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商慣⾏に関する和装業界関係者へのヒアリング

これまでの協議会の議論において、和装業界の商慣⾏に関する課題が指摘さ
れてきたことを踏まえ、経済産業省において、製造・卸・⼩売業者や有識者
など、和装関係者に対して、改めて広くヒアリングを実施。

◆主なヒアリング項⽬
１．事業者間での商慣⾏の課題

①委託販売
②⻑期の⼿形
③歩引き

２．消費者視点での商慣⾏の課題
①不透明な価格
②不⼗分な表⽰
③不適切な販売⼿法 など
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◆本⽇の協議会の⽬的
 和装業界の商慣⾏に関して、ヒア

リング結果等をもとに課題を議
論・整理し、認識を共有する。

 今後、和装業界として考えられる
取組の⽅向性について議論する。



１．事業者間での商慣⾏の課題 ①委託販売
委託販売は、商品を買い取らずに、借り受けて販売する⼿法であり、卸・⼩

売業者にとって、個々の商品に対する販売意欲の低下や販売員の商品知識の
低下を招くなど、卸・⼩売業者の機能の弱体化の要因となっているとの指摘
がある。
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課題への取組事例
◆中⼩の⼩売業者は買取に切り替えようとしても点数を確保できない。これを克服するため、⼩売店

同⼠でグループを組み、商品企画して発注、在庫を融通しあう取組を⾏っている。（⼩売）
◆全てオリジナル商品を扱い、買取・現⾦払い。取引先からいいものを他の業者よりも先に⾒せても

らえるようになった。（⼩売）

背景・要因や問題点等
 卸・⼩売業者が、買取による在庫負担・資⾦負担を負いきれないことが委託販売の要因。（⼩売）

 ⼩売業者は商品回転率が低くなる中で、新しい商品の仕⼊れを増やす⼿法として委託販売に頼って
いる。（有識者）

 委託販売によって、卸・⼩売業者がリスクを負わないことにより、仕⼊れに際して商品の吟味が⼗
分になされないことから、卸・⼩売業者が商品についての知識を蓄積できない。（卸）

 買取でない場合、商品が厳選されづらいため、品揃えの魅⼒が低下。品揃えで差別化できない⼩売
業者は付加的サービスでの差別化を図り、過当なサービス競争に依存（有識者）



１．事業者間での商慣⾏の課題 ②⻑期⼿形
下請代⾦⽀払遅延等防⽌法に関する通達では、繊維業における⼿形サイトは

原則90⽇以内と定められているものの、和装業界では「台⾵⼿形」（⼆百⼗
⽇）、「お産⼿形」（⼗⽉⼗⽇）とも⾔われるような⻑期の⼿形が依然とし
て使われているとの指摘がある。
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課題への取組事例
◆あまりに⻑いサイトの⼿形を発⾏する事業者との取引を控え、新たな事業者との取引を増やし、

短期の⼿形サイトの取引のみとなった。（製造）
◆全てオリジナル商品を扱い、買取り・現⾦払い。取引先からいいものを他の業者よりも先に⾒せ

てもらえるようになった。（⼩売）（再掲）

背景・要因や問題点等
 下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の通達を知らない。（卸、⼩売）

 そもそも昔から⻑期の⼿形だった。（卸、⼩売）

 委託販売による収⼊があっても、過去からの後払いの習慣や⼀時的であったとしても⼿元資⾦
を残しておきたいという考えが抜けず、いまだに⻑期⼿形が使われている（有識者）

 ⼩売業者から⻑期⼿形で⽀払われるため、製造業者も下請の機屋に対して現⾦払いではなく、
⻑期⼿形を振り出しており、⽣産現場は苦しくなっている。（有識者）



１．事業者間での商慣⾏の課題 ③歩引き

契約書等が適切に取り交わされない取引が多いことから、業界の古い慣習と
して、歩引きや不透明な価格での売買が依然として⾏われているとの指摘が
ある。
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課題への取組事例
◆経理の複雑さを招き、商売の駆け引きが⾯倒であることから、歩引き・⼿形取引を廃⽌した。その

