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Ⅰ．調査目的 
国内外の産業構造が大きく変化していく中で、中小企業・小規模事業者は、最終製品メ

ーカーの下請けとして対応しているだけでなく、自らの技術・製品の強みを活かしつつ、

こうした支援も利用し、新たな販路の開拓や最終製品の企画・開発を行い、企業としての

価値向上を図っていくことが求められている。このような企業行動を活発化させていくた

め、政府としても、業界の特性に応じた中小企業施策や事業環境整備を行う等、政策の質

をより一層高めていくことが求められている。 

本事業の調査対象は、繊維産業とする。繊維産業は、世界的に市場規模や自由貿易圏が

拡大しており、高機能繊維素材や高品質テキスタイル、精緻な縫製技術等、日本が一定の

強みを有している分野でもある。なお、繊維産業の最終製品は、衣料、生活資材及び産業

資材等であり、そのサプライチェーンは、製造（紡績・製糸、織物・ニット、染色、縫製

等）、企画（ブランド、デザイン等）及び小売（流通、店舗、EC 等）の機能によって構成

されている。これらの機能は、国内外を越境し、機能を複数担う企業や、機能を束ねるプ

ラットフォーマーも存在しているところである。 

本事業では、特に取引先・エンドユーザーへの価値・価格転嫁や、新たな販路の開拓等

を実現している企業やサプライチェーン等の事例にスポットを当て、これらの価値創造メ

カニズムを分析することで、競争力強化に向け、繊維産業が取るべき企業行動や、政策の

方向性についての検討の一助とすることを目的とする。 
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Ⅱ．調査方法 
１．調査対象からの情報収集 
 調査対象とする企業に対して、インタビュー形式で情報収集を行った。インタビューの

項目は以下のとおり。 
 
＜インタビュー項目＞ 
(1)事業の特徴と強み 

(2)市場機会の発見と成長要因 

(3)ビジネスモデル 

(4)商品戦略 

(5)生産・調達戦略 

(6)チャネル戦略 

(7)セールスプロモーション戦略 

(8)ここ５年で注力している点 

(9)中長期経営戦略と目標 

(10)短期的な課題 

(11)中長期的な課題 

(12)人材戦略 

 
 また、調査対象とする企業の選定に当たっては、全国繊維企業要覧（㈱信用交換所）に

掲載の企業業績やインタビュー記事、以下の観点などを参考にした。 

 

＜企業選定の観点＞ 

(1)川下領域での価値を高めるため、自社ブランドの発信や消費者ニーズの把握等のマーケ

ティング力 

(2)海外展開や新しい販路開拓のための提案力 

(3)優れた高付加価値素材の開発力や生地製造におけるクリエイション力 

(4)魅力ある産業として集積したことによるリードタイムの変化や産地の観光資源化 

(5)マスカスタマイゼーションや工場 IoT 化等、デジタル技術との融合による課題解決 

 

 調査対象とした企業は表１のとおり。 
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表１ 調査対象企業 
 企業名（50 音順） 所在地 業種 

1 アクセ 広島 婦人服小売業 

2 浅野撚糸 岐阜 撚糸製造業 

3 イイダ靴下 奈良 靴下製造業 

4 大城戸織物 兵庫 織物業 

5 オールユアーズ 東京 その他製造卸売業 

6 岡田織物 和歌山 毛織物業 

7 岡本テキスタイル 岡山 織物業 

8 
カジナイロン（カジグルー

プ） 
石川 かさ高加工糸製造業 

9 きものブレイン 新潟 きもの総合加工 

10 ギャレット 名古屋 靴下製造業 

11 光和衣料 埼玉 
事務作業・衛生・スポーツ・学生服製

造 

12 小島衣料 岐阜 織物製成人女子・少女服製造業 

13 佐藤繊維 山形・東京 毛紡績業 

14 ジャパンブルー 岡山 ジーンズ、デニム生地製造販売 

15 ショーワ 岡山 綿・スフ織物業 

16 妙中パイル織物 和歌山 毛織物業 

17 辰巳織布 大阪 毛織物業 

18 東和毛織 愛知 毛紡績業 

19 ドゥ・ワン・ソーイング 大阪 織物製シャツ製造業 

20 野呂栄作 愛知 手編毛糸製造 

21 中伝毛織 愛知 服地製造業 

22 長谷虎紡績 岐阜 じゅうたん・繊維製床敷物製造 

23 HITOYOSHI 熊本 織物製シャツ製造業 

24 ファイブワン・ファクトリー 大阪 紳士服縫製業 

25 フジチギラ 山梨 糸卸売業 

26 マシュール 高知 織物製成人女子・少女服製造業 

27 松井ニット技研 群馬 スカーフ・マフラー・ハンカチ製造 

28 丸井織物（丸井グループ） 石川 絹・人絹織物業 

29 丸和繊維工業 東京 ニット製外衣製造業 
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30 三星毛糸 岐阜 毛織物業 

31 宮田毛織工業 愛知 丸編ニット生地製造業 

 
２．収集した情報の分析 
 企業が付加価値を創出するための戦略は、業種によって異なるとの仮説のもと、調査対

象を業種グループに区分し、付加価値の創出につながったと考えられる企業行動や外部環

境を整理する。なお、業種グループの区分に当たっては、全国繊維企業要覧（㈱信用交換

所）やインタビューで収集した情報などを参考に、以下のとおりとした。 

＜業種グループ＞ 

(1)糸 

(2)生地 

(3)縫製 

(4)その他製造業 

(5)その他 

 

 また、調査対象が抱えている課題や外部環境データを参考にしつつ、上記で整理した企

業行動が、今後も付加価値の創出につながるものであるかどうか分析・検討を行う。 

 

３．調査期間 

 令和元年（2019 年）10 月～令和 2 年（2020 年）3 月 
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Ⅲ．調査結果 
 
1.価値創造メカニズムの分析 
 それぞれの調査対象について、現在までの付加価値の創出につながったと考えられる企

業行動を、マーケティング 4P の観点で整理するとともに、その企業の置かれた経営環境

の変化（市場機会）についても考察する。 

 ＜マーケティング 4P＞ 

◆製品（Product）（商品開発、生産・調達） 

◆価格（Price）（設備、生産・調達） 

◆プロモーション（Promotion） 

◆流通（Place）（取引先、取引条件） 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 

 それぞれの調査対象についての考察は表２のとおり。 
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表２ 付加価値の創出につながったと考えられる企業行動及び経営環境の変化 

（1）糸グループ 

企業名 業種 
製品 

（商品開発、生産・調達） 

価格 

（設備、生産・調達） 
プロモーション 

流通 

（取引先、取引条件） 

経営環境の変化 

（市場機会） 

浅野撚糸 撚糸製造業 ・糸メーカーとの共同開発によ

り特殊な撚糸技術を開発 

・自社ブランド（タオル）が好調 

・希少な生産設備 

 

・TV メディアで特集 ・糸の賃加工・販売と

自販（タオル）のバラン

ス 

・自販は海外売上が

伸びている 

・海外の繊維製品との価格競争により業績が悪化 

・委託生産から、技術を起点とした自社製品の開発

にシフト 

カジナイロン

（カジグルー

プ） 

か さ 高 加 工

糸製造業 

・アウトドア・ファッション向け糸

加工、生地 

・合成繊維の良さを活かした幅

広い提案 

・まとまった生産規模 

・一貫生産（撚糸、織

物、ニット、縫製） 

・自社ブランドによる

卸や小売への進出 

・海外売上比率が高

い 

・委託生産を軸に、自

社ブランドにも進出 

・アパレルメーカー生産拠点の海外移転により、国

内産地が低迷し、生産能力が低下 

・海外売上を拡大しつつ、自社ブランドによりエンド

ユーザーにも発信 

佐藤繊維 毛紡績業 ・斬新で高い技術の毛糸がデ

ザイナーから支持 

・徹底した自社マーケティング 

・原料の多様化 

・希少な生産設備 

・まとまった生産規模 

・一貫生産（紡績、染

色、ニット、縫製） 

・海外展示会 

・TV 通販 

 

・委託生産を軸に、自

社ブランドの自販にも

進出 

・アパレル業界のものづくりが高速化、大量生産に

シフト 

・効率化とは逆の発想で、ロースペック・低速の機械

でチャレンジ 

東和毛織 毛紡績業 ・特殊な紡績技術を開発 

・アルパカの国内紡績で高い

シェア 

・原料の多様化 

・外注先の廃業に備え

た内製化（撚糸） 

・国内展示会 

・ビジネスチャンスを

逃さないために少量

の在庫 

・毛糸の製販が主力 

・百貨店アパレルから

セレクトショップや EC

へシフト 

・アパレル業界のニーズが細分化 

・特殊な紡績技術や獣毛を使った紡績により、消費

者にも分かる高い質感を実現 
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・少量多品種 

・希少な生産設備 

野呂栄作 手編毛糸製

造業 

・ハンドメイドで多彩な色使い

の毛糸がアウトドア分野で評

価 

・少量多品種 

・一貫生産（紡績、撚

糸、染色） 

・海外展示会 

 

・海外売上比率が高

い 

・代理店経由で自社ブ

ランド糸を販売 

・ライフスタイルの変化により大量生産ではないマー

ケットが出現 

・海外展示会での露出が増え、米国の毛糸流通業

者の関心を引き、欧米に進出 

フジチギラ 糸卸売業 ・糸を卸すだけでなく、協力工

場を使い撚糸や染色、整経、

輸送を行う 

・少量多品種 

・産地での工場ネット

ワーク 

・短納期に対応するた

め最小限の在庫保有 

  ・糸の卸を軸に、生地

販売や製品の委託生

産も行う 

・全国的に、撚糸から整経までの工程を行う事業者

が減り、輸送業者も不足 

・糸の卸だけでなく整経や輸送までを行う事業者へ

のニーズが相対的に高まった 
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（2）生地グループ 

企業名 業種 
製品 

（商品開発、生産・調達） 

価格 

（設備、生産・調達） 
プロモーション 

流通 

（取引先、取引条件） 

経営環境の変化 

（市場機会） 

大城戸織物 織物業 ・デザイナー向け生地で評価 

・少量多品種 

・自販は基本料金＋

着分対応 

・自販比率を高め、稼

働時間を短縮 

・国内展示会 

 

