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和装振興協議会 分科会について

協議会において出された論点のうち、より深い議論が必要なものについて、分科会を行っ
ていくこととした。
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分科会にて検討する論点（第1回協議会で提示）

１．きものに対する消費者ニーズ

・若い世代に向けたきものと、和文化としてのきものの両立
・リサイクルきもののあり方
・外国の消費者のニーズ（インバウンド、海外発信）

２．きもののつくり手のあり方

・きものを活用した地域振興
・きものの素材の異業種分野への活用可能性
・産地間連携のあり方
・設備投資、人材育成、生産性向上

４月１９日、分科会（ものづくり）を開催。

今後の分科会の開催に向け、経産省にて
販売チャネル特性の委託調査を実施済み。



分科会（ものづくり） ４月１９日開催
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 協議会における「つくり手にスポットを当てた議論を」とのご意見を受けて開催。
 全国の産地から若手のつくり手の方々にお集まりいただき、①流通の課題、②製造の
課題という２つの論点に沿って議論。

＜分科会出席者＞

青柳 蔵人 株式会社青柳 代表取締役専務

新井 教央 新啓織物

粟野 修也 粟野商事株式会社 代表取締役社長

泉 太郎 泉織物有限会社 代表取締役社長

大橋 恒介 株式会社新装大橋 代表取締役社長

岡山 摩紀 岡山工芸 社長

黒木 和幸 株式会社黒木織物 代表取締役社長

関谷 幸英 株式会社関谷染色 代表取締役社長

中江 久人 有限会社中江絹織物 代表取締役社長

丸山 伸彦 武蔵大学人文学部日本・東アジア文化学科 教授

吉田 満梨 立命館大学経営学部 准教授

渡邉 隆夫 一般社団法人日本絹人繊織物工業会 会長

渡邉 正輝 株式会社ワタマサ 専務取締役



主な論点

①流通構造の課題

②製造の課題（人材確保を含む）

分科会（ものづくり） 当日の説明資料
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提言１ 潜在市場開拓のための新たなビジネスモデル構築を促進すべきではないか
 潜在市場開拓に向けたビジネスモデル構築の推進
提言２ きものを着るシーンを増やすべきではないか
 業界、自治体、学校等の連携による「シーン」の創出→ 「経済産業省きものの日イベント」
提言３ きものを活用した地域振興をもっと進めるべきではないか
 地域産品開発の推進
提言４ 国内外へ｢きもの｣を発信して日本の魅力を向上すべきではないか
 ミラノ国際博覧会、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での情報発信

【論点１： きものの新規需要開拓には何が必要か】
 若い世代のきものに対する関心の高まりがビジネスにつながっていない。
 高級きもの市場の維持発展にも日常着としての新規のきもの市場を開拓することが必要。アパレルと同
様、消費者ニーズを踏まえ、ブランド確立、販売手法の改善、リーズナブルな価格での商品展開が必要。

【論点２： きものを活用した地域振興への取組】
 地方創生・地域振興の観点から、きものは重要なツールとなる可能性あり。
 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け観光地振興に加え、国内できもの姿の人を増や
すべき。

 ビジネスシーンできものを着ることもきもの姿を増やすことに大きく貢献する。霞ヶ関の職員がきものを着
ることがあってもよいのではないか。

【和装振興に対する提言】

2015年ミラノ国際博覧
会の日本館貴賓室にき
ものを展示

色打掛｢大牡丹印金
錦｣（三代目 龍村平
蔵）

（参考）「和装振興研究会」報告書概要
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きもの市場の衰退と反転への兆し

 きもの市場は、昭和５０年代の１兆８，０００億円から、３，０００億円前後まで減少。
 一方、２０～３０代の女性を中心に、きものを着ることへの関心が高まってきている。