結果、いいものを安く仕⼊れることができるようになった（⼩売）
◆歩引きを⾏わない⼩売はいる。ただし、ターゲット層が買える価格にするための製造段階でのコス

トダウンの努⼒は求められる。（有識者）

背景・要因や問題点等
 古い慣習から契約書等が適切に取り交わされないため、歩引きが⾏われており、歩引きがあるの

が当然と思っている。（卸）

 歴史的に川下が強い業界構造。協賛引きと称して歩引きが発⽣することもある。（製造）

 平均５％程度の歩引きがある。ただ、現⾦がないと次が作れないため、現⾦を得るためやむを得
ず応じる⾯がある。（⾦融）

 結果的に本来あるべき対価よりも産地の⼿取りが減ってしまう。（製造）

 そもそも下請代⾦⽀払遅延等防⽌法、同ガイドラインの存在・内容を知らない、あるいは確信的
に遵守していない。（⾦融）



２．消費者視点での商慣⾏の課題 ①不透明な価格

「定価」が存在しない場合が多く、同⼀商品であっても、呉服屋や催事など
販売チャネルの如何によって価格が⼤きく異なるなど、消費者の不信感につ
ながっているとの指摘がある。
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課題への取組事例
◆下代から計算した希望⼩売価格を前提とした価格設定をしている。全国どこでも同じ価格という安

⼼感は消費者にも好評。（⼩売）
◆仕⽴て代などを含めた⼩売価格とし、消費者が安⼼できる価格表⽰を⾏っている。（⼩売）
◆希望⼩売価格にしたが特に問題ない。直販を⾏っているが、⼩売店と同価格としている。（製造）

背景・要因や問題点等
 川下事業者の⽴場が強いため、製造業者が希望⼩売価格を設定しようとすると、卸・⼩売業者の

利益が減り、導⼊を反対される。（有識者）

 反物の価格で購⼊を決めたあとに、仕⽴て代などが追加されることで、「きものは⾊々お⾦がか
かる」との印象を持たれやすい。（消費者）

 消費者にとって、商品価格でしか、いいものかどうかの判断基準が与えられないことが多く、価
格の⾼い商品が売られる傾向にある。（⼩売）

 海外で⽣産されたものがあたかも全て国内の伝統技術によって作られたように、⾼い値段で売ら
れている。（有識者）



２．消費者視点での商慣⾏の課題 ②不⼗分な表⽰
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課題への取組事例
◆全ての商品に産地、仕⽴て地の表⽰をしている。（⼩売）
◆スマホのアプリを活⽤し、反物につけたコードを読み取ることで⼯程に携わった職⼈のトレーサ

ビリティを確保。消費者が作られたストーリーを認識し、価値を認識しやすくなった。（⼩売）

背景・要因や問題点等
 製法・素材の表⽰をすることで、安価な製品との印象を持たれることを懸念。（製造・⼩売）

 表⽰を誰が⾏うか、コスト負担の問題があることから、製造・卸・⼩売業者間で合意が取れず、
結果的に表⽰されていない。（⼩売）

 プロでも、商品を⾒ただけでは産地や素材を判断できないことがある。（卸）

 表⽰義務がないと、国内産と海外産を区別せずに売られることにつながり、結果として⼯賃にお
いて、海外との価格競争が起きてしまう。（有識者）

 きもの業界の表⽰に関する不透明さなどに関する消費者の不信感からくる業界離れが問題。消費
者が不信感を感じて、安⼼して商品を選べない。（卸）

 産地・仕⽴て地や素材・製法などが表⽰されていないことが多く、例えば、
外国製を⽇本製、インクジェットプリントを⼿描きであるかのように販売さ
れることもあるなど、消費者に不信感を抱かせているとの指摘がある。