・賃加工から自販へシ

フト 

・アパレル業界のニーズが細分化し、小規模なアパ

レルデザイナーが出現 

・賃加工の受注が減り、設備の稼働率が低下 

・平均単価を上げるため、デザイナー向け自販のビ

ジネスモデルを発想 

岡田織物 毛織物業 ・婦人服向けフェイクファーで

評価 

・生地販売だけでなく裁断加工

も行う 

・裁断による着分対応

で輸送費を低減 

・埃が立たないよう裁

断機をカスタマイズ 

・稼働率の平準化（閑

散 期 は 海 外 へ の 販

売） 

・産地での工場ネット

ワーク 

・海外展示会 

・ビジネスチャンスを

逃さないために少量

の在庫 

・ニッチな商品のため

問屋は経由せず直接

アパレルメーカーに販

売 

・アパレル業界のニーズが細分化し、流行の短サイ

クル化も進む 

・実用としてのフェイクファーが役目を終え、ファッシ

ョン性の高いフェイクファーの需要が伸びた 

岡 本 テ キ ス

タイル 

織物業 ・独特の風合や質感を持つデ

ニム生地が評価 

・希少な生産設備 

 ・都市部のサンプル工

場により次世代デザイ

ナーにアピール 

・生地販売からウェア

委託生産へシフト 

・海外でデニム生地の低価格化、高品質化が進み、

産地機能が衰退 

・生地販売だけでなく縫製までを管理する事業者へ

のニーズが相対的に高まった 
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ジ ャ パ ン ブ

ルー 

ジーンズ、デ

ニム生地製

造販売 

・産地の自社ブランドを活かし

た国産ビンテージジーンズ 

・希少な生産設備 

・産地での工場ネット

ワーク 

・TV メディアの活用 

・産地ブランド 

・生地販売から自社ブ

ランドの自販へシフト 

・自社店舗の拡大 

・ジーンズにヴィンテージブームが起き、古着の質感

を有する質が高いレプリカモデルのニーズが高まっ

た 

・産地で旧式織機によるジーンズのレプリカモデルを

作り、雑誌に取り上げられヒット 

ショーワ 綿・スフ織物

業 

・技術的に難しいカシミヤやシ

ルク、ウール、リネンのデニム

生地 

・少量多品種 

 ・一貫生産（染色、織

り、仕上加工） 

・海外展示会 ・コンバータへの販売

からアパレルメーカー

へシフト 

・海外の繊維製品との価格競争により産地機能が

衰退 

・設備や人員の活用を進めるため、あえて在庫リス

クを選び、独自製品の開発にシフト 

辰巳織布 織物業 ・技術的に難しい細番手の高

密度な織物がラグジュアリブラ

ンドから評価 

・織りだけでなく協力工場を使

い染色や仕上を行う 

・生産管理システムの

刷新 

・最新の生産設備によ

る効率化 

・廃業に備え糸サイジ

ング事業を子会社化 

・仕上加工まで行うこ

とにより取引先とのコ

ミュニケーションが活

性化 

・賃加工から製販へシ

フト 

・海外売上比率が高

い 

・技術的に難しい細番手の高密度な織物を製造する

ため、エアジェット織機を導入 

・量は少なくとも単価の高い商品の製造へシフトし、

簡単な技術ではないためリピーターも発生 

中伝毛織 服地製造業 ・レディス向け重衣料の服地が

ハイブランドから評価 

・産地加工の対応力活かした

幅広い提案 

・少量多品種 

・まとまった生産規模 

・一貫生産（織物、ニッ

ト、染色整理） 

・稼働率の平準化（コ

ンバータの活用） 

・産地での工場ネット

ワーク 

・海外有名デザイナー

からの採用による知

名度向上 

・服地の製販を軸に、

自社ブランドにも進出 

・ハイブランドから大衆

向けまで幅広い 

・海外の繊維製品との価格競争により、閑散期が長

くなり、産地機能が衰退 

・自社一貫生産による安定品質と短納期が相対的

な強みとなり、産地での工場ネットワークも活用 
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丸 井 織 物

（丸井グルー

プ） 

絹 ・ 人 絹 織

物業 

・東レ合繊クラスターや産地加

工の対応力を活かした幅広い

提案 

・まとまった生産規模 

・一貫生産（織物、染

色） 

・工場のＩｏＴ化による

効率化 

・産地での工場ネット

ワーク 

・国内展示会 

 

・委託生産を軸に、ア

パレルメーカーへの製

販にも進出 

・アパレルメーカー生産拠点の海外移転により、国

内産地が低迷し、生産能力が低下 

・委託生産だけに頼るのではなく、アパレルメーカー

への自販に進出することにより企画力・提案力を向

上 

三星毛糸 毛織物業 ・カシミヤやシルク、ウール、モ

ヘアのメンズ向け服地がラグ

ジュアリブランドから評価 

・自社ブランド力が高い 

 ・SNS やクラウドファン

ディング 

・異分野・異業種との

コラボレーション 

・国内向けを軸に、海

外売上比率が伸びて

いる 

・創業 130 年を超える老舗であり、長い年月をかけ

てブランド価値を高めた 

・染色整理事業の終了、異分野とのコラボレーション

など事業領域の選択にも活発 

宮田毛織工

業 

丸編ニット生

地製造業 

・レディス向けニットがハイブラ

ンドから評価 

・ジャガード技術やゲージの対

応力を活かした幅広い提案 

・原料の多様化 

・少量多品種 

・まとまった生産規模 

・外注先の廃業に備え

た内製化（染色） 

・稼働率の平準化（コ

ンバータの活用） 

・海外展示会 ・国内向けと海外向け

をバランス 

・コンバータ向けを軸

に、アパレルメーカー

にも販売 

・低価格帯の生産を行うも売上が伸びず、高価格帯

を提案するもまとまった受注につながらなかった 

・素材の良さを訴求しながら価格帯にこだわらない

提案へシフト 
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（3）縫製グループ 

企業名 業種 
製品 

（商品開発、生産・調達） 

価格 

（設備、生産・調達） 
プロモーション 

流通 

（取引先、取引条件） 

経営環境の変化 

（市場機会） 

きものブレイ

ン 

き も の 総 合

加工 

・短納期での着物加工 

・天然繊維への撥水加工に強

み 

・加工工場の集約 

・海外との工場ネット

ワーク（縫製） 

  ・呉服店とのＢｔｏＢ契

約 

・取引先の分散 

・バブル経済崩壊後、着物の新規販売が大幅に減

少 

・呉服店からアフターケアの問合せが急増 

光和衣料 事 務 作 業 ・

衛生・スポー

ツ・学生服 

・女子セーラー服を軸に、学生

服に特化 

・少量多品種 

・受注生産管理システ

ムの刷新 

・在庫を極力持たない 

 ・委託生産と自社ブラ

ンドをバランス 

・販売先の分散 

・国内で安定生産できる事業者が減少 

・相対的に受注が集中する中でも、生産管理システ

ムにより在庫を極力持たず、製造人件費を重視し、

若い人材を確保 

小島衣料 織物製成人

女 子 ・ 少 女

服製造業 

・安価で質の良いレディス重衣

料 

・ニッチ分野の自社製品（パジ

ャマやアイマスクなどリカバリ

ーウエア） 

・まとまった生産規模 

・海外に自社工場のネ

ットワーク（中国からア

セアンへシフト） 

 ・百貨店アパレル向け

委託生産を軸に、自

社製品にも進出 

・中国での人件費上昇が進む中、早い段階でアセア

ンへシフト 

・日本人の技術者や中国人のリーダーのもと、アセ

アンでも百貨店アパレル並の品質で安価に大量に

生産可能 

ドゥ・ワン・ソ

ーイング 

織 物 製 シ ャ

ツ製造業 

・合理化されたシステムにより

様々なパターンのメンズシャツ

をオーダーメイド感覚で提供 

・少量多品種 

・受注生産管理システ

ムの刷新 

・着分単位での生地

在庫管理 

・稼働率の平準化（早

割フェアの活用、生地

の新色投入） 

・取引先の専門店へ

の販促活動 

・百貨店アパレル向け

委託生産から専門店

向けへシフト 

・販売先の分散 

・クイックレスポンス対応の設備投資をしたが、アパ

レルメーカー生産拠点の海外移転により、工賃が上

らず業績が悪化 

・１枚から作れる小ロット対応を強みに、受注生産シ

ステムを刷新し、専門店向け委託生産を開拓 
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HITOYOSHI 織 物 製 シ ャ

ツ製造業 

・カスタムオーダーのメンズシ

ャツに特化 

・少量多品種 

・原材料の厳選や産地仕入 

・生産能力を超えない

よう受注をコントロー

ル 

・海外との工場ネット

ワーク 

・新規やリピーター向

けにウェブ検索対応 

・百貨店やセレクトショ

ップ向け委託生産と自

社ブランドをバランス 

・海外の繊維製品との価格競争が激化 

・売上を安定させるため受注生産であるカスタムオ

ーダーのメンズシャツに特化 

フ ァ イ ブ ワ

ン・ファクトリ

ー 

紳士服縫製

業 

・徹底したハンドメイドによる着

心地の良いメンズジャケットに

特化 

・コスト低減のための

自動化はせず徹底し

たハンドメイドにより単

価を維持 

・稼働率の平準化（早

割フェアの活用、販売

先の分散） 

・外注先の廃業に備え

た 内 製化（ 袖 、 見返

し、ズボン） 

・取引先の専門店へ

の販促活動 

・新規向けにウェブ検

索対応 

・百貨店やセレクトショ

ップ向け委託生産から

専門店向けや自社ブ

ランド・自社企画へシ

フト 

・賃加工から製販へシ

フト 

・海外製品の流入やオーダーブームによる同業他社

の乱立による価格競争の激化 

・徹底したハンドメイドにより、ブームとは一線を画し

た事業領域を確保 

マシュール 織物製成人

女 子 ・ 少 女

服製造業 

・よさこい祭り衣装に特化 

・少量多品種 

・商社を介さずに少量

の生地を調達 

・稼働率の平準化（閑

散期に防災服を生産） 

・衣装を購入したグル

ープのよさこい祭りの

模様をホームページ

に掲載 

・委託生産から自社製

品へシフト 

・EC によるエンドユー

ザーへの直接販売 

・よさこい踊りのグル

ープのリピーターが多

い 

・アパレルメーカー生産拠点の海外移転により、受

注が減少 

・委託生産から自社製品販売へシフトするため、ノウ

ハウのあったよさこい祭り衣装に特化 

・よさこい祭りが日本各地で行われるようになり、高

知県外からも注文が入るようになった 
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丸和繊維工

業 

ニット製外衣

製造業 

・専門家との共同研究により特

殊なパターン技術を開発 

・メンズのカットソーに特化 

 

・コスト低減のための

自動化はせず技術改

善により単価を維持 

・稼働率の平準化（販

売先の分散、閑散期

は 自社ブ ラン ド を生

産） 

・象徴的なプロジェクト

への採用 

・大手百貨店での販

促活動、ＴＶメディアで

特集 

・委託生産を軸に、自

社ブランドにも進出 

・百貨店向け委託生

産から専門店向けや

自社ブランドへシフト 

・海外の繊維製品との価格競争が激化 

・量から質への転換を図るべく、中国生産を終了し、

国内生産へシフトするとともに、自社ブランドを立ち

上げた 

・自社ブランドはアパレルや小売についての理解不

足から２度にわたり失敗したが、宇宙飛行士用の船

内服に採用されたことが契機となり軌道に 
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(4)その他製造業グループ 

企業名 業種 
製品 

（商品開発、生産・調達） 

価格 

（設備、生産・調達） 
プロモーション 

流通 

（取引先、取引条件） 

経営環境の変化 

（市場機会） 

イイダ靴下 靴下製造業 ・高機能なスポーツ向け靴下

に特化 

・一貫生産（編み、縫

製、染色） 

 

・クラウドファンディン

グ 

・委託生産を軸に、自

社製品にも進出 

・自社製品は百貨店

の実店舗から EC へシ

フト 

・海外の繊維製品との価格競争が激化 

・量から質への転換を図った自社企画製品が、九州

地区の百貨店を販路としてヒットしたことが契機 

・国内で一貫生産できる事業者が減っていることを

背景に、委託生産も相対的に伸びている 

ギャレット 靴下製造業 ・低価格帯で流行を取り入れた

若者向けの靴下や鞄 

・徹底した自社マーケティング 

・海外との工場ネット

ワーク 

・現地法人により品質

管理を徹底 

・動画サイト、ＳＮＳ 

・海外展示会 

・海外人気ブランドの

自社企画による委託

生産を軸に、自社ブラ

ンドにも進出 

・カジュアルショップや

総合スーパー向けが

主力 

・アパレル市場での雑貨ブームが到来 

・欧米のコレクションや取引先からの情報収集によ

るマーケティングにより、企画から販売戦略まで提

案 

・自社ブランドの鞄などの雑貨が相対的に伸びてい

る 

妙中パイル

織物 

織物業 ・コットンベルベット製造のノウ

ハウを活かした液晶パネル向

け研磨布や化粧用パフ 

・天然素材向けの織

機を入れ替えずに細

番の合成繊維を織れ

るようにカスタマイズ 

・一貫生産（織り、染

色、仕上加工） 

・国内展示会で新たな

需要を探索 

・産業資材やインテリ

アが主力 

・海外売上比率が高

い 

・カーシート向けのコットンベルベット製造が主力だっ

たが、自動車の低燃費化や低価格化により、需要

がなくなった 

・コットンベルベット製造のノウハウがあることが契機

となり、液晶パネル向け研磨布や化粧用パフが主力

に 
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長谷虎紡績 じゅ うた ん・

繊維製床敷

物製造 

・商業施設や自動車向けカー

ペット 

・スポーツ・アウトドア向けの機

能的な糸（紡績） 

・様々な素材に対応できる紡

績設備 

・少量多品種 

 ・一貫生産（カーペッ

ト） 

 