79.9 71.9 
59.1 50.3 

20.1 28.1 
40.9 49.7 

はい いいえきもの着用経験あり

43.6 38.0 27.2 
15.9 

56.4 62.0 72.8 
84.1 

はい いいえ
きもの着用経験なし

今後きものを着たいか？

【出典】2015年3月経済産業省アンケート調査

※ピークは昭和56年の1.8兆円と言われている
※「正絹以外」は和装小物、浴衣等含む

【出典】矢野経済研究所「きもの年鑑」

呉服小売金額の推移（昭和57年～）
（億円）

3,010億円
（平成25年）

5



秩父銘仙
埼玉裏絹

注染ゆかた
遠州木綿

有松・鳴海絞

白鷹御召
米織
紅花染

十日町絣
小千谷縮
越後上布
塩沢紬
五泉［駒絽・羽二重］

加賀友禅
牛首紬

福井羽二重

近江上布
浜縮緬

京友禅
京小紋
京鹿の子絞
西陣織
丹後縮緬

丹波木綿
但馬縮緬

注染ゆかた

阿波しじら織
阿波藍染

備後絣
伊予絣

本場大島紬

久留米絣
博多織

伊勢崎絣
桐生織
群馬羽二重

本場奄美大島紬

琉球紅型
久米島紬（久米島）
宮古上布（宮古島）
八重山上布（石垣島・竹富島）

精好仙台平

結城紬
足利銘仙

東京染小紋
東京友禅
注染ゆかた
村山大島紬
黄八丈（八丈島）

【出典】きもの文化検定公式教本Ⅱ

会津木綿
川俣羽二重

結城紬

地域資源としてのきもの

 きものは、各地で独自の文化と製造基盤を有する、重要な地域資源。

赤太字は染物
黒文字は織物
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産地の現況①

 各産地において、生産量、組合員数の減少に歯止めがかからず。高齢化も深刻。
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産地の現況②

8【出展】各組合より
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 問屋は、本来多数のつくり手と消費者とをつなぐ機能を担っている。
 多工程化により、「リードタイムの長期化」、「高コスト化（※）」、「製造側で消費者のニー
ズを把握できない」さらには、｢生産者が小売価格を把握できない」といった構造的問
題が顕在化しているとの声もあり。

＜問屋の本来の機能＞

【出展】「絹織物の集散地を核とした和装繊維産業の工
程間連携に関する調査報告書」（経済産業省近畿経済
産業局、平成21年）

小売価格は、通常、前売
問屋の卸値の２～４倍。
(中には１０倍近い上代
価格設定をする例も。)
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小規模分業の
製造工程

染色・加工

流通構造①

＜和装振興研究会で挙がった課題＞
①商品仕入れにおける委託貸し（売れ
残った商品の返品）

②100日を超えるような長い支払い
サイトの手形取引
③現金取引に関する歩引き



流通構造②
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 ネット/リアル店舗、直販/催事などのチャネルによって、同じ商品でも販売価格が異なる。
 業界内では、希望小売価格制の導入の動きもあり。

メーカーによる希望小売価格制

メリット デメリット

・チャネルにかかわらず、消費
者が同じ値段で購入できる。

・つくり手が適正な利益を確保
できる。

・卸・小売に利幅設定の裁量が
ないため、取り扱ってもらえると
ころが少なくなり、販路が縮小

する恐れがある。

＊メーカー等からの声より



流通構造③

 作り手自ら商品企画・卸・小売機能に進出し、消費者との距離を縮める取組がなされて
いる例も存在。

◆下請けから脱却し、メーカーへ（(株)富田染工芸）◆

• 委託加工への依存からの脱却を目指し、デザイ
ナーと組んでオリジナルブランド「ＳＡＲＡＫＩＣＨＩ」を
立ち上げ。スカーフやネクタイなどを展開している。
問屋は通さず、小売と直接取引 。

• 小売店との取引の際は、メーカーの立場として希望
小売価格を設定。利益を確保しつつ、適正な価格で
消費者の手元に渡るようにしている。

◆織機から小売機能へ進出（大西新之助商店）◆

• 大西新之助商店は約10年前より、問屋との取引
を一切やめ、小売機能を自ら持つことに。

• 展示会への出展や、取扱い小売店と連携しての
販売会を継続的に行うことで、「新之助上布」ブ
ランドを確立。

• 直販することで、利益率を高めるとともに、消費
者に安くきものを提供することを実現。消費者
ニーズの吸い上げにも生かしている。

【出典】大西新之助商店ＨＰ 【出典】富田染工芸ＨＰ 11
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きものの技術・デザインの活用事例きものの技術・デザインの活用事例製造①（生産性向上）

 高付加価値化ばかりを追求するのではなく、生産管理の工夫、設備投資により、生産体
制を、より効率的なものへと見直す動きも見られる。

◆野村染工 〈インクジェットプリンタの導入〉
染めの工程をインクジェットプリンタで行っている。また、コンピュータ部門を新設し、若い
人材を積極的に雇用。機械やコンピュータでは対応が難しい細やかな技術が必要な工程
は、職人の手で行う。

◆岡山工芸 〈コンピュータを使ったリアルタイムの生産工程管理〉
手描きによる京友禅。伝統的な職人の技術を生かしてものづくりをしながら、コンピュータ
を使い、下請け職人の工程についてリアルタイムで生産管理を実施している。
※2014年度経済産業省「ＩＴ経営実践認定企業」に認定

◆(株)ワタマサ 〈織機の増設による生産能力の向上〉
作り手の高齢化により、産地が縮小する中で、自社生産割合を増やし、一定の生産量を確
保すべく、直近5年間で織機18台増設した。
※2008年元気なモノ作り中小企業300社に選出



製造②（革新的なものづくり）

（Ｐ）
 きものに対する消費者ニーズが多様化する中、それを捉えた新たな提案がなされてい
る。
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～(株)新装大橋～