２．消費者視点での商慣⾏の課題 ③不適切な販売⼿法

近年のＳＮＳなどの発達により、強引な販売⼿法などの悪質なケースが⽬⽴
つようになり、消費者の不信感や「きもの離れ」を引き起こしているとの指
摘がある。
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課題への取組事例
◆きもの初⼼者でも気軽に楽しめるイベントが企画され、消費者の業界への不信感を緩和している。

（⼩売）
◆健全な商売をしている⼩売などがＳＮＳなどを活⽤して情報を発信。そうしたネットワークの構築

により、嫌な思いをした消費者を業界につなぎとめることに寄与している。（⼩売）

背景・要因や問題点等
 そもそものきもの⼈⼝が減ったこともあり、きものを販売する事業者にとっては少ないパイの奪

い合いとなっている。（製造）

 右肩下がりの業況もあり、業界は⻑期的な視点を持って客数を追うよりも、⽬の前の売上を重視
し、客単価を追うようになった。（有識者）

 消費者との継続的な関係を考えず、必ず⾼い商品を勧め、客との信頼関係を築こうとしない⼩売
業者がいる。（有識者）

 無料着付教室に参加した際、セミナーとして問屋に⾏くと「今⽇だけ安いですよ。」と勧誘が始
まり、かんづめ状態にされ、根負けして契約してしまった。（国⺠⽣活センターＨＰ掲載の事
例）



３．今後の取組の⽅向性①
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○⼿形サイトは、下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の通達の趣旨等を踏まえ、短期化すべきで
はないか。
＜論点＞
・なぜ⻑期の⽀払サイトの⼿形が必要なのか。
・現⾦払を原則とすることができないのか。
・下請代⾦⽀払遅延等防⽌法等が必ずしも知られていないのはなぜか。

○卸・⼩売業者は、委託販売に傾注するのではなく、買取販売も積極的に進めていくべ
きではないか。
＜論点＞
・なぜ買取販売が進まないのか。どうしたら進むのか。
・他⽅、委託販売は、製造業者にとって新商品を売り込むチャンスになりうるとも考

えられるが、製造業者はどのように捉えているのか。

○契約書をきちんと取り交わすとともに、歩引きは業界からなくすべきではないか。
＜論点＞
・なぜ依然として歩引きが⾏われているのか。
・なぜ契約書を取り交わさない取引が⾏われるのか。
・下請代⾦⽀払遅延等防⽌法等が必ずしも知られていないのはなぜか。



３．今後の取組の⽅向性②
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○価格や表⽰の透明性等を⾼めるべきではないか。
＜論点＞
・なぜ希望⼩売価格が設定されないのか。
・なぜ積極的に表⽰を⾏わないのか。
・価格や表⽰の透明性等を⾼めるため、具体的にどのような⽅法が考えられるか。

○業界として、消費者との信頼関係を損なうような販売⼿法やマーケティング⼿法は改
めるべきではないか。
＜論点＞
・様々な批判にもかかわらず、国⺠⽣活センター等に相談されるような、「⾼売り」

や「無料商法」、「展⽰会商法」と呼ばれるような不適切な販売⼿法がなぜなくな
らないのか。どうすればなくなるのか。

・「きもの離れ」をした消費者を呼び戻し、和装振興を進めるために、どのような取
組を進める必要があるか。
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４．今後の進め⽅

 本⽇の議論を踏まえつつ、今後の具体的な取組について議論を
さらに深めるため、商慣⾏⾒直しをテーマとした商慣⾏分科会
（仮称）を設置することとしてはどうか。

【委員構成案】
製造・卸・⼩売業者、業界団体、消費者団体、有識者 など

 上記分科会で議論した結果について、次回協議会（平成２９年
５⽉予定）において報告を⾏う。



（参考資料）



3つの基本⽅針
（１）親事業者による不適正な⾏為に対して厳正に対処し、公正な取引環境を実現する。
（２）親事業者・下請事業者双⽅の「適正取引」や「付加価値向上」につながる望ましい取引慣⾏等を普及・定着させる。
（３）サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善や賃上げできる環境の整備に向けた取組を図る。

