトロアドバイザー等を活用しながらフォローアップを実施するともに、出展成果報告会等の場を通
じて成果と課題を共有することにより、事業終了後も継続的な海外販路開拓が期待され、地域産業全体の活性化が図られる。



課題と今後の取り組み

●PREMIERE VISIONは世界最大の欧州の生地見本市であり、各国の強豪に負けない魅力的な商品を提案できた。

①高い品質 （糸・染での優位性）

②品質の安定性 （不良がほとんど発生しない）

③豊富な種類 （糸の太さや撚り等に徹底的にこだわった難易度の高い商品）

評価の
ポイント

今後の
取り組み

マーケットは高級品に絞り、地域のアパレル・テキスタイル・染色加工を含めた繊維業界全体で製品の
製造委託を受注する等、単に生地販売に留まらず、業界が一体となっての海外販路開拓が必要である。

「テキスタイル製品」について「テキスタイル製品」について

●日本品は海外品に比べ圧倒的に高価格であるが、それ以上に高付加価値品であると評価されている。

④小ロット対応可能

●巨大なマーケットである中国上海での見本市に出展したが、下記の課題があった。

①中国マーケットでは、「卸」のチャンネルが確立していなかった

②市場のリサーチが不十分であった

③海外へ初出展の企業が多く、出展目的が絞り込めていなかった
課 題

今後の
取り組み

●継続的な見本市出展により、ブランド・商品を市場に浸透させる

●販売代理等、流通チャネルを考える

・香港系等、輸入代理商を活用

・直営店での進出

「アパレル製品」について「アパレル製品」について



企業毎の状況に合わせた支援

課題と今後の取り組み

支援機関としての取り組み支援機関としての取り組み

【先進的な企業に対して】

【これから取り組む企業に対して】

●ＰＲ支援 （定期的な広告等のＰＲ、合同ショールームの開設等）

●海外出展の目標の明確化 ●市場調査と海外戦略立案、商品開発海外出展 目標 明確 市場調 海外戦略 案、商品開発

●商標登録の徹底 ●英語版ｗｅｂサイトの整備

●輸出に対応する社内体制の整備

産地のブランド化

●産地イメージの広報 ●産地内企業間での連携を強化

●産地内企業に対し、海外輸出の重要性を啓発

ＥＮＤ
●特徴のある商品を開発