• ファッションとしてのきもの、
モードとしてのきものをコンセ
プトに、常識にとらわれないオ
リジナル商品を次々と展開。

• 1977年にオリジナルブランド
「撫松庵」を立ち上げ。近年で
は、業界で初めてレザーきもの
を発表。ワニ革を使った帯、牛
革を用いた帯バッグなど、その
提案の革新性は群を抜く。

～粟野商事(株)～

• 産地の高い技術力を持つ機屋
と協働して、自社ブランド「季節
苑工房」として独自のきものや
ストールを次々と展開。

• 消費者目線を徹底し、イラスト
レーターのきくちいま氏とコラ
ボして、 「いまのいろｓｋａｌａ」を
立ち上げ。業界の値段設定を高
すぎると感じ、上代を決めて、
全国的に同じ価格設定に。

【出展】撫松庵HP 【出展】季節苑工房
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伝統的な博多織の技術を生かしつつ、新
たな可能性を模索し、「福岡モータショー
２０１４」で展示された、レクサス特別仕様
車のシートにも生地を提供。これにとどま
らず、現代のライフスタイルに合った博多
織の活用法を提案。

【出典】「博多テックスLLP」HP 【出展】細尾HP

江戸小紋等の技法・デザインの可能性を
追求し、インテリア用品、ファッション小物
などに活用した新商品を開発、国内外の
見本市等に出展するなどして市場を開
拓。
※2009年元気なモノ作り中小企業300社に選
出

西陣織で培ってきた技術・デザインを応用
し、日用品等の商品開発に成功。洋服地に
も採用されるほか、シャネルやルイヴィト
ン等の店舗インテリアにも用いられる。
※平成24年度クール・ジャパン戦略推進事業に
採択

【出展】J-Net21

きものの技術・デザインの活用事例きものの技術・デザインの活用事例

◆博多織をインテリア、洋装に ◆江戸小紋等をインテリア、アクセサリに ◆西陣織をインテリア、洋装に

（株式会社サヌイ織物） （株式会社細尾）

製造③（異業種展開）

 きものに凝縮された技術・デザインは地域が誇る資源であり、これらの資源を活用して
新規市場を切り開く取組が進んでいる。

（株式会社二葉）
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きものの技術・デザインの活用事例きものの技術・デザインの活用事例製造④（人材確保）

京友禅

• 完成までに経る２０以上の工
程について、完全分業制。

加賀友禅

• 一人の作家が下絵から一貫工
程。

【和装振興研究会で挙がった論点】
 和装業界は特有の細かい分業構造によって成り立っている。
 垂直統合や職人の多能工化などが、つくり手の後継者不足を緩和
する手段とはなり得ないか。

※一つの例として．．．

＜メリット＞
・職人の後継者不足の緩和、上代価格の下落、職人一人あたりの賃金の上昇

＜デメリット＞
・商品デザインの幅の狭まりの懸念

「京友禅に限らず、分業構造の生産工程をある程度まとめて合理化することはできな
いか。」
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きものの技術・デザインの活用事例きものの技術・デザインの活用事例

◆博多織デベロップメントカレッジ◆

製造⑤（人材育成）

 つくり手の高齢化が進む中、産地として後継者となるべき人材の育成は不可避の課題。
産学官の連携を生かし、未来のものづくりを支える人材を育成する必要がある。

県・市とも連携しながら、博多織工業組
合が運営。
若手の職人、産地の後継者候補を対象
とし、２年間のカリキュラムにおいて、教
養、実技、ビジネスについて学ぶ。
業界の第一線で活躍する講師陣がサ
ポート。
これまでに６７名の卒業生を輩出。うち５
７名が博多織のものづくりを担う人材と
して活躍。

◆桐生「和装織物新製品開発事業発表会」◆

桐生織物協同組合が主催。
デザイン画を学生から公募し、約４００点集
まる候補の中から入選したデザインを製品
化。産地企業１４社が協力し、高い技術力
で、新鮮なデザインを形にしている。製品
化されたきもの・帯は、桐生織求評会や、展
示会の際に展示。
業界の次世代を担う、新しい芽を育てるこ
とを目的としている。

【出典】博多織デベロップメントカレッジHP 【出典】桐生織物協同組合HP



その他（つくり手の情報発信）

 きものをコンテンツとして活用することにより、つくり手自らが消費者に対するアプローチ
をしている事例も存在。

◆いとへんのまち◆
• 「注染ゆかた」や「遠州綿紬」の産
地として知られる浜松は、気軽に
地元の伝統に触れられる機会を作
るべく、今年から「いとへんのま
ち」を開催。