3つの重点課題

事項 具体的な政策

下請代⾦法の運⽤強化
（運⽤基準改正）

違反事例を追加し、違反情報の収集強化と未然防⽌を図る。【不適正な原価低減活動、
⾦型の保管コストの押しつけ、等の違反⾏為事例の追加を公正取引委員会に提案】

適正取引、付加価値向上の促進
（振興基準改正）

*下請中⼩企業振興法

望ましい取引慣⾏を追記し、親事業者に要請する。（取引先の⽣産性向上への協⼒、労
務費上昇分に対する考慮、サプライチェーン全体での取引適正化、等）【年内改正】

下請代⾦の⽀払条件の改善
（通達、振興基準の⾒直し）

下請代⾦の⽀払条件の改善を、親事業者に要請する。（現⾦払いの原則、割引料負担の
⼀⽅的な押しつけの抑制、⼿形等の⽀払期間の短縮、等）【年内⾒直し、約50年ぶり】

下請代⾦法の調査・検査
の重点化

原価低減・⾦型・⼿形等に重点をおいて、下請代⾦法の書⾯調査の充実、特別⽴⼊検査
を実施する。【年度内に実施】

業種横断的なルールの明確化・厳格な運⽤（横軸）

（１）下請ガイドライン策定業種のうち、まずは幅広い下請構造をもつ⾃動⾞等の業種に対して、サプライチェーン全
体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた⾃主的な⾏動計画の策定と着実な実⾏を要請するとともに、
フォローアップを⾏う。【年度内に策定】

（２）業種別下請ガイドラインを改訂し、親事業者と下請事業者の連携・協⼒に係るベストプラクティスを追加する。
【年度内に改訂】

コスト負担の適正化
量産終了後に⻑期間に渡って無償で
⾦型の保管を押しつけられる、等

価格決定⽅法の適正化
⼀律○％減の原価低減を要請される、

労務費上昇分が考慮されない、等

⽀払条件の改善
⼿形等で⽀払いを受ける⽐率が⾼い、
割引コストを負担せざるを得ない、等

未来志向型の取引慣⾏に向けて 平成28年9⽉
経済産業省

業種別の⾃主⾏動計画の策定等（縦軸）

本来は親事業者が負担すべき費⽤等を下請事業者に押しつけることがないよう、徹底する。
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下請代⾦⽀払遅延等防⽌法について

●下請代⾦法は、①取引の内容（製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及
び役務提供委託）と②資本⾦の規模によって、｢親事業者｣と｢下請事業者｣を
定義づけ、親事業者の義務と禁⽌⾏為を規定

親事業者の義務

(1)注⽂書の交付義務 （法第3条）
(2)書類作成・保存義務 （法第5条）
(3)下請代⾦の⽀払期⽇を定める義務（法第2条の2）
(4)遅延利息⽀払義務（法第4条の2）

(1)  受領拒否の禁⽌
(2)  下請代⾦の⽀払遅延の禁⽌
(3)  下請代⾦の減額の禁⽌
(4)  返品の禁⽌
(5)  買いたたきの禁⽌
(6)  購⼊強制・利⽤強制の禁⽌
(7)  報復措置の禁⽌
(8)  有償⽀給原材料等の対価の早期決済の禁⽌
(9)  割引困難な⼿形の交付の禁⽌

(10) 不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌
(11)  不当な給付内容の変更・やり直し等の禁⽌