・自社ホームページの

改善（紡績の紹介、ブ

ログ更新） 

・国内向けが主力 

・インテリア、自動車メ

ーカー（カーペット） 

・スポーツ・アウトドア

メーカー（紡績） 

・国内で初めてカーペットを製造し、技術やノウハウ

を蓄積 

・海外の繊維製品との価格競争に伴い、工場を集約

し、量産型から多品種少量型へシフト 

・太番手から細番手まで、特殊素材にも対応できる

紡績設備により高機能な糸を開発 

松井ニット技

研 

スカーフ・マ

フラー・ハン

カチ製造 

・多彩な色使いのマフラーが美

術館で評価 

・希少な生産設備 

・稼働率の平準化（閑

散期は EC による海外

販売） 

・国内展示会 

・既存顧客への販促

活動 

・SNS や大型書店、百

貨店による顧客開拓 

・EC 販売を軸に、小売

への卸も行う 

・問屋やアパレルメー

カー向けの委託生産

から、自社ブランドへ

シフト 

・国内展示会で米国バイヤーの関心を引き、海外マ

ーケットを発見、自社ブランドを立ち上げ 

・海外の繊維製品との価格競争に伴い、委託生産

の受注が減少し、自社ブランドの美術館向け販売に

シフト 
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(5)その他グループ 

企業名 業種 
製品 

（商品開発、生産・調達） 

価格 

（設備、生産・調達） 
プロモーション 

流通 

（取引先、取引条件） 

経営環境の変化 

（市場機会） 

アクセ 婦人服小売

業 

・２０～５０代のエイジレスなタ

ーゲット 

・顧客の気持ちに寄り添い、期

待を上回る価値を考え、洗練

かつ居心地のよい店づくり 

・買い付けをメインに、

自社製品（自社企画、

委託生産）も行う 

・店員のオリジナルコ

ーデ 

・ＳＮＳやＴＶメディアの

活用 

・直営店舗からＥＣへ

シフト 

・総合衣料店を営んでいたが、量販店の攻勢により

収益が低下 

・２０～５０代まで幅広い世代に受け入れられるファ

ッションを扱うセレクトショップを開業 

・最先端のトレンドに寄りすぎて売上を落とした時期

もあったが、マーケットインの考え方により売上を維

持 

オ ー ル ユ ア

ーズ 

その他製造

卸売業 

・エンドユーザから川上に遡っ

てパートナーを探し商品開発 

・商品点数を絞り、単価が高く

トレンドの影響を受けにくいボ

トムスの比率が高い 

・顧客のお直しデータをマーケ

ティングに活用 

・国内での工場ネット

ワーク（生地、縫製、

加工） 

・クラウドファンディン

グ、SNS 

・リピーターを増やす

ためサイズ調整や直

しは店舗で行う 

・自社店舗はショール

ーム機能に特化 

・ＥＣを軸に、小売店

への卸も行う 

・ライフスタイルの変化に伴い、ファッショントレンドと

は異なるニーズが顕在化 

・仕事中はストレスが無く、ちゃんと見えて、日常生

活ではリラックスして、気にせず着られるをコンセプト

に、顧客のお直しデータを次の商品企画に活用する

など、マーケットインの考え方により売上を維持 
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2.価値創造モデルの類型化 
 今回は 31 社を調査対象としたサンプリング調査であるが、付加価値の創出につながったと考

えられる企業行動や外部環境について共通点を考察し、価値創造モデルの類型化を図る。 

 まずは業種グループごとに、マーケティング 4P や経営環境の変化についての共通点を考察す

る。 

 

（1）糸グループ 

 糸グループは、毛紡績や撚糸、かさ高加工糸製造など糸を製造する企業群とした。 

 

◆製品（Product） 

 糸グループの製品戦略において共通するキーワードは、主に「技術・技能」「希少・カスタム

設備」「少量多品種」「ブランド」であった。 

 マスボリュームをターゲットとする大量生産型のビジネスモデルでは、設備投資や労働力が優

位な海外生産拠点との価格競争に勝つことができない。このため、国内生産拠点は、海外が模倣

できないような独自の事業領域において、少量多品種のビジネスモデルを構築する傾向にある。 

 技術の改良や設備のカスタマイズを施すことにより、糸に空気の層を作る撚糸、超極細の獣毛

を使った毛糸、空気を多く含む立体構造の毛糸、自然の光沢と風合いを表現した毛糸など、他社

が模倣できない製品を少量多品種で生産している。例えば、旧式の紡績機械は生産効率が劣ると

いうデメリットはあるが、回転が低速であるため繊細な原料からも糸を引くことが可能であり、

独特の風合いを表現することができるというメリットもある。 

 こうした技術的な背景が、糸や生地、最終製品を通じて企業のブランド力にも繋がっていると

考えられる。自社ブランド製品は、受身型の委託生産とは異なり、原材料や在庫、販売管理費な

どを自社で抱えるリスクはあるが、ブランドの考えや技術を評価してくれる顧客や市場を発見

し、価格交渉力の向上や販路の拡大により、主体的な経営を実現している事例が多くみられた。 

 

◆価格（Price） 

 糸グループの価格戦略において共通するキーワードは、主に「産地機能」「一貫生産」であっ

た。 

 特定の地域に紡績や撚糸、染色、整経といった生産拠点が集積している産地や、自社やグルー

プ内でこれらの工程を一貫生産できる体制は、幅広い提案力や価格と品質の両立、納期の観点か

ら、製品の競争力につながっていると考えられる。 

 

◆プロモーション（Promotion） 

 糸グループのプロモーション戦略において共通するキーワードは、主に「メーカー・デザイナ

ー向け展示会」であった。 

 国内外の展示会を通じてメーカーやデザイナーへの露出や商談の機会を増やし、徹底したマー

ケティングを行うとともに、糸に込めたブランドの考えや技術を評価してくれる顧客や市場を発

見している事例が多くみられた。 
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 また、サプライチェーンの川上であるため、一般的には最終消費者へのプロモーションは難し

いが、自社ブランド最終製品がメディアで取り上げられたことが契機となり、知名度が向上した

事例もみられた。 

 

◆流通（Place） 

 糸グループの流通戦略において共通するキーワードは、主に「取引先のシフト・分散」「海外

シフト」であった。 

 サプライチェーンの川上であるため、一定の受注量を確保する観点からコンバーターやテキス

タイルメーカーからの委託生産を重視しつつも、自社ブランド製品や最終製品の製造販売に進出

している事例が多くみられた。 

 また、国内アパレルメーカーの不振を背景に、海外売上の比率を高めている事例が多くみられ

た。 

 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 先に述べたとおり、海外生産拠点を中心とする大量生産型ビジネスに対して、国内生産拠点

は、海外が模倣できないような独自の事業領域を構築する傾向にあるが、それらが顧客や市場か

ら評価されるようになった要因のひとつとしては、最終消費者が求めるファッションやライフス

タイルが多様化していることが考えられる。 

 また、安価な海外製品との価格競争により、国内での生産や水平分業の維持がますます難しく

なっていることから、産地機能や一貫生産体制についての優位性が、国内で相対的に高まりつつ

あると考えられる。  
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（2）生地グループ 

 生地グループは、デニムや毛織物、合繊織物、ニットなど生地を製造する企業群とした。 

 

◆製品（Product） 

 生地グループの製品戦略において共通するキーワードは、主に「少量多品種」「商品の絞り込

み・ニッチ分野」「技術・技能」「希少・カスタム設備」であった。 

 生地グループの中でも、生産規模が比較的大きな企業は、素材に対する設備や技術の対応力が

高く、提案できる生地も幅広い傾向にある。他方で、生産規模が比較的小さな企業は、小規模デ

ザイナー向けの生地製作、婦人服向けフェイクファー、ビンテージ風デニム、リバーシブルの織

物など商品を絞り込んでいる傾向がみられた。各社が提供する商品の幅は様々であるが、それぞ

れの幅の中で少量多品種である点は、生産規模に関わらず共通していた。 

 また、技術の改良や設備のカスタマイズを施すことにより、複雑な柄の織物やニット、独特の

風合いのデニム、細番手かつ高密度な織物など、他社が模倣できない製品を生産している。 

 

◆価格（Price） 

生地グループの価格戦略において共通するキーワードは、主に「産地機能」「一貫生産」「稼働

率の平準化」であった。 

特定の地域に紡績や撚糸、織物、ニット、染色整理といった生産拠点が集積している産地や、

自社やグループ内でこれらの工程を一貫生産できる体制は、幅広い提案力や価格と品質の両立、

納期の観点から、製品の競争力につながっていると考えられる。産地内の水平分業が難しくなる

中、協力会社の廃業に備え、整経や染色といった一部工程の内製化を進めている事例もみられ

た。 

また、閑散期が長期化する傾向にあり、委託生産だけでなく自社製造販売への進出、閑散期に

おける海外販売の強化、テキスタイルコンバーターの活用など、稼働率の平準化に取り組んでい

る事例が多くみられた。 

 

◆プロモーション（Promotion） 

 生地グループのプロモーション戦略において共通するキーワードは、主に「メーカー・デザイ

ナー向け展示会」であった。 

 国内外の展示会を通じてメーカーやデザイナーへの露出や商談の機会を増やし、徹底したマー

ケティングを行うとともに、生地に込めたブランドの考えや技術を評価してくれる顧客や市場を

発見している事例が多くみられた。展示会での受賞や海外有名デザイナーからの採用により知名

度が高まり、安定した受注につながった事例もみられた。 

 また、サプライチェーンの川上であるため、一般的には最終消費者へのプロモーションは難し

いが、メディアで取り上げられたことを契機に自社ブランド最終製品の販売に本格的に進出して

いる事例や、クラウドファンディングを活用して知名度を向上させている事例もみられた。 

 

◆流通（Place） 
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 生地グループの流通戦略において共通するキーワードは、主に「取引先のシフト・分散」「取

引条件のシフト・分散」「海外シフト」であった。 

 先に述べたとおり稼働率の平準化の観点からコンバーターとの取引を軸にしつつも、利益率や

自社の企画力を向上させる観点からアパレルメーカーとの直接取引を進めている傾向がみられ

た。生地の製造販売だけでなく、最終製品に進出している事例もみられた。 

 上述に伴い、賃加工や委託生産を軸にしつつも、自社製造販売を進めている傾向がみられた。

ただし、自社製造販売は、賃加工や委託生産に比べて利益率が高いが、原材料や在庫、販売管理

費などを自社で抱えるリスクがあるため、各社とも両者のバランスを取りながら事業を進めてい

る。これは、生地グループの製品が、糸グループよりもさらに多品種であり、市場のニーズも複

雑であるため、リスク分散の観点から、自社製造販売の比率を抜本的に高めることが難しいこと

を表していると推測される。 

 また、国内アパレルメーカーの不振を背景に、海外売上の比率を高めている事例が多くみられ

た。 

 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 生地グループの経営環境の変化は、糸グループと同様に、最終消費者が求めるファッションや

ライフスタイルの多様化、産地機能や一貫生産体制の優位性の高まりといった点であると考えら

れる。  
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（3）縫製グループ 

 縫製グループは、主にアパレル製品の縫製を行う企業群とした。 

 