• 当日は職人による伝統技術の実
演や、ワークショップに参加するこ
とができ、メーカーや職人と直接
の交流が楽しめる。

◆桐生きものの日「きものワイン
パーティー」◆
• 11月3日を「桐生きものの日」と
し、「きものワインパーティー」を
開催。

• きものを着る機会や愛好家どう
しの交流の場を提供。産地製品の
ＰＲも実施。毎年、県内外から多く
の参加者がある。

◆きものショー◆
• 西陣織会館では、無料で見る
ことができる「きものショー」
を、年間を通して開催。

• 外国人観光客に特に人気があ
り、昨年度来館者40万人のう
ち、外国人が8割近くを占め
る。（特に中国人が多く、約19
万人）

【出典】西陣織会館 【出典】桐生市
17

【出典】いとまちプロジェクトＨＰ



分科会（ものづくり）でいただいたご意見
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論点①流通の課題について

 十日町は、他の産地と違い一貫生産体制なので、ある程度の生産の維持が必要。十日町では産地問
屋や買い継ぎを通すルートが存在し、産地問屋の手形は平均１５０～２３０日。それぞれが、様々なルー
トをその都度選択して商売をすることでリスク管理をしており、複雑な流通構造が、市場に商品を供
給する手段として決して悪いわけではない。

 問屋が頑張って仕入れてくれれば非常にありがたいが、現状では、メーカーがそれぞれに営業を
行って商売をしている。流通の課題は産地にとって大事な議題である。

 「産地」、「機屋」、「問屋、「小売」などの枠組みにとらわれず、必要なところ、きちんと仕事をしてくれ
るところのみと取引している。そうすることで、「消費者に情報が入らない」、「価格が高くなってしま
う」という、流通構造からくる課題・問題点は解決できると考えている。

 秩父銘仙は市場に出回っておらず、昔のイメージしかないため、百貨店で販売していただく上で、自
分たちで説明しないといけない。前に出ざるをえない。

 消費者に直接販売するようになって、反物の価格以外に、自ら発信することに手間がかかることが分
かった。

 目の届く範囲では小売、問屋に希望小売価格を伝えるようにしているが、最終的な販売価格のフォ
ローまではできていない。

 オンラインショップを構えるときに小売からプレッシャーを掛けられたこともあった。しかし、今では百
貨店の方から、オンラインショップで人気のところに声が掛かる。インターネットなど活用して、どんど
ん直販したらいいと思う。

 目にする商品にいいものが減ってきており、今後ものづくりはどうなるのかという不安はある。２０年
後も残ったものづくりの中で、試行錯誤しながら、コーディネートやスタイリングなど、もの以外の部分
で素敵に見せながら売っていくしかないと感じている。
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論点①流通の課題について

 最終的に、同じものでも値段が変わってしまうことが問題。産地の信用が失われる恐れがある。

 職人の待遇改善のためにも、流通の問題は真剣に考えなければならない。個社でなんとかできるレ
ベルを超えているので、行政などの力も借りられれば。斜陽産業からも知れないが、残していかなく
てはいけない。ものを作る立場から言うと、職人の雇用できる環境を少しでも整えてもらえればあり
がたい。

 当社は職人の集団で、商売が苦手だが、これから自ら広告宣伝もしていきたい。前に出て行く機会が
増えれば、若い方の励みにもなり、後継者育成にもつながるのではないか。世の中では、こうした仕
事があることすら認知されていない。もう少し頑張ってアピールしていかないと、職人の高齢化など
の問題解決につながらない。

 問屋とのものづくりを中心にしていると、一般の消費者ニーズに向いたものづくりが、果たしてでき
ているかという疑問がある。より消費者に近いところからニーズを探るため、一般消費者の声を聞く
機会をつくり手も持つことが必要だと感じている。

 ものづくりの良さを直接消費者に説明できる機会をもらって、価格設定が納得してもらえるような説
明ができれば購入につながる。こうした付加価値を付けた上での価格設定ができるような仕組みを
作っていければと考えている。

 産地を維持するためには販売点数の確保が一番。それぞれの業者がリスクを張って、数を回すために
努力をしていくことが必要。ただ、安くすることが全ていいわけではない。リスクを持つことによって
目利きができるようになる。当社も前に出て行くようになって、ものづくりのレベルが上がった。問屋
がいいというものではなく、自社のリスクで、個性を出したものづくりをしている。

 小物屋の世界は全て買取りの世界。そのことが影響しているかは分からないが、小物の売上げはそ
んなに落ちていない。周辺産業は落ちずに、きものや帯だけゼロに近くなっていく。きものは、小売が
委託販売で「借りて高く売る」商慣行が問題なのではないか。
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論点①流通の課題について

 小売の手伝いが多くなった。高い上代設定をしているところの手伝いは気が重い。ただ、前に出る機
会が増えたことによって、製品のレベルも上がってきているし、消費者や時代のニーズも取り入れる
ことができている。