親事業者の禁⽌⾏為 （法第4第1項及び第2項の各号）

中⼩企業庁⻑官
禁⽌⾏為に違反がある場合は
公正取引委員会へ措置請求

（法第6条）

法第3条(上記(1)) 及び第5条(同(2))に
違反がある場合は50万円以下の罰⾦
（法第10条）

公正取引委員会
違反⾏為を是正するよう勧告

（法第7条）



【参考】 下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の対象範囲のイメージ

下請法の対象外

「優越的地位の濫⽤」にあた
るものは独占禁⽌法で規制

下請法の
対象外

下請法の対象外

「優越的地位の濫
⽤」にあたるものは
独占禁⽌法で規制

建設業法
で規制

親事業者

下請事業者

【3億円*】

【1千万円】

【資本⾦】

第１回下請等中⼩企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議（平成27年12⽉21⽇）参考2-1「取引関係に関するイメージ」をもとに中⼩企業庁作成

*情報成果物作成委託（プログ
ラム作成を除く）、役務提供
委託（運送、物品の倉庫にお
ける保管及び情報処理を除
く）については、5千万円。

例．製造業、情報通信、運輸業、等例．⼩売業、運輸業（荷主と
トラック業者）、宿泊・飲⾷、等

対象

例．⾃社向け会計ソフ
ト開発（⾃家使⽤）
試作品開発（商品で
ないもの）、等

対象外**

**「優越的地
位の濫⽤」に
あたるものは
独占禁⽌法で
規制

うち
「建設⼯事」

14

スペック指定のない
既製品・サービスの購⼊ 事業として⾏う活動の「委託」 ⾃社で使うための

「委託」

＜ すべての B to B 取引 ＞

親事業者

下請事業者



15

繊維産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン

 経済産業省では業種別の下請適正取引等の推進のためのガイドラインを策定
しており、繊維産業に関する下請ガイドラインは平成１９年６⽉に策定。

 和装業界も含め、繊維産業全般を対象としている。

ガイドラインの概要

１．下請代⾦⽀払遅延等防⽌法
（１）適⽤対象
（２）親事業者の義務・禁⽌⾏為
（３）繊維産業において問題となりうる⾏為類型別の整理

①買いたたき、②受領拒否、③下請代⾦の減額、④割引困難な⼿形の交付、⑤不
当な経済上の利益の提供要請、⑥不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

※上記の各事項について、留意点、望ましい取引慣⾏及び具体的なベストプラクティスの例を掲載。
２．下請中⼩企業振興法
３．私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律（独占禁⽌法）
４．不正競争防⽌法
５．消費税転嫁対策特別措置法
６．家内労働法

企業間取引の公正化を図るための下記の法令について、留意点等を説明し、遵守を求める。
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下請代⾦⽀払遅延等防⽌法に関する通達

 通達においては、繊維業の⼿形サイトは原則90⽇以内とされている。
41公取下第233号
41企 庁第467号
昭和41年3⽉31⽇

（繊維業）殿
公正取引委員会事務局⻑ ⽵中 喜満太

中⼩企業庁⻑官 ⼭本 重信

下請代⾦の⽀払⼿形のサイト短縮について

上記のことについては，かねてより強く要請してきたところであるが，遺憾ながら最近の状況をみると必ずし
も改善されているとは認められません。

政府としては，このような事態に対処して下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の趣旨にそい，下請取引の適正化をはか
るために，下請代⾦の⽀払に係る⼿形のサイトの短縮について下記により措置を講じることにしました。

ついては貴会においても政府の⽅針を⼗分ご了知のうえ，さん下の所属親事業者に対し，周知徹底させるとと
もに，さらに積極的に下請取引の適正化をはかるようご指導をお願いします。

記
繊維⼯業については，さしあたり，親事業者は，下請代⾦の⽀払のために振り出す⼿形のサイトを原則として

90⽇以内とし，さらに経済情勢の好転に即応しつつ短縮するよう努⼒することとする。
上記のサイトを越える⼿形を振り出している親事業者に対しては，実情聴取のうえ所要の改善指導を⾏なうと