◆製品（Product） 

 縫製グループの製品戦略において共通するキーワードは、主に「商品の絞り込み・ニッチ分

野」「技術・技能」「少量多品種」「ブランド」であった。 

 労働集約型の産業である縫製業は、従来はアパレルメーカーからの委託生産を主な事業として

いた。しかし、急激な円高により、アパレルメーカーの生産拠点が人件費の安い海外に移転する

と、国内生産拠点の受注が減少するとともに、安価な海外製品が逆輸入され、国内の価格競争が

激化した。このような事業環境の中で、国内生産拠点において価格競争に巻き込まれない事業領

域を見出した者と、海外生産拠点で価格と品質との両立に取り組む者に大きく二分される傾向が

みられた。 

 縫製グループの中でも、生産規模が比較的大きな企業は、生地やパターンに対する設備や人員

の対応力が高く、提案できるアパレル製品もトレンドの激しい婦人服など幅広い傾向にある。他

方で、生産規模が比較的小さな企業は、トレンドが比較的緩やかな紳士向けのシャツやジャケッ

ト、学生服、お祭り衣装など商品を絞り込んでいる傾向がみられた。各社が提供する商品の幅は

様々であるが、それぞれの幅の中で少量多品種である点は、生産規模に関わらず共通していた。 

 また、徹底したハンドメイドや特殊なパターン技術、精緻な縫製技術といった技術・技能の改

良により、他社が模倣できないようなレベルで着心地の良い製品を生産している。こうした技術

的な背景が、最終消費者にも受け入れられ、企業のブランド力や取引単価の向上にも繋がってい

ると考えられる。 
 

◆価格（Price） 

 縫製グループの価格戦略において共通するキーワードは、主に「稼働率の平準化」「生産管理

システム」「まとまった生産規模」であった。 

 縫製業は繁閑の差が激しいため、経営を安定させるには、稼働率の平準化が欠かせない。全体

の受注量が減少している中で稼働率を平準化させるためには、受注量のピークをコントロール

し、設備や人員を適正な規模に抑えるとともに、閑散期に自社ブランド製品を生産する、早割フ

ェアにより委託生産の受注を前倒しするなどの対策を行っている事例が多くみられた。さらに、

人員の余剰や納期の遅れが、利益の確保に直結することから、生産管理システムを刷新している

事例が多くみられた。なお、稼働率を平準化することにより、安定的な労働環境を整えること

で、企業の採用競争力が向上している事例もみられた。 

 また、婦人服や学生服、着物加工、パターンオーダーなど、一定の市場規模をもつ事業領域で

は、まとまった生産規模を持つことの優位性が、国内で相対的に高まりつつあると考えられる。 

 

◆プロモーション（Promotion） 

 縫製グループのプロモーション戦略において共通するキーワードは、主に「最終消費者向け広

告」であった。 
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 委託生産については、取引先の店舗やダイレクトメールによる既存顧客への販促活動を継続的

に行っている事例が多くみられた。自社ブランド製品については、ダイレクトメールによる既存

顧客への販促活動と、ウェブ検索サイトや自社サイトによる新規顧客の掘り起しを継続的に行っ

ている事例が多くみられた。 

 また、委託生産であっても、有名デザイナーやセレクトショップとのダブルネーム、社会的イ

ンパクトの大きいプロジェクトへの採用が契機となり、自社ブランドの知名度が向上した事例も

多くみられた。 

 

◆流通（Place） 

 縫製グループの流通戦略において共通するキーワードは、主に「取引先のシフト・分散」「取

引条件のシフト・分散」であった。 

 委託生産の取引先については、販売不振が続くアパレルメーカーから、個別の専門店へシフト

することで、取引単価を維持向上させている事例が多くみられた。個別の専門店からはまとまっ

た受注は見込めないため、取引先は分散することになるが、結果的に稼働率の平準化につながっ

ている事例もみられた。 

 また、自社ブランド製品については、各社とも委託生産とのバランスをみながら事業を進めて

おり、自社 EC による直接販売の事例が多くみられた。なお、自社ブランド製品を自社店舗で展

開することで、最終消費者とのコミュニケーションが生まれ、ここで得たノウハウが委託生産に

も活かされている事例もみられた。 
 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 先に述べたとおり、急激な円高により、安価な海外製品が逆輸入され、国内の価格競争が激化

する中で、国内生産拠点において価格競争に巻き込まれない事業領域を見出した者と、海外生産

拠点で価格と品質との両立に取り組む者に大きく二分される傾向がみられた。 

 経営環境の変化としては、最終消費者が求めるファッションやライフスタイルの多様化、まと

まった生産規模を持つことの優位性の高まりといった点であると考えられる。 
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（4）その他製造業グループ 

 その他製造業グループは、靴下やマフラー、カーペット、液晶パネル向け研磨布などアパレル

以外の製品を製造する企業群とした。 

 

◆製品（Product） 

 その他製造業グループの製品戦略において共通するキーワードは、主に「商品の絞り込み・ニ

ッチ分野」「産業資材分野」「希少・カスタム設備」であった。 

 高機能なスポーツ向け靴下、流行を取り入れた若者向けの靴下や鞄、液晶パネル向け研磨府、

化粧用パフ、商業施設・自動車向けカーペット、多彩な色使いのマフラーなど商品を絞り込んで

いる事例が多くみられた。また、これらの商品は、他社が模倣できないような設備のカスタマイ

ズや過去の製品で得た技術・ノウハウによって製造されている。 

 

◆価格（Price） 

 その他製造業グループの価格戦略において共通するキーワードは、主に「一貫生産」「まとま

った生産規模」であった。 

 水平分業と基本とするアパレルのサプライチェーンとは異なり、製造工程が特殊であることか

ら、一貫生産の事例が多くみられた。海外生産拠点に製造を委託し、現地法人により品質管理を

行っている事例もみられた。 

 また、まとまった生産規模により価格競争力を有している事例もみられた。 
 

◆プロモーション（Promotion） 

その他製造業グループのプロモーション戦略において共通するキーワードは、主に「メーカ

ー・バイヤー向け展示会」「最終消費者向け広告」であった。 

国内外の展示会を通じてメーカーやバイヤーへの露出や商談の機会を増やし、新たな市場を開

拓している事例が多くみられた。 

また、最終消費者向けには、SNS やクラウドファンディングにより、ブランド力の向上や新規

顧客の開拓を進めている事例がみられた。 

 

◆流通（Place） 

 その他製造業グループの流通戦略において共通するキーワードは、主に「取引先のシフト・分

散」「取引条件のシフト・分散」「EC シフト」「海外シフト」であった。 

 問屋やアパレルメーカー向けの委託生産から自社ブランド製品の製造販売へシフトしている事

例、自社ブランド製品を百貨店への出店販売から自社 EC にシフトしている事例、閑散期は海外

販売や越境 EC に取組んでいる事例、産業資材を売上の柱にしている事例など様々であった。 
 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 経営環境の変化としては、最終消費者が求めるファッションやライフスタイルの多様化、まと

まった生産規模を持つことの優位性の高まり、過去の製品で得た技術・ノウハウを活かすことが
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できる市場の出現といった点であると考えられる。  
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（5）その他グループ 

 その他グループは卸や小売の形態でアパレル製品を供給する企業群とした。 
 

◆製品（Product） 

 特に共通するキーワードはなかったが、安価な海外製品や量販店との価格競争が激化する中、

独自の価値感で、価格競争に巻き込まれない事業領域を見出している。 

 

◆価格（Price） 

特に共通するキーワードはなかった。 
 

◆プロモーション（Promotion） 

 その他製造業グループのプロモーション戦略において共通するキーワードは、主に「最終消費

者向け広告」であった。 

 より多くの最終消費者にリーチするため、SNS やクラウドファンディングで新規顧客を開拓

し、実店舗はショールーム機能に特化している事例がみられた。 

 

◆流通（Place） 

 その他製造業グループの流通戦略において共通するキーワードは、主に「EC シフト」であっ

た。 

 実店舗販売や小売への卸から、販管費やマージンの面で優位な EC にシフトしている事例がみ

られた。 
 

◇経営環境の変化（市場機会） 

 経営環境の変化としては、ライフスタイルの多様化によりファッショントレンドを追わない市

場が出現したことが考えられる。  
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（6）まとめ 

 以上、業種グループ別に共通する主なキーワードを表３に示す。今回は調査対象が 31 社とい

う限られたサンプリング調査であったため、一概には言えないが、太字下線で示している箇所は

特に共通の度合いが高かったキーワードであり、付加価値の創出につながったと考えられる業種

グループ特有の企業行動や外部環境が推測される。 

 

表３ 共通する主なキーワード 

業種 
グループ 

製品 価格 
プロ 

モーション 
流通 

経営環境 
の変化 

糸 技術・技能 
希少・カス

タム設備 
少量多品種 
ブランド 

産地機能 
一貫生産 

メーカー・

デザイナー

向け展示会 

取引先のシ

フト・分散 
海外シフト 

海外製品と

の価格競争 
技術を起点

に自販に進

出 
生地 少量多品種 

商品の絞り

込み・ニッ

チ分野 
技術・技能 
希少・カス

タム設備 

産地機能 
一貫生産 
稼働率の平

準化 

メーカー・

デザイナー

向け展示会 

取引先のシ

フト・分散 
取引条件の

シフト・分

散 
海外シフト 

アパレル業

界のニーズ

が多様化 
産地機能を

活かし幅広

く提案 

縫製 商品の絞り

込み・ニッ

チ分野 
技術・機能 
少量多品種 
ブランド 

稼働率の平

準化 
生産管理シ

ステム 
まとまった

生産規模 

最終消費者

向け広告 
取引先のシ

フト・分散 
取引条件の

シフト・分

散 

海外製品と

の価格競争 
事業領域を

特定し安定

した受注を

実現 
その他製造 商品の絞り

込み・ニッ

チ分野 
産業資材分

野 
希少・カス

タム設備 

一貫生産 
まとまった

生産規模 

メーカー・

バイヤー向

け展示会 
最終消費者

向け広告 

取引先のシ

フト・分散 
取引条件の

シフト・分

散 
EC シフト 
海外シフト 

海外製品と

の価格競争 
技術を起点

に新たな市

場を発見 

その他 ― ― 最終消費者

向け広告 
EC シフト ライフスタ

イルの変化

によりファ

ッショント

レンドとは

異なるニー

ズが出現 
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 また、業種グループによらず、共通して言えることは、以下の３点であると考えられる。 

 

①稼働率の平準化 

 各社とも稼働率を平準化するために、様々な取引先に対して様々な取引条件でビジネスを行っ

ている。人材確保や育成を進め、安定的に事業を継続していくためには、収益を安定させる必要

があるが、そのためには、アパレル業界の最大の特徴であるライフサイクルと季節性を乗り越え

て、稼働率を平準化することが欠かせない。 

 従来の賃加工や委託生産だけに頼るのではなく、提案型ビジネスや自社ブランド、新市場や海

外販路開拓、取引先の分散など、閑散期を乗り切るための工夫は、事業者の数だけ存在すると考

えられる。その際、次に述べる参入障壁の考え方を重視しているとみられる。 

 

②参入障壁（事業領域の細分化・個別化） 

 ファッションやライフスタイルの細分化が進み、それらのコンセプトを具現化するための糸や

生地、縫製の技術は独特な進化を遂げている。極限まで細分化・個別化された事業領域は、素人

目には一見すると分からないほどの違いかも知れないが、コアなエンドユーザーには間違いなく

違いの分かる領域であり、競合他社からの参入障壁となっていると考えらえる。これらは効率を

犠牲にしてでもその事業領域の技術を磨くとともに、その技術を評価してくれる顧客や市場を選

択しなければ成り立たない。 

 