 いまだに９０日以上の長いサイトでの手形が発行されている。また、歩引き、開発費引き、協賛引きな
ど、身に覚えのない割引を強いられる。問屋側に改善の動きもあまり見られない。一番頭が痛い問題
は浮き貸し。売れた分だけ、長いサイトの手形で支払いがなされる。しかし、当社としては、職人には
月々現金でお支払いしなければならない。

 従来は、ほとんどの織元が産地問屋を通して市場に商品を供給していた。しかし、ここ１０年ほどで産
地問屋の商品企画力、仕入れの力が著しく落ちている。結果として、織元に対して充分な仕事が出な
いのが現状。それにもかかわらず、大口の取引が決まったら、今度は値下げを求められる。特定の産
地問屋一つとの取引だけでは商売が成り立つのは厳しいと感じている。
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論点②製造の課題について

 後継者育成問題について、大きく分けて２つのパターンがある。社員として雇って給料を払う場合と、
京友禅などのように、職人さんに仕事を回して加工賃を払う場合。これには産地の歴史も絡んでおり、
なかなか変えられない。京友禅が加賀友禅と同じようにはできないんだと思う。それをやってしまう
と、一気に品質の低下を招き、最悪、生産ができないということも起きる恐れがある。

 社員だったら給料がある程度保証される。仕事がないという状況も、悪い言い方をすると、自分には
関係ないという世界。職人だったら、仕事がないのは自分の責任で保証もない。

 分業化された業界では、つくり手が共同化して法人を作るというのもある程度は有効と思う。

 当社で用いるのは、解し織りという経糸に柄を付けて織る特殊な手法。この珍しい手法を生かして、
素材を問わず、洋装などに展開していけたらと考えている。

 織機について、内機１６台だったが、一昨年１８台増やして、現在３４台。それに加えて、出機１１台で生産。
出機の高齢化による廃業が続いた。ある程度の生産量を確保しないと、雇用も生まれないし地域貢
献もできない、と思い踏み切った。増産というよりは生産量維持のために導入した。

 若い人を育てる取組をしているが、なかなか定着してくれていない。新しい人を雇用しても３～５年
で離職する人が多い。長い目で見て、一度に多くの人を雇って、賃金を払いながら育てて、これから
というときにやめられると心が折れてしまう。親機の後継者は親族に依存しているが、親族を後継者
にしないところがほとんど。１０年後に続けているところは数えるほどだと思う。

 群馬の伊勢崎は機屋も少なくなってきたが、染屋、整経屋、整理屋が無くなり、隣の桐生に依存してい
た時期もあった。このままいくと、桐生もどこか他産地に依存しなければならない事態も出てくるの
ではないか。産地全体として、何かしらのシステムを構築しなければと思うが、実際は全く動き始めて
いない。問題意識を持っている人と諦めている人が混在している。
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論点②製造の課題について

 コンピュータを使って、リアルタイムで生産工程管理をしている。それぞれ、１０～２０の工程があり、作
るモノによって通す工程もその順番も変わる。関わる職人の数も多く、全てを把握しきれないのが実
情。必要に迫られて導入した。

 各工程は時系列で、最初に終わった職人さんは手が空いていく。昔は切れ目なく仕事があったが、最
近は隙間ができる。手持ちぶさたになった職人さんに帰れとは言えないので、何名か、本人の意志も
確認しつつ、多能工化の取組をしている。少人数だが、複数の工程ができる人も育ってきた。当然限界
はあり、手広くやってしまうと、品質の部分が落ちてしまう。品質が崩れてしまうと、うちの商品として
出せないため見極めは必要になってくるが、ここ１、２年で取り組んでいる。

 社員なので、作る商品の質が低くても固定給。自社の１０年後を見つめると、今から準備をしていかな
いといけない。当社に限らず、こうした考えを持つ機屋が博多産地には比較的多い。

 少し奇抜な格好すればするほど、白い足袋が履きたくなるし、ちゃんとしたきものが着たくなるもの。
まずは、草履・足袋などの形にこだわらず、入口は広くして、マーケット広げるしかない。

 価格、流通、後継者の問題など色々とあるが、結局はモノが売れていないのが問題。売れるモノを作
らなくてはという結論に至り、和装にこだわらず、洋装にも展開。Ｙシャツに部分的に大島紬を用いる
などしていて、好評をいただいている。洋装への展開が、和装品質向上にもつながっている。

 産地としてそれぞれが一生懸命考えていかなくてはいけない。他の商売の方法を安易に真似るので
はなく、それぞれの体力に合った商売をしっかりとしていくことが必要。

 商品の取扱い量が多くなると、それに見合うだけの売場が必要となり、ケアするのも大変。出席者の
方のお話にあったように、社員からリスクをとることへの反対が出るという面もある。
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「きものに対する消費者ニーズ」
について
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 多様化する消費者ニーズを深掘りすべく、多様化する消費者の購入ルートに
着目。