ともに下請事業者の利益を不当に侵害している親事業者に対しては，下請代⾦⽀払遅延等防⽌法に基づき必要か
つ適切な措置をとるものとする。

なお，親事業者は，⼿形サイトの短縮にあたつて，現⾦⽀払率の低下，⽀払期⽇の延⻑，外注量の削減等取引
条件を悪化させてはならない。また，現在90⽇未満のサイトの⼿形を交付している親事業者は，これを維持する
よう努めることとする。

出典：公正取引委員会ＨＰ
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商取引の改⾰に関する宣⾔
（平成12年 京都和装産業振興財団 流通構造改⾰委員会）

商取引の改⾰に関する宣⾔（平成12年11⽉）

1. 商取引において地位を不当に利⽤した優越的な⾏為は、厳しく慎み、消費者指向を配慮した
取引とする。

2. 商取引は、契約内容の明確化が重要であることを⼗分認識して、取引内容を⽂書化し、履⾏
する。

3. 代⾦の⽀払は、納⼊締め切り⽇から30⽇以内とする。

4. 加⼯代⾦は、現⾦払とする。

5. ⽀払⼿形サイトは、120⽇以内とする。

6. 歩引及びこれに類するものは、撤廃する。

7. この宣⾔の1及び2の項⽬は速やかに実⾏し、他の項⽬は2003年3⽉31⽇までに実⾏する。



18

契約書取り交し運動
（平成1５年 京都和装産業振興財団 業界活性化委員会）
 京都和装産業振興財団は、平成１２年に取りまとめた「商取引の改⾰に関する宣⾔」

の流れを汲み、平成１５年に「取引基本契約書モデル」を策定。

取引基本契約書モデル（抜粋）
買主○○○（以下「甲」という）と、売主○○○（以下「⼄」という）と甲

の連帯保証⼈○○○（以下「丙」という）とは、将来継続して⾏う甲と⼄の商
品（以下「商品」という）の売買に関し、基本的事項を定めるため、次のとお
りこの契約を締結する。

（この契約の適⽤）
第１条 この契約の定める事項のうち，個別的な売買契約に関するものは、こ

の契約期間中に甲と⼄の間で結ばれる売買契約の全てにつき適⽤する。
ただし、個別的な売買契約などにより、この契約と異なる事項を定め

ることは妨げない。
（仕⼊の⽅法）
第２条 甲が⼄から商品を仕⼊れる場合は，特約のない限り買取仕⼊によるも

のとする。
ただし、委託仕⼊、消化仕⼊等の場合は，甲⼄が別に協議して定める。

（所有権の移転）
第３条 商品の所有権は、甲が売買代⾦を完済した時に⼄から甲に移転する。

ただし、甲が約束⼿形の決済を完了するまでは，商品の所有権は移転
しない。

（危険負担）
第４条 商品の引渡前に⽣じた滅失等の⼀切の損害は，甲の責に帰する場合を

除き，⼄の負担とし、商品の引渡後に⽣じたこれらの損害は、⼄の責に帰
する場合を除き、甲の負担とする。

（引渡及び検査）
第５条 ⼄は，個別的な売買契約に基づき，甲の指定する場所で商品を引渡し、

同時に甲は商品の検査を⾏う。
２ 甲は，検査時に契約条件を満たしていないことが判明したときは、直

ちに⼄に対して通知するものとし、⼄がその⼿続きを怠ったときは、後⽇、
⼄は甲に対して、⼀切の異議を申し⽴てることはできない。

（代⾦の⽀払⽅法）
第６条 甲は，商品の代⾦を毎⽉○○⽇に締切り、締切り後○○⽇以内に⾦

額を現⾦⼜は⼩切⼿により⼄に⽀払うものとする。
２ 甲は，⼄の承諾を得た場合は、⼿形をもって⽀払うことができる。
３ 約束⼿形の⽀払サイトは○○⽇以内とし、⼿形の決済が完了するま