③参入障壁（生産規模・水平分業の維持） 

 生産の海外移転や海外製品との価格競争により、国内での生産や水平分業の維持が難しくなる

中、幅広い提案力や価格と品質の両立、納期の観点から、まとまった生産規模や産地機能、一貫

生産、工場ネットワークを持つ事業者の優位性が相対的に高まっていると考えられる。また、サ

プライチェーン途絶リスクの観点からも、一部工程の内製化を進める事業者も多くみられた。  
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3.我が国繊維産業が目指すべき類型評価 
(1)外部環境データによる業界実態の把握 

①国内繊維産業の生産力のトレンドと現状 

国内の繊維工業の従業員数、製品出荷額、事業所数の推移を図にし、2017 年と 1994 年で対比

をした。 

この 23 年間で従業員数は 1994 年の 27.5%に、製品出荷額は 38%に、事業所数は 22.7%に縮小

し、生産能力が 20 年前と比べるとおおよそ 3 分の 1 レベルに落ち込んでいる。 

 これは急激な円高により、国内のメーカーは中国を中心とした海外に生産拠点をシフトし、国

内生産から離れたことによる。 

国内の繊維産業の縮小が顕著ではあるが、国内回帰が一部でみられる。それは量的な面での期

待ではもちろんなく、付加価値の高いハイクオリティ製品のモノづくりで生き残りを図ってい

る。製品単価を上げることで、製品出荷額が増加するだけでなく、事業継承に関わる人材の確保

にもつながる。 

 

 輸入浸透率から見ても国内繊維産業の縮小は歴然としている。 

2018 年の国内市場における衣類の輸入浸透率は数量ベースでは 97.7%、金額ベースでも 65%に

達する(2017 年)。 

この 10 年で輸入浸透率は数量ベースで 2.3 ポイント、金額ベースでは約 10 ポイント上昇して

いる。 

数量で見て国内に流通している 100 着のうち、国産の製品は 3 着もない計算になり、海外依存

が進んでいる。 

 繊維製品輸出金額から輸入金額を引いた貿易収支は 1986 年までは黒字、1987 年から赤字に転

じ、2016 年は-3.1 兆円の大幅赤字になっている。 
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このように繊維、アパレル産業は完全に輸入に依存している。1990 年に入り、国内メーカーは

中国への生産シフトを皮切りに、東南アジアまで開発し、広がっている。この 20 年間で上位 10

ヶ国のメンバーが変わり、中国のシェアが下落してきた。繊維企業は生産拠点をベトナム、イン

ドネシアなど東南アジアにシフトし、コストダウンを図っている。 

資本主義的生産様式は生産コストの低い新興国の開発を進め、大量生産のサプライチェーン体

制を維持していることがわかる。 

 

 

出典：繊維ハンドブック
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②繊維製品の貿易の状況 
 繊維製品輸出の状況 

2018 年の繊維品の輸出は前年比 101.7％の 9,010 億円（ドルベースでは同 105.1％の 82 億 9,800

万ドル）となった。繊維品の輸出は 2009 年に前年比 76.3％と大きく落ち込んだものの、2013 年

以降は拡大が続いてきた。2016 年は円高進行が円建ての輸出額を押し下げ 4 年ぶりの減少となっ

たが、2017 年は増加に転じた。 

品目別でみると、織物二次製品、繊維原料、織物用糸は増加、織物が微減となった。織物二次

製品は前年比 105.1％まで拡大した。各品目が占める割合（構成比）は、織物 37.4％、繊維二次

製品 37.3％、織物用糸 13.7％、繊維原料 11.6％で、構成比に大きな変化はなかった。 
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 繊維製品輸入の状況 

2018 年の繊維品の輸入高は、前年比 96.9％の 4 兆 2,522 億円、ドルベースでは同比 100.2％の

39,166 百万ドルであった。2016 年は輸入高が 6 年ぶりに前年を下回り、2017 年は増加に転じた

ものの、2018 年は円建てで下落した。平均為替レートは 108.57 円と前年比 3.4％の円高となっ

た。品目別でみると、繊維二次製品を除く各品目で輸入高が対前年比増加となった。 

輸入高構成比の 88.9％を占める繊維二次製品は前年比 95.9％の 3 兆 7,795 億円、織物は同

104.5％の 2,563 億円、織物用糸は同 105.1％の 1,376 億円、繊維原料は 109.6％の 788 億円となっ
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（百億円） 〔我が国の繊維品の輸出推移〕

(34.2)

(38.9)

(13.5)

(13.4)

概況品目番号は以下の通り。
繊維原料：211 織物用糸：60701 織物：60703 繊維二次製品：60705,807 

(38.3)

(13.9)

(11.8)

（13.7）

（11.6）

（36.1） （37.3)

織 物

（37.4）

繊 維 原 料

注：（ ）内は構成比（％）

資料：財務省貿易統計

繊維二次製品

織 物 用 糸

(単位：百万円)

2016年 2017年 2018年

金 額 前年比 構成比 金 額 前年比 構成比 金 額 前年比 構成比

総計 863,019 87.6% 100.0% 886,210 102.7% 100.0% 900,968 101.7% 100.0%

（　）内　単位百万ドル (7,929) 97.4% (7,899) 99.6% (8,298) 105.1%

繊維原料 115,922 60.0% 13.4% 104,215 89.9% 11.8% 104,747 100.5% 11.6%

織物用糸 116,375 89.9% 13.5% 123,226 105.9% 13.9% 123,699 100.4% 13.7%

織物 335,409 91.3% 38.9% 339,135 101.1% 38.3% 336,717 99.3% 37.4%

繊維二次製品 295,313 100.1% 34.2% 319,634 108.2% 36.1% 335,805 105.1% 37.3%

〔繊維品の輸出推移〕

資料：財務省貿易統計

繊維原料：211　織物用糸：D 　織物：60703　繊維二次製品：60705,807 

概況品目番号は以下の通り。
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た。繊維二次製品のほか、繊維品の輸入高におけるそれぞれの品目が占める割合は、織物が

6.0％、織物用糸が 3.2％、繊維原料が 1.9％で、それぞれ前年より構成比が 0.2～0.4％拡大した。 

 

 

 
 
 
③国内供給数量の推移 
国内供給数量は 2000 年時点 35.8 億点、2018 年で約 39 億点で、二十年弱の間で約 3 億点増え

ている。 

一方、衣料品の家計消費支出額は 2000 年に 12.5 万円だったのが、2018 年は 8 万円を切り、4.5

万円も減っている。国内の供給数量は増えているのに対し、衣料品の支出額は減っている。家計

における衣料品の消費点数が分からないため推測するしかないが、衣料品の支出額が大幅に減っ
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(90.1) (88.9)

(5.4)(5.2) (6.0)

(3.2)(3.2) (3.1)

(1.5)(1.5) (1.8)

(90.0)

(百億円)

繊維二次製品

織物

織物用糸

繊維原料

注：（ ）内は構成比（％）

資料：日本繊維輸入組合「繊維輸入統計年報」

2016年

金 額 前年比 構成比 金 額 前年比 構成比 金 額 前年比 構成比

総計 42,063 88.2% 100.0% 43,872 104.3% 100.0% 42,522 96.9% 100.0%

（　）内　単位百万ドル (38,647) 98.1% (39,105) 101.2% (39,166) 100.2%

繊維原料 640 86.9% 1.5% 719 112.3% 1.6% 788 109.6% 1.9%

織物用糸 1,299 86.3% 3.1% 1,309 100.8% 3.0% 1,376 105.1% 3.2%

織物 2,276 89.4% 5.4% 2,453 107.8% 5.6% 2,563 104.5% 6.0%

繊維二次製品 37,848 88.2% 90.0% 39,391 104.1% 89.8% 37,795 95.9% 88.9%

資料：財務省貿易統計

2017年 2018年

　〔繊維製品の輸入推移〕
(単位：億円)
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ていれば、購入点数も減っていると考えられる。 

アパレル業界では、販売の機会損失を嫌った過剰発注が、過剰在庫を生じさせ、正規価格販売

の比率が低下しており、あらかじめセールを期待している消費者は、正規価格での購入を控え、

さらに売れ残り商品が増加するといった悪循環が生じているといわれている。 

 アパレル製品の製造にかかる原料や糸、テキスタイル、縫製に至るすべてのプロセスで費やし

た資源、エネルギー、労働力だけでなく、売れ残った最終不良在庫の処分についても、持続可能

な社会、サスティナビリティの観点から対応が求められている。 

 

 
 
 
④アパレル小売市場規模の推移 

矢野経済研究所の推定による紳士服・洋品、婦人服・洋品、ベビー・子供服・洋品を合計した

2018 年のアパレル総小売市場規模は 9 兆 2,239 億円、対前年比 100.1％で、ほぼ横ばいとなっ

た。チャネル別小売市場規模は百貨店が 1 兆 7,945 億円、対前年比 96.0％、量販店 8,027 億円、

同 96.3％、専門店 5 兆 674 億円、同 101.0％、その他 1 兆 5,593 億円、同 104.2％で、専門店とそ

の他（通販等）が伸びた。チャネルは依然として百貨店と量販店が苦戦を強いられている一方、

専門店とその他が伸びている構図が続いている。 

※衣料品消費支出は洋服、シャツ・セーター、下着の合計（総世帯）
出典：国内供給数量/繊維ハンドブック　世帯当たり年間衣料品消費支出/家計調査年報
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⑤衣料品消費支出の推移  
全国・全世帯の 1 世帯当たりの年間消費支出額と衣料品消費支出額（弊社が該当品目を選び合

計した）を対比した。2018 年の 1 世帯当たりの年間消費支出は 2,956,782 円、前年に比べ 1.2％増

加した一方、衣料品消費支出額は 91,520 円で 2.4％減少した。 

消費支出に占める衣料品消費支出の割合は 2012 年で 3.37%と底を打ち、2013 年以降は 2 年連

続で上昇、2015 年度以降に再び 2 年連続で減少、2017 年には微増となったが、2018 年でマイナ

スに転じた。衣料品消費のシェアは長期的に下落傾向にある。 

 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

百貨店 21,790 99.8% 21,221 97.4% 20,600 97.1% 19,265 93.5% 18,698 97.1% 17,945 96.0%

23.4% 22.6% 22.0% 20.9% 20.3% 19.5%

量販店 10,260 96.2% 9,869 96.2% 9,249 93.7% 8,584 92.8% 8,338 97.1% 8,027 96.3%

11.0% 10.5% 9.9% 9.3% 9.0% 8.7%

専門店 47,715 102.5% 49,014 102.7% 49,616 101.2% 49,826 100.4% 50,162 100.7% 50,674 101.0%

51.3% 52.3% 53.0% 54.0% 54.4% 54.9%

その他 13,160 104.4% 13,680 104.0% 14,144 103.4% 14,528 102.7% 14,970 103.0% 15,593 104.2%

14.2% 14.6% 15.1% 15.8% 16.2% 16.9%

計 92,925 101.4% 93,785 100.9% 93,609 99.8% 92,203 98.5% 92,168 100.0% 92,239 100.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
※商業販売統計などの公表データ，業界新聞，及び国内流通供給量をもとにした弊社推定値．

※百貨店とは髙島屋、伊勢丹、大丸などのデパートを指す

※量販店とはイオン、イトーヨーカドーなどのGMSを指す

※専門店とはユニクロやしまむら、路面や駅ビル、ショッピングセンターに入っているテナントを指す

※その他とは通信販売やディスカウントストアなどを指す

[単位：億円，％，下段は構成比］

〔アパレル製品・洋品の総小売市場規模推移（紳士服・洋品+ 婦人服・洋品+ベビー・子供服洋品）〕
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次ページ表は全国・二人以上の世帯の衣料品主要品目における平均購入単価を求めたものであ