 それぞれの特性（主力商品・顧客など）を分析することで消費者ニーズの把
握に資することを目的とした。

＜調査概要＞

平成２７年度製造基盤技術実態等調査事業（きもの販売チャネルに関

する調査）

受託者：株式会社矢野経済研究所

調査期間：平成２８年１月～平成２８年３月

主な調査内容：きもの販売におけるチャネル別市場の規模とその特性
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〔チャネル別呉服小売市場推移と予測〕 （単位：億円）

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

一般呉服店 規模 1,400 1,200 950 770 720 700 700 630 590

前年比 82.4% 85.7% 79.2% 81.1% 93.5% 97.2% 100.0% 90.0% 93.7%

シェア 30.7% 29.5% 27.8% 24.8% 24.0% 23.6% 23.3% 22.1% 21.0%

チェーン専門店 規模 1,500 1,300 1,050 1,000 970 950 960 910 890

前年比 93.8% 86.7% 80.8% 95.2% 97.0% 97.9% 101.1% 94.8% 97.8%

シェア 32.9% 32.0% 30.7% 32.3% 32.3% 32.1% 31.9% 31.9% 31.7%

催事・訪問販売 規模 310 230 170 120 100 95 90 80 80

前年比 81.6% 74.2% 73.9% 70.6% 83.3% 95.0% 94.7% 88.9% 100.0%

シェア 6.8% 5.7% 5.0% 3.9% 3.3% 3.2% 3.0% 2.8% 2.9%

百貨店 規模 450 400 310 230 220 215 225 210 200

前年比 95.7% 88.9% 77.5% 74.2% 95.7% 97.7% 104.7% 93.3% 95.2%

シェア 9.9% 9.8% 9.1% 7.4% 7.3% 7.3% 7.5% 7.4% 7.1%

直販・インターネット販売 規模 410 430 450 484 490 510 530 540 545

前年比 103.8% 104.9% 104.7% 107.6% 101.2% 104.1% 103.9% 101.9% 100.9%

シェア 9.0% 10.6% 13.2% 15.6% 16.3% 17.2% 17.6% 18.9% 19.4%

リサイクル 規模 325 325 310 300 285 290 295 290 305

前年比 101.6% 100.0% 95.4% 96.8% 95.0% 101.8% 101.7% 98.3% 105.2%

シェア 7.1% 8.0% 9.1% 9.7% 9.5% 9.8% 9.8% 10.2% 10.9%

その他 規模 165 180 180 196 215 200 210 195 195

前年比 143.5% 109.1% 100.0% 108.9% 109.7% 93.0% 105.0% 92.9% 100.0%

シェア 3.6% 4.4% 5.3% 6.3% 7.2% 6.8% 7.0% 6.8% 7.0%

小売総市場規模 規模 4,560 4,065 3,420 3,100 3,000 2,960 3,010 2,855 2,805

前年比 90.6% 89.1% 84.1% 90.6% 96.8% 98.7% 101.7% 94.9% 98.2%

シェア 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

チャネル別小売市場推移

 呉服小売市場規模が減少する中、直販・インターネット販売、リサイクル
が売上を伸ばす。
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高価格帯

高価格帯

中価格帯

中価格帯

低価格帯

低価格帯

2015年

2010年

※矢野経済研究所推計

※「その他」には、和装小物、和雑貨、浴衣などが含まれる

カテゴリー名 中心価格帯

訪問着 30万円～50万円（セット）

振袖 30万円～80万円（単品）　60万円～120万円（セット）

カジュアル着物 3万円～10万円

浴衣 2万円～5万円

三越日本橋店 ・上質で古典的な商品を求める人が多く、逸品物や高単価の商品が好調。

伊勢丹新宿店
・現代風の柄を好む顧客が多く、ファッション性が高いオシャレきものから、フォー

　マルまで幅広く取扱う。和装小物や和雑貨も好調。

三越銀座店

・ファッションの行きつく先として和服を選ぶようなオシャレな顧客が多く、カジュ

　アル系、セミフォーマルの反物が主力商材。

・訪日外国人客の来店が増加傾向。浴衣、和雑貨だけでなく、一般呉服商品も好調に。

髙島屋主力大型店
※日本橋店、大阪店、

横浜店、新宿店、

京都店、名古屋店

・2014年の増税以降、中間層による目的品（振袖、留袖、喪服、訪問着）の購買数が

　低下。

・富裕層による逸品物や高級品は好調となり、客単価も堅調に推移。着物そのものに

　価値を見出す人の購買意欲が回復基調にある。

髙島屋中小小型店、系列店
※中小小型店：立川店、

大宮店、柏店、

高崎店、港南台店、

堺店、泉北店、岡山店、

岐阜店、米子店、

　※系列店：いよてつ髙島屋

・優良顧客がいるものの、主力大型店のように品揃えが豊富でないため成約に至らず、

　昨今は都心店舗に顧客を奪われている。

（１）顧客特性 （２）商品アイテム別構成比

（３）中心価格帯

（４）商品価格帯構成変化

販売チャネル別特性 ～百貨店～

50～60代の年配層を中心に、百貨店にブランド価値を見出す人は根強く存在。

顧客特性に沿った各社各様のMDを展開。

カジュアルきものが好調により、幅広い価格帯の商品展開に（二極化）。
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カテゴリー 中心価格帯