では、⼄の債務弁済の効果は⽣じないものとする。
（返品）
第７条 甲は，次のいずれかに該当する場合を除き，商品を⼄に対して返品

できないものとする。
①引渡された商品が⼄の責にすべき事由により、破損汚損のほか、商

品に瑕疵がある場合。
②引渡された商品が，注⽂した商品と異なる場合。

２ その他やむを得ず甲が⼄に返品する場合は、引渡された⽇から○○
⽇以内に⾏わなければならない。

（従業員の派遣）
第８条 ⼄は，納⼊した商品について特別の商品知識を必要とする場合を除

き、甲に従業員は派遣しない。
（期限の利益の喪失）
第９条 次のいずれかに該当する場合は，⼄は甲に対し直ちに債務の⽀払を

請求できる。
①甲が⼄に対する売買代⾦及びその他⼀切の債務につき⽀払い義務を

怠ったとき。
②甲が差押え、仮差押え、仮処分の申⽴てを受け、あるいは公権⼒の

処分を受けたとき。
③甲が⼿形、⼩切⼿の不渡りにより銀⾏取引停⽌処分を受け、または

和議法、会社更⽣法、会社整理法などの法的な措置等により営業継
続が困難になったとき。

④その他前各号に準ずる事態のほか、⼄が債権保全を必要とする相当
の事由が⽣じたとき。
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アパレル業界における商取引慣⾏における課題

 アパレル業界においては、⽀払いサイトの⻑い⼿形や歩引き、理由なき返品など⾮合理
な商取引慣⾏が存在している。

 ⽀払いに際して、歩引きを求められたり、
⽀払いサイトが⻑期の⼿形（１８０⽇
超）が⽤いられる。

 売れ残った商品を返品され、代⾦を⽀払
わされた。

 取引先のアパレル企業に製品を納品した
後、販売先でクレームが発⽣。⾃社に帰
すべき理由はないのに、卸価格ではなく
⼩売価格での損害賠償を⽀払わされた。

 納品後に、⼯賃の値引き、分納、セン
ターフィー等を強要された。

 切り下げ価格に応じないと、次回以降の
取引を打ち切ると⾔われ、やむ得なく切
り下げに応じた。

受注者側から聴取された事例

出典：繊維産業流通構造改⾰推進協議会資料などより

ア
パ
レ
ル

縫
製

製
織
・
ニ
ッ
ト

⼩
売

委託加⼯

納品

納品
委託加⼯

納品

アパレルからの製造委
託において、⻑期の⼿
形や歩引き取引が⾏わ
れるケースあり

売れ残った製品の理由
なき返品が⾏われる
ケースあり

返品

※「歩引き」とは、親事業者が下請事業者に対して、下請代⾦から⼀定の⾦額を差し引いて⽀払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき
理由がないのに下請代⾦の額を減じる⾏為である。
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アパレルサプライチェーン研究会

 アパレルのサプライチェーンを構築する事業者が直⾯する課題を認識し、中⻑期にわたっ
て産業を発展させていくための政策の⽅向性について、本年６⽉に報告書を公表。

 ⽇本が⽐較優位である素材開発と加⼯技術を⽤い、商慣⾏是正や⽣産性向上、海
外展開等の取り組むべき課題に官⺠で対応する必要があると提⾔。

⽬指すべき⽅向性
⾼品質かつ洗練された⾼品質かつ洗練された

更なる⾼付加価値素材の
開発と販路開拓

技術⼒と消費者ニーズを
マッチさせた「服作り」

よるJapanese Apparelによる
インバウンドを含む

海外市場開拓

①商慣⾏の是正

②消費者ニーズの把握

③設備投資と⽣産性向上

④⼈材の確保と育成

⑤デザインと企画、製造の融
合、ブランディング

⑥海外市場への展開

⑦海外に向けたファッション
の発信

⑧外国政府との交渉・規制⾒
直し

⑨サプライチェーンの再構築
⽀援

⑩⼈材育成⽀援、中⼩企業の
能⼒構築⽀援

取り組むべき課題