る（1 世帯当たりの品目別年間支出額を年間平均購入数量で除した）。 

2018 年の平均購入単価を 2017 年と比べると、紳士・男子物で 8 品目中 5 品目、婦人・女子物

で 8 品目中 5 品目が前年の購入単価を下回った。 

子供服では 3 品目が前年を下回っている。計 20 品目中、単価が上昇したのは 7 品目となって

いる。 

紳士・男子物、婦人・女子物、子供服のいずれの品目も単価下落の傾向が明らかである。 

 

衣料品支出の割合

増減率 増減率 （Ｂ）／（Ａ）

2006年 3,543,990 -1.9% 134,419 -4.2% 3.79%

2007年 3,138,316 -11.4% 119,221 -11.3% 3.80%

2008年 3,135,668 -0.1% 115,747 -2.9% 3.69%

2009年 3,044,643 -2.9% 109,454 -5.4% 3.59%

2010年 3,027,938 -0.5% 103,093 -5.8% 3.40%

2011年 2,966,673 -2.0% 102,000 -1.1% 3.44%

2012年 2,971,816 0.2% 100,267 -1.7% 3.37%

2013年 3,018,910 1.6% 102,831 2.6% 3.41%

2014年 3,017,778 0.0% 105,583 2.7% 3.50%

2015年 2,965,515 -1.7% 100,694 -4.6% 3.40%

2016年 2,909,095 -1.9% 92,754 -7.9% 3.19%

2017年 2,921,476 0.4% 93,734 1.0% 3.21%

2018年 2,956,782 1.2% 91,520 -2.4% 3.10%

（単位：円） 出所：家計調査年報（品目分類）

消費支出（Ａ）

１世帯当たり年間消費支出額と衣料品消費支出の推移（全国・総世帯）

衣料品消費支出（Ｂ）

※衣料品消費支出は品目分類のうちの以下の合計である。

550～558 和服，560～582 洋服，590～597 シャツ・セーター類，600～621 下着類，630～640 生

地・糸類，
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全国・二人以上の世帯の衣料品主要品目別平均購入単価の推移
(円)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

増減率 増減率 増減率 増減率 増減率

スーツ 35,414 4.0% 40,899 15.5% 37,643 -8.0% 37,532 -0.3% 37,399 -0.4%

上着 13,778 20.4% 11,383 -17.4% 12,191 7.1% 10,628 -12.8% 10,954 3.1%

ズボン 4,004 13.5% 3,987 -0.4% 3,923 -1.6% 3,945 0.5% 3,822 -3.1%

コート 16,605 2.1% 18,250 9.9% 18,448 1.1% 18,765 1.7% 19,225 2.5%

ワイシャツ 3,160 5.9% 3,236 2.4% 3,400 5.0% 3,257 -4.2% 3,095 -5.0%

セーター 4,839 3.2% 4,655 -3.8% 4,687 0.7% 4,601 -1.9% 4,466 -2.9%

ネクタイ 3,416 9.7% 3,753 9.9% 3,543 -5.6% 3,518 -0.7% 3,580 1.8%

靴下 323 2.9% 330 2.0% 333 1.0% 323 -2.9% 319 -1.3%

婦人服 9,767 -0.2% 10,602 8.5% 10,884 2.7% 10,086 -7.3% 10,108 0.2%

上着 7,983 4.3% 8,297 3.9% 7,476 -9.9% 6,716 -10.2% 7,374 9.8%

スカート 4,345 -4.8% 4,373 0.7% 4,227 -3.3% 4,227 0.0% 3,942 -6.7%

スラックス 3,255 5.0% 3,412 4.8% 3,310 -3.0% 3,189 -3.7% 3,031 -4.9%

コート 14,185 0.8% 14,203 0.1% 14,615 2.9% 13,775 -5.7% 13,351 -3.1%

ブラウス 4,109 3.8% 4,289 4.4% 4,222 -1.6% 3,826 -9.4% 3,730 -2.5%

セーター 4,378 6.4% 4,271 -2.5% 4,053 -5.1% 3,908 -3.6% 3,669 -6.1%

婦人ストッキング 310 7.7% 315 1.4% 340 8.0% 328 -3.4% 332 1.2%

子供服 1,952 4.0% 2,004 2.6% 2,001 -0.1% 1,897 -5.2% 1,836 -3.2%

シャツ 1,142 3.4% 1,170 2.4% 1,147 -2.0% 1,126 -1.8% 1,090 -3.2%

セーター 2,020 -6.2% 2,121 5.0% 2,036 -4.0% 1,869 -8.2% 1,987 6.3%

靴下 274 2.3% 286 4.5% 284 -0.8% 274 -3.8% 268 -2.0%

※2007年より農林漁家世帯を含む。 家計調査年報より弊社作成調査年報より弊社作成

子
供
服

紳
士
・
男
子
物

婦
人
・
女
子
物

〔平均購入単価の算出方法〕
平均購入単価＝１世帯当たりの品目別年間支出額÷購入数量
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⑥海外事例にみる繊維産業の新しい取り組み 
 繊維、アパレル業界の海外における先進事例を取り上げる。取り上げる企業は次の 7 社であ

る。 

 

1）BlockTexx Pty Ltd.（オーストラリア） 

2）Elevate Textiles, Inc.（米国） 

3）Wearable Technologies Limited（UK） 

4）CUTECIRCUIT（UK） 

5）Karl Mayer（KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH）（ドイツ） 

6）Tandem Repeat（米国） 

7）PILI Inc.（フランス） 

 

 これら 7 社の特徴は次のように要約できる。 

1）アパレルの大量廃棄に着眼し、廃棄された製品をリサイクル 

2）複数の繊維メーカーで、サスティナブルな高機能繊維を共同開発 

3）作業員の安全確保、生産性向上のためのウェアラブルエレクトロニクスを開発 

4）ファッショナブルなウェアラブル製品を開発 

5）経編機製造からオリジナルテキスタイルの開発まで行う世界的企業 

6）バイオ発酵技術により、非石油由来のサスティナブル素材を開発 

7）微生物を用いて染料を生成するフランスのスタートアップ企業 

 

先端的な海外企業の取り組みは次のようなキーワードに集約できる。ほぼサスティナブル、

SDGs の取り組みに包含される。欧米は日本に比べ環境保全意識が高い。SDGs という世界的なト

レンドの潮流の中で、国内繊維、アパレル企業にも避けることができない局面を迎えている。 

単なる中古衣料の引き取り、買い物袋の有償化など、社会的な貢献活動を行うという姿勢では

なく、社会をよくすることを事業戦略として結びつけなければ、安定した成長は見込めない。繊

維、アパレル企業が CSR、ESG、SDGs を事業戦略の中に取り込むことが企業価値を高め、持続

的な成長を約束する時代が到来している。 

 

≪海外企業の取り組みの特徴≫ 

 アパレルの大量廃棄の社会問題化 

 サーキュラーエコノミーへの意識の高まり 

 共同開発 

 独自製品の開発（ウェアラブル、テクノロジー商品） 

 脱石油素材 
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■アパレルの大量廃棄に着眼し、廃棄された製品をリサイクルに 

1）BlockTexx Pty Ltd. 

本社所在国 オーストラリア 
所在地 Suite 104, 53 The Corso, Manly NSW 2095, Australia 

URL https://www.blocktexx.com/contact 

代表者 Graham Ross、Adrian Jones 

設立 2018 年 

資本金 推定 500 万 AUD 

業績 （2020 年１Q からの実運用開始） 

従業員数 不明 

E-mail curious@blocktexx.com 

事業内容 

同社は、米国、サンフランシスコに本拠地を置く、クリーンテック、エネルギー、燃料、環境、リ

サイクリング、廃棄物処理等、近年企業が直面する新たな課題に関連する分野を主に扱う投資アドバ

イザリー、Cleantech Group, Inc. の子会社。様々な製品や素材のリサイクル、リユースに社会は取り

組んでいるが、BlockTexx 社はこれまで大量に廃棄されてきたホテルの使い古しのシーツ、各種ユニ

フォームなどの使用済み繊維製品、売れ残りの商品のリサイクルを可能にすることにより、廃棄され

てきた製品に経済的価値を見出し、素材から最終製品、そしてまた素材へと循環するサイクル（エコ

システム）を完成させることを目指す。 

現時点で彼らが保有する技術は、特許出願中であるが、ポリエステルと綿の混紡生地において両素

材を分離するというもの。どのような色、状態の布、シーツ、タオルでもこれが可能とされ、分離さ

れたポリエステルは PET やセルロースなどの価値の高い素材への生まれ変わり、再利用される。（同

社の技術で回収された PET やセルロースは、S.O.F.T.™ (Separation of fibre technology)というブラ

ンドが付けられる。）PET は、ペレット、テキスタイルに適したポリエステル、パッケージ材料、建材

に適しているとされる。また S.O.F.T.™ブランドのセルロースパウダーは、テキスタイル、製薬、食

品等の様々な産業用途に利用可能。 

同社の創業自体は 2018 年と新しくこれからの企業であるが、ごみの山に埋もれていた製品を有効

利用してマネタイズする仕組みを確立するためのグローバルな活動をリードしようと努力している。 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

豪州でも社会問題化している廃棄衣類に着眼。サーキュラーエコノミーへの意識の高まりを背景に、

アパレル企業の経営課題である「リバースロジスティックス」実現ニーズに応える。豪州政府の検討

する“Proactive procurement”（リサイクル調達の義務化等）や、中国の廃棄物輸入停止（2018 年 12
月全面停止、豪州から輸出されていた 125 万 t もの廃棄物も行き場を失った）も事業成長の後押しと

みる。2019 年現在の豪州内プラント処理能力は 3.5 万 t、今後数年で 10 万 t まで拡張を予定。 
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■複数の繊維メーカーで、サスティナブルな高機能繊維を共同開発 

2）Elevate Textiles, Inc. 

本社所在国 米国 
所在地 804 Green Valley Rd Ste 300,Greensboro, NC, 27408-7039, the U.S.A. 

URL https://www.elevatetextiles.com/ 

代表者 Olof Loof（President, CEO） 

設立 2018 年 

資本金 不明 

業績 売上推計 130,846 万 USD 

従業員数 15,000 名 

E-mail info@elevatetextiles.com 

事業内容 

米国を中心としたトップ繊維メーカー5 社からなる技術研究開発の共同体。主な目的は高機能な製

品開発 (Innovation) と環境や資源、エネルギーに配慮した企業活動 (Sustainability)。 

本組織に参加するのは以下の 5 社（5 ブランド） 

・A&E（米国ノースカロライナ州） 

高品質の縫糸の製造、卸売を行うトップメーカー。一般消費者用、繊維業界向け、自動車業界向け

等の商品ラインナップを持つ。 

・Burlington（米国ノースカロライナ州） 

カジュアル、ライフスタイル、スポーツ、特注のユニフォーム、クリーンルーム等、様々な用途の

生地を製造するグローバルメーカー。 

・CONE DENIM（米国ノースカロライナ州） 

125 年もの歴史を持つデニムメーカー。履き心地、機能、サステナビリティを追求するため、素材、

繊維の研究開発に力を入れ、異なる素材の混合方法や製造方法の工夫を行っている。 

・Gutermann GmbH（ドイツ） 

創業 150 年以上の歴史を持つドイツの縫糸メーカー。現在は上述の A&E と資本関係を結んでいる

とみられ、A&E Gütermann として世界展開している。A&E 同様、消費者用、繊維産業向け、自動

車業界向けのラインナップを持つ。 

・Safety Components（米国サウスカロライナ州） 

耐火性、高度の耐久性等を要する特殊用途の高機能繊維メーカー。消防士の制服、軍服、宇宙服等

の特殊なユニフォーム、自動車のエアバッグ等を製造し、各分野において革新的な製品を開発して

いる。 

上記のメンバー企業各社は、サステナビリティの向上に関する研究も行っており、 

①製造過程（染色過程）で使用する水を 48％削減 (A&E) 

②電力の 90％をコージェネレーションにより供給 (CONE DENIM) 