訪問着 20万円～50万円

振袖 15万円～30万円（単品）　20万円～50万円（セット）

カジュアル着物 1万5,000円～5万円

浴衣 1万円～3万円台

首都圏

・   地方に比べ、自家需要の割合が高い。

・ 店や販売員の質を重視する地方顧客にくらべ、商品の質、バリエ

　ーションの豊富さ、適正な価格帯など、商品自体を重視して購入

　店を選定する傾向が強い。

地方

・ 呉服へのステイタス感が強く、所有する事に価値を見出している
　人が多い。

・  着物を着用する風習やイベントが残っている地方では、自家需要

　だけでなく「家」の所有物として購入する傾向が強い。

・ 二世代、三世代に渡り、同じ呉服店を利用する人が多い。

高価格帯

高価格帯

中価格帯

中価格帯

低価格帯

低価格帯

2015年

2010年

※矢野経済研究所推計

※「その他」には、和装小物、和雑貨、浴衣などが含まれる

（１）顧客特性

 地域によって差異。

 地方には家需要、首都圏は個人需
要。

（２）商品アイテム別構成比

（３）中心価格帯

（４）商品価格帯構成変化

販売チャネル別特性 ～呉服専門店～

 既存顧客は、５０代以上が大半。

 新規顧客層開拓のため、若者向け新ブランドの立ち上げに注力する動きも。

 正絹以外の需要が高まり、商品単価は下落傾向。
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カテゴリー名 中心価格帯

訪問着 20万円～40万円

振袖 20万円～40万円（単品）　40万円～60万円（セット）円

カジュアル着物 5万円～10万円

浴衣 2万円～5万円

（１）顧客特性

 集客や営業を営業代行者に任せてい
るケースが多く、主要顧客は営業代行
者が持つ人脈に依存。

 近年、営業代行者自身の高齢化に
伴う顧客の高齢化も進んでおり、当販
売チャネルの課題となっている。

※矢野経済研究所推計

※「その他」には、和装小物、和雑貨、浴衣などが含まれる

（２）商品アイテム別構成比

（３）中心価格帯

（４）商品価格帯構成変化

販売チャネル別特性 ～催事・訪問販売～

 主要顧客は営業代行者の知人・友人。

 取扱い商品を多様化させることで、新規顧客の開拓を目指す動き。

 高齢者に的を絞って営業する企業が多く、他チャネルに比べて高価格帯。

高価格帯

高価格帯

中価格帯

中価格帯

低価格帯

低価格帯

2015年

2010年
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カテゴリー名 中心価格帯

訪問着 5万円～20万円

振袖 5万円～20万円（単品）　15万円～40万円（セット）円

カジュアル着物 1万円～5万円

浴衣 5,000円～1万5,000円

（１）顧客特性

総じて和装小物を扱う店が多く、身の
回り品・小物を購入する際に、既存チャ
ネルの補完という位置づけで利用する
上級者から、きものに親しみのない方ま
で、幅広い顧客が利用。

若い世代はインターネット通販に慣れ親
しんでおり、現物を見ずに購入する事に
ためらいのない人が多い。

※矢野経済研究所推計

※「その他」には、和装小物、和雑貨、浴衣、和装関連サービスなどが含まれる

（２）商品アイテム別構成比

（３）中心価格帯

（４）商品価格帯構成変化

販売チャネル別特性 ～直販・インターネット販売～

 顧客は若い世代が多い。

 レンタルやサービスなどと絡めたインターネット戦略を行う企業が多い。

 和装小物や和雑貨など周辺製品とのセット販売が好調。

高価格帯

高価格帯

中価格帯

中価格帯

低価格帯

低価格帯

2015年

2010年
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高価格帯

高価格帯

中価格帯

中価格帯

低価格帯

低価格帯

2015年

2010年

( )中 価格帯

カテゴリー名 中心価格帯

訪問着 30万円～70万円

振袖 20万円～40万円（単品）　30万円～60万円（セット）円

カジュアル着物 2万円～10万円

浴衣 3万円～8万円

(１)顧客特性

 着付け教室の生徒が中心。

 「販売」を前面に出すよりも「着付け」と
いうソフトを提示し、その最終プログラ
ムに、ホテル等で着て楽しむお披露目
の場を提供することで、きもの素人の
若年層だけでなく、もう一度着付けを
習いたいという世代にも浸透。

※矢野経済研究所推計

※「その他」には、和装小物、和雑貨、浴衣などが含まれる

（２）商品アイテム別構成比

（３）中心価格帯

（４）商品価格帯構成変化

販売チャネル別特性 ～着付け教室等～

 若年層から中高年層まで幅広い年齢層から支持を受ける。

 各受講生のレベルに沿った商品展開。

 きものへの関心の高さ、講師への信頼から、販売単価は比較的高い傾向。



31

325  325 

310 
300 

285  290  295  290 

305 

200

220

240

260

280

300

320

340

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

リサイクルきもの市場規模推移
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※矢野経済研究所推計

リサイクルきもの市場の潜在性

 リサイクルきもの小売市場規模は対前年比105.2％の305億円。

 きものをファッションとして捉える若い世代を中心とした「和ブーム」も後押し。

 2015年において、約20兆円（取得価格ベース）のきものタンス在庫が存在。

※きものタンス在庫規模については正絹の耐用年数を30年、
その他を10年と仮定し計算



きものの新規市場開拓に向けて（第１回協議会での論点資料より）

若い世代の関心に応えるためには、購入・着用の壁を解消し、観光地などでファッションと
してきものを楽しめる環境づくりが重要。
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「日常着から高級品に
移行する」イメージで
当時は想定。



多様化する消費者ニーズ
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高級市場
（憧れの市場）

ファッション・
日常着の市場

消費者の
成長

ファッションとし
て楽しむ

日常着として

観光地で楽しむ

ハレ着などの高級市場としてファッ
ション・日常着市場が存在

ファッション・
日常着の市場

ハレ着市場
「憧れ」とは限らない？

ハレ着市場とファッション・日常着
の市場が独立して存在？

異なるニーズによって形成
２つの市場を使い分ける上級者も

前回協議会での
提示イメージ

実際の消費者ニーズ
は？

ハレ着

高級品 普及品

高級品 普及品
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着物市場のセグメンテーション（例）

着物市場

５０代以下
（約60％）
５０代以下
（約60％）

６０代以上
（約40％）
６０代以上
（約40％）

数年に１回以下着用
（約88％）

数年に１回以下着用
（約88％）

年１回以上着用
（約12％）

年１回以上着用
（約12％）

普段着利用
（約60％）
普段着利用
（約60％）

晴れ着利用
（約40％）
晴れ着利用
（約40％）

(a)

(b)

(c)

60代以上のユーザーの高
齢化によって50代以下の
割合が増加、線(a)は右に
シフトする可能性

アンティーク・新素材など
手軽な製品の流通や

着用機会の増加によって、
ヘビーユーザーが拡大すれば
線(b)は上にシフトする可能性
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イベント着
（ハレの着物）

1970年代以降
の多くの着物

2005年頃の
浴衣ブーム

アンティーク
着物の流行

着物市場におけるポジショニング（例）

普段着
（ケの着物）

高付加価値の
こだわり製品

カジュアルで
手軽な製品

紬系の
着物の流行

ｵﾝﾗｲﾝ
ｼｮｯﾌﾟ

ｱﾝﾃｨｰｸ
きもの

プレタ
着物

自由な
着方

振袖
ﾚﾝﾀﾙ

流通在庫
ﾈｯﾄ販売

ﾒｰｶｰｱﾝﾃ
ﾅｼｮｯﾌﾟ

ﾊｲﾌｧｯｼｮﾝ
としての
着物

新素材
新製法

街きもの
ﾚﾝﾀﾙ
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イベント着
（ハレの着物）

各ポジショニングにおける更なる差別化の可能性

普段着
（ケの着物）

高付加価値の
こだわり製品

カジュアルで
手軽な製品

経験・物語の消費

本物感のあるお洒落自由な自己表現

知的・文化的な日常

例）
• メーカー直販
• お誂えサポート
• メンテナンス充実

例）
• 所有からレンタルへ
• 所有からシェアへ
• 作り手の物語の発信
• 土地の文化の反映

例）
• 洋服に馴染むデザイン
• 洋服地の着物
• 着やすさの追求

例）
• 洋装との組合わせ
• 新しい着方の提案
• 外国人ユーザー

左： プライベートでは着物を着る吉田茂元首相のスタイル
（出所：ブログ 大磯の風 http://blog.goo.ne.jp/oisoking/
e/850213b0afc2ec8dd71754933b8b87ce）

右：奄美大島では大島紬の振袖が多い
（http://www2.synapse.ne.jp/annai/daredemowakaruoosima.html）

上：ヨガに出かける前にローブとして着物をまとう
レディ・ガガ （出所：Lady Gaga Instagramより）

右：藤木屋の立体裁断・スーツ生地での着物
（出所：藤木屋ホームページ）