 - 43 - 
 

③蒸気を発生させるための燃料の 48％は再生可能エネルギー (A&E) 

④高機能フィルターにより製造過程で使用する水の 30～40％を再利用 

等を実現すると共に、廃棄物ゼロの実現を目指し活動している。 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

米国プライベート・エクイティ・ファンド「プラチナム・エクイティ」が 2016 年に International 
Textile Group を、2018 年に A＆E を買収、同年 2 社を経営統合し Elevate Textiles となった。 

世界 100 ヵ国に事業展開。高機能性生地、高品質デニム、高級工業用糸、消費者使用向け糸など、

幅広い商品分野で開発。アプリケーションはフットウェア、軍事、防火、医療、スポーツ、自動車、

航空機関連、アウトドア等。 

2019 年 10 月、A&E と共同出資によりベトナム（ドンナイ省）に新工場を開設、ベトナム・ラオ

ス・カンボジアのアパレル製造工場向け製品を供給開始。 

2019 年 10 月にはグループ各社に化学物質に関するマネジメントシステム「有害化学物質排出ゼロ

（ZDHC ロードマップ・トゥ・ゼロプログラム）」を拡大、同年 11 月には The CEO Water Mandate 
(水の持続可能性に関する方針と実践についての国連グローバルコンパクト)署名など、国際的・社会的

責任を果たす姿勢を強く打ち出す。 

  



 - 44 - 
 

■作業員の安全確保、生産性向上のためのウェアラブルエレクトロニクスを開発 

3）Wearable Technologies Limited 

本社所在国 UK 

企業概要 

所在地 
Unit 12, Warrens Business Park, Enderby, Leicester, United Kingdom 
LE19 4SA 

URL https://eleksen.com/ 

代表者 Mark Bernstein（CEO, 創設者） 

設立 2011 年 

資本金 推定 110 万 USD 

業績 不明 

従業員数 11～50 名（詳細不明） 

E-mail support@wearable.technology 

事業内容 

作業員の安全確保や生産性の向上を目的としたウェアラブルエレクトロニクスに関する製品を開

発・製造している。建築等の現場での作業や、関連するエレクトロニクスの技術に精通した有志によ

り設立された企業。主な製品は作業時に着用するウェアラブルデバイスで、Eleksen™と呼ばれるプ

ラットフォームにより作業員の存在する場所、その環境、所持しているデバイスなどを管理し、危険

等が察知された場合、データに基づく最適な行動が指示され、作業員の安全を確保する。 

同社では、ElekTex® と呼ばれる導電性の繊維も開発されており、タッチパッドのインターフェイ

ス や 各 種 ウ ェ ア ラ ブ ル デ バ イ ス 、 玩 具 、 軍 服 を 扱 う 。 宇 宙 服 な ど で 利 用 可 能 。

(https://www.elektex.com/index.php/about) 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

センサー組み込み生地の分野で 50 件以上の特許を取得。製品は英国内では Halfords、Cycle 
Republic、Evans Cycles、米国では MoMA (Museum of Modern Art) 、Dicks Sporting Goods で販

売。 

2014 年に Visijax, ICE ID Solutions の 2 社を買収し現在の事業体となる。 

自社では特許対象となる技術を開発、Visijax-ブランド商品で限定市場導入した後、他衣料品メーカ

ーにライセンス販売している。 

提携パートナーは Mediateck（台湾）、Orange（仏テレコム）、アクセンチュア、AT&T、富士通、

ノキア、IBM、VODAFONE 等。 

スマート・ウェアラブル市場規模（世界）は 2019 年推定 21,618 万ユニット、2025 年までに 61,431
万ユニットまで成長すると予測。 
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■ファッショナブルなウェアラブル製品を開発 

4）CUTECIRCUIT 

本社所在国 UK 

企業概要 

所在地 One West India Quay, E14 4EG London, the United Kingdom 

URL http://cutecircuit.com/ 

代表者 Francesca Rosella and Ryan Genz 

設立 2014 年 

資本金 不明 

業績 4,200USD 

従業員数 16 名 

E-mail cute@cutecircuit.com 

事業内容 

2004 年創業。ファッションウェアラブルテクノロジーのパイオニア。同社では、ファッショナブ

ル且つユニークな製品を開発・販売している。例えば、聴覚に障害がある方が身体全体（皮膚）で振

動を感じることにより音楽を楽しめる Sound Shirt がある。コンサートホールにおいて、いくつも

のマイクを設置し、マイクで拾った音をソフトウェアが電気信号に変換して Sound Shirt がスピー

カーのように振動するため着用した人が音楽を楽しめる。全部で 16 のバイブレーターが装備されて

おり、ベースは腹部、バイオリンは腕、というように異なる楽器の音が異なる部位で感知されること

により臨場感のある音楽が楽しめる。 

また、別の製品、Hug Shirt は、離れた場所にいる 2 人が、一方はハグし、他方はハグされる感覚

を得ることができる。このように人間の感覚、直観を利用したインターフェイスとして利用される。

さらに、様々な色の 20,000 個のも LED を薄絹に織り込むことにより、美しくライトアップするド

レスも開発されている。(https://shop.cutecircuit.com/collections/womenswear) 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

AR、インタラクティブ・ルミナス・ガーメント、センサー衣料分野で多くの特許を取得。 

2006 年 Time 誌 Best Innovation of the Year 受賞 

以降、人気アーティスト（Katy Perry、Nicole Scherzinger, U2 等）に衣装提供。シャネル、コン

バースなど有名ブランドとのコラボも開始。 

2019 年ダボス会議に SoundShirt2.0 を出展、同年 UNESCO Netexplo Innovation Award 受賞す

るなど注目が集まっている。 
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■経編機製造からオリジナルテキスタイルの開発まで行う世界的企業 

5）Karl Mayer（KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH） 

本社所在国 ドイツ 

企業概要 

所在地 Brühlstraße 25, 63179 Obertshausen, Deutcheland 

URL https://www.karlmayer.com/en/ 

代表者 Arno Gärtner (CEO) 

設立 1937 年 

資本金 不明（参考：日本マイヤー株式会社資本金 4 億 9900 万円） 

業績 不明（参考：日本マイヤー株式会社 2017 年実績 売上高 31 億円） 

従業員数 約 2,300 名（世界） 

E-mail info@karlmayer.com 

事業内容 

ドイツを本拠地とする経編機製造会社。経編機メーカーとして世界で 90％以上のシェア（トップシ

ェア）を占める。米国、インド、イタリア、香港、日本、中国、スイスに生産・販売拠点があり、そ

の他地域でも代理店契約を結んでいる。取扱機は、トリコット編機, ラッシェル機、ダブルニードル

バーラッシェル機、レース編機等。 

レース製品、水着、インナー、アウター用テキスタイルなどのアパレル関連の他、カーシート、マ

ットレス、毛布、漁網などのニット/ネット繊維を製造。航空機、風力発電用ブレードのカーボン素材

や土木用資材、また人工血管など医療分野にもアプリケーションを拡大。 

同社開発のコンダクティブ（伝導性）紡績糸 TEXTILE-CIRCUIT は、糸そのものに伝導性がある

ことから、センサーやコイルといった機能を、デザイン性を損ねることなくアパレル製品に取り込む

ことができる。ITMA 2019 で発表された同技術による「ECG shirt」は血圧、心拍、湿度などバイタ

ル（サイン）を測定可能なアパレルとして注目された。 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

血圧・心拍・湿度などのバイタルデータを Bluetooth でモバイルギア等に転送できるセンサー機能

付きスポーツウェア、作業着など「ウェアラブル・スマートテキスタイル」、「インタラクティブテキ

スタイル」は今後の成長分野と推測される。 

BODYMAPPING REVOLUTION と銘打ち、ボディマッピング技術を使用した通気性に優れるテ

キスタイルの開発も推進。 

2017 年、グループ内にスタートアップとしてソフトウェア会社「KM.ON デジタルソリューション

ズ」を設立。本拠地はドイツだが、中国本土（常州市）と香港にも拠点を設立。ハードウェアからソ

フトウェア提供までカバーするトータルデジタルソリューションの提供を開始。 
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■バイオ発酵技術により、非石油由来のサスティナブル素材を開発 

6）Tandem Repeat 

本社所在国 米国 

企業概要 

所在地 Pennovation Center, 3401 Grays Ferry Ave, Philadelphia, PA 19146, the 
U.S.A. 

URL http://www.tandemrepeat.com/ 

代表者 Gonzde Senel-Ayaz(CEO), Dennis Werger (COO) 

設立 2018 頃 

資本金 不明 

業績 不明 

従業員数 推定 10 名以下 

E-mail （http://www.tandemrepeat.com/contact-us/） 

事業内容 

イカ遺伝子由来の“自己回復成分”をバイオ発酵技術により抽出、粉末・液状・ポリマー状の熱可塑

性素材に加工。生分解・リサイクル率 100％可かつ高強度な、石油由来製品のサスティナブルな代替

品として提供。 

有望スタートアップ企業として、2018 年第 3 回 Annual Green & Bio-Based Chemistry Technology 
Showcase & Networking Event（米テネシー州）で表彰を受け、同年 Global Change Award 金賞も

受賞。2019 年 Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge の最終受賞候補としても名を連ねた。 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

果物（バナナ・リンゴ・パイナップル・オレンジ・ブドウ）、藻（海藻、藻類））、樹木（カポック）、

コンブチャ（紅茶キノコ）、ポリ乳酸繊維（トウモロコシ）、家畜肥料など、自然由来で生分解性の高

い繊維の開発が世界中で進められている。2019 年時点で主要製品化に至るものは確認できないが、脱

石油、資源節約（綿など従来からの資源を節約）、水資源の保全、土壌保全などの観点から優位性が認

められる新素材に対する注目は高まりつつある。 

例えば、Tandem Repeat 社が受賞した Global Change Award 2018 はアパレル世界大手 H&M の

財団である H&M 財団が主催するアパレル産業のサーキュラーエコノミー（循環型経済）推進団体。

2018 年度同賞受賞 23 件中、自然由来素材の開発以外のグループは約 10 件。 

新素材の活用は多生産・多廃棄が問題となっているアパレル業界だけでなく、医療や食品パッケー

ジ、化粧品、浄水などの分野でも検討されており、前述の Annual Green & BioBased Chemistry 
Technology Showcase を主催する Green Chemistry and Commerce（GC3）メンバーにはジョンソン

＆ジョンソン、カーギル、ダウ・ケミカル他米国大手企業が名を連ねる。 

（https://www.greenchemistryandcommerce.org/membership/current-members/） 
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■微生物を用いて染料を生成するフランスのスタートアップ企業 

7）PILI Inc. 

本社所在国 フランス 

企業概要 

所在地 パリ及びトゥールーズ（住所不明） 

URL https://www.pili.bio/ 

代表者 Jérémie Blache (CEO) 

設立 2015 年 

資本金 不明 

業績 US$ 4.1M 

従業員数 16 名 

E-mail Contact＠pili.bio 

事業内容 

微生物を用いて糖から染料を生成するシンバイオ系スタートアップ企業。再生可能な自然の資源を

原料とした染料・顔料を使用することにより、化石燃料、腐食剤からなる従来の材料を用いた染色に

よる環境破壊を防止できる。 

同社の核となる技術は、「酵素」。（砂糖や他の栄養素のような）再生可能な炭素源から染料を作り出

すための、酵素カスケードの設計を基にした独自の技術を開発しており、酵素の特異性と効率の良さ

により、様々な用途に合う色彩を作り出すことができる。 

この酵素の働きを活かすため、同社ではバクテリアなどの微生物を利用する。バクテリアは砂糖な

どの再生可能原料を消費し、いかなる有害な副産物も生成しない。当然、化石燃料や有害化学物質も

使用しないため、環境への影響もほとんどない。更に、この生物学的プロセスは効率的、持続可能な

だけではなく、大量生産にも向いているとされる。発酵により微細物が急速に繁殖する性質を利用し

て、顔料を低コストで大量に作り出すことができる。 

染料、顔料を最も大量に必要とする産業として、同社では年間 200 万トンの染料が必要とされるテ

キスタイル産業に特に注目しており、現在開発段階から実用段階へと移行しようとしている。 

2019 年までに 640 万ユーロ以上の開発資金を投資ファンド等から受けており、2021 年には一連の

テストの実施を予定しており、2022 年の実用化を目指している。 

市場機会の発見と成長要因、ビジネスモデル・背景・戦略・課題等 

これまで、化石燃料や化学物質を使用した製品の代替品は、環境への影響が少ないとしても、量産

技術や製造コストが高いことが大きな課題であることが多かった。その点同社の技術は低コストで量

産することが可能とされ、これまでの代替製品における課題を解決する可能性がある。化石燃料・化

学物質を使用しないだけでなく、生産に必要な水の量は従来の方法の 5 分の 1、混合後の材料を高温

に加熱する必要もなく、常温で製造できるためエネルギーコストも少ない。 

近年染色による環境や人体への影響が特に危惧されてきている一方、バイオ燃料の開発にともない

関連技術も進歩してきたため、同社の技術が実用化されることが期待されている。 
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現時点での課題は、実際の製造コストの低下と製造規模の拡大とされるが、同社では時間はかかる

が課題は解決できるとみている。 

2014 年 Genopole＊より表彰を受ける。 

* Genopole：1998 年仏政府により産学官の共同事業として発足した民間非営利団体、バイオ産業の起
業を促し、フランスに国際的な競争力をつけさせる目的を持つ。 
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(2)目指すべき類型、普及・成立要件等の検討 
 「1.価値創造メカニズムの分析」及び「2.価値創造モデルの類型化」において、業種グループ

ごとに付加価値を生み出していると考えられる企業活動を分析してきた。グループごとに再度整

理をすると次のようになる。 

 製品戦略において 5 つのグループに共通して多くみられる企業活動は、少量多品種、商品の絞

り込み・ニッチ分野、技術・技能、希少・カスタム設備である。 

 価格戦略においては、まとまった生産規模、一貫生産、産地機能が共通して多くみられる。 

プロモーション戦略は、糸グループと生地グループは B to B 向けが基本だが、自社製品を開発

し、B to C 向けも増えてきている。最近では直営店舗やクラウドファンディングを活用してい

る。 

 流通戦略において 5 つのグループに共通して多くみられる企業活動は、取引先のシフト・分

散、取引条件のシフト・分散である。 

 これらを業種グループ別にまとめると下の表４のとおりで、付加価値を生み出し得る要件とい

える。これらの要素を繊維、アパレル業界における中小企業のマーケティング戦略として展開す

ることができれば、競争力向上に貢献すると考えられる。 

 

表４ 付加価値を生み出していると考えられる企業活動 

業種グループ 

特に付加価値を生み出している企業活動 

製品戦略 価格戦略 プロモーション戦

略 

流通戦略 

糸グループ ・少量多品種 

・技術・技能 

・希少・カスタム設

備 

・ブランド 

・一貫生産 

・産地機能 

ほとんどが B to B

だが、B to C 向け

も増加傾向 

・取引先のシフト・

分散 

・海外シフト 

 

生地グループ ・少量多品種 

・商品の絞り込み・

ニッチ分野 

・技術・技能 

・希少・カスタム設

備 

・一貫生産 

・産地機能 

・稼働率の平準化 

ほとんどが B to B

だが、B to C 向け

も増加傾向 

 

・取引先のシフト・

分散 

・取引条件のシフ

ト・分散 

・海外シフト 

縫製グループ 

 

・少量多品種 

・商品の絞り込み・

ニッチ分野 

・技術・技能 

・ブランド 

・まとまった生産規

模 

・稼働率の平準化 

・生産管理システム 

自社ブランドによ

る一般消費者向け 

・取引先のシフト・

分散 

・取引条件のシフ

ト・分散 

その他製造業グ

ループ 

・商品の絞り込み・

ニッチ分野 

・まとまった生産規

模 

B to B、B to C の

両方あり 

・取引先のシフト・

分散 
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・希少・カスタム設 

備 

・産業資材分野 

・一貫生産  ・取引条件のシフ

ト・分散 

・EC シフト 

・海外シフト 

その他グループ ― ― B to C のみ ・EC シフト 

 
次に、各企業が抱えている課題を以下にまとめる。 

 
■グループ別にみる繊維、アパレル企業の課題 

先に整理した付加価値を生み出していると考えられる企業活動は、過去から現在までの取組で

あることに対し、各企業が抱えている課題は現在から未来にかけての取組に関することである。

現在までの付加価値を生み出していると考えられる企業活動に加え、どのような課題を抱え、ど

のような経営戦略を計画しているか、業種グループごとにまとめた。 

 

①糸グループ 

 浅野撚糸は、自社製品のみならず、一定規模の賃加工依頼に対応していくことを、短期的な課

題としている。 

 カジナイロンは、SDGs、サスティナビリティへの対応を短期的、中長期的な課題としてい

る。 

 東和毛織は、自社一貫生産できる体制、仕組みの構築を短期的な課題としている。人材確保が

思うように進まず、外注で対応してきた工程を自社で行わなければならない点が背景にある。ま

た、100 年以上受け継がれた技術を継承すること、小ロット多品種に対応できる設備の維持など

を中長期的な課題としている。 

 野呂栄作は、タイ、香港、台湾などのアジア進出を短期的な課題とし、“効率は考えない”、

“デメリットのかたまり”、“売れないものを作る”といったポリシーの遵守を中長期的な課題と

している。 

 フジチギラは、同社の人材確保だけでなく、産地全体の機能の維持のための人材確保を短期的

な課題としている。 

 
≪糸グループの課題≫ 

企業名 短期的課題（要約） 中長期的課題（要約） 

浅野撚糸 賃加工依頼への対応 新商品の開発、企業ブランディング 

カジナイロン（カジグループ） SDGs、サスティナビリティへ

の対応 

SDGs、サスティナビリティへの対応 

佐藤繊維 ― ―  

東和毛織 自社で完結できる仕組み構築 技術の継承、小ロット多品種に対応で

きる設備の維持、必要とされるメーカ

ーであること 
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野呂栄作 海外進出（アジア） 自社ポリシーの遵守（効率は考えな

い、デメリットのかたまり、売れない

ものを作る） 

フジチギラ 人材の確保（産地内の技術継承

にも不可欠） 

― 

 
 糸グループの課題を整理すると、以下のとおり。 
・SDGs、サスティナビリティへの対応 

・新商品開発 

・企業ブランディング 

・自社一貫生産 

・人材の確保 

・小ロット多品種への対応 

・技術の継承 

 

 このうち、現在までの付加価値を創出してきたと考えられる企業活動は、自社一貫生産と小ロ

ット多品種への対応であり、将来的にも企業の競争力を向上させる取組として、課題というかた

ちで認識されている。 

 その他、製品戦略としては新商品の開発、技術の継承、企業全体の戦略としては企業ブランデ

ィング、人材確保が課題である。 

 
②生地グループ 
 大城戸織物は、価値創出をしている事業の効率化ではなく、経営効率の向上を短期的な課題と

し、販路拡大、設備の拡張を中長期的な課題としている。 

 岡田織物は、海外からの生分解性繊維を使ったエコニーズへの対応を短期的な課題とし、これ

に加えて、高野口産地で織りから縫製まで行うメイドイン高野口体制の確立を中長期的な課題と

している。 

 岡本テキスタイルは、本社のある地域の繊維産業が行政側の産業振興の対象になっていないこ

とを短期的な課題とし、パタンナー作業のデジタル化を中長期的な課題としている。 

 ジャパンブルーは、従業員が 150 人を超え、組織体制を確立しなければならない点を短期的な

課題とし、「デニム」の児島の街づくりと産業振興、地域貢献を中長期的な課題としている。 

 ショーワは、メイド・イン・ジャパンの強みをさらに活かし海外販路を拡大することを短期的

な課題とし、他県や他産地、企業とのコラボレーションを通じて、これまで思いつかなかった技

術、品質の向上を中長期的な課題としている。 

 辰巳織布は、営業先の拡大を短期的な課題とし、特に加工反の取引先を拡大し、収益性の改善

を図ることを中長期的な課題としている。 

 中伝毛織は、人材の確保を短期的な課題とし、羊毛価格の上昇、生機生産を支える子機の高齢

化、撤退に伴う生産能力の低下、糸染め、撚糸、ワインダーなどの分業業種の衰退など生産環境
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の変化に対し、いかに内製化していくかを中長期的な課題としている。 

 丸井織物は、若年人口の減少がとりわけ進む地方都市において、多様な人材の確保を短期的な

課題とし、企業ブランディング、グローバル展開のための環境負荷低減、すなわちサスティナビ

リティへの対応を中長期的な課題としている。 

 三星毛糸は、店舗での販売強化、EC サイトでの直販強化を短期的な課題とし、クラウドファ

ンディングを活用しての商品づくり、高齢化に伴う人材確保、人材育成などを中長期的な課題と

している。 

 宮田毛織工業は、サスティナビリティへの提案強化、具体的には再生ポリエステルやノンミュ

ールジングウール、持続可能な綿花栽培を推進する「ベター・コットン・イニシアチブ」対応の

綿などの提案を中長期的な課題としている。 

 
≪生地グループの課題≫ 

企業名 短期的課題（要約） 中長期的課題（要約） 

大城戸織物 経営効率の向上（コア事業の効率化

ではない） 

販路拡大、設備拡張 

岡田織物 海外企業からのエコニーズへの対応 海外企業からのエコニーズへの対

応、メイドイン高野口のための体制

確立 

岡本テキスタイル 行政における産業振興の対象化 パタンナー作業のデジタル化、事業

運営を継続するためには楽しみが必

要 

ジャパンブルー 組織体制の確立 街づくりと産業振興、地域貢献 

ショーワ メイド・イン・ジャパンの強みで海

外販路を拡大 

他産地、企業とのコラボレーション

による技術、品質の向上 

辰巳織布 営業先の拡大 取引先の拡大 

中伝毛織 人材の確保 いかに製造業として生き残るか、内

製化していくか 

丸井織物（丸井グループ） 多様な人材の確保 企業ブランディング、グローバル展

開のための環境負荷低減への取組強

化 

三星毛糸 店頭の販売強化、EC サイト直販強

化 

クラウドファンディングによる商品

づくり、さまざまなアイデアを出し

合う環境づくり、高齢化に伴う人材

確保 

宮田毛織工業 ― サステイナビリティー（持続可能

性）への提案に注力、地域貢献、産

地の知名度向上に向けた活動 
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 生地グループの課題を経営戦略全体、製品戦略、プロモーション戦略、流通戦略で整理する

と、以下のとおり。 
 
◎短期的課題 
≪経営戦略全体≫ 
・経営効率の向上 
・行政における産業振興の対象 
・組織体制の確立 
・人材の確保 
 
≪製品戦略≫ 
・海外企業からのエコニーズへの対応 
・産業資材の受注獲得 
 
≪流通戦略≫ 
・メイド・イン・ジャパンの強みで海外販路拡大 
・営業先の拡大 
・店頭の販売強化、EC サイト直販強化 

 
◎中・長期的課題 
≪経営戦略全体≫ 
・設備拡張 
・街づくりと産業振興、地域貢献 
・産地、地域とのかかわり維持、産地承継 
・内製化 
・企業ブランディング 
・アイデアを出し合う環境づくり 
・人材確保 
・サスティナビリティへの対応 
 
≪製品戦略≫ 
・海外企業からのエコニーズへの対応 
・他産地、企業とのコラボレーション 
・グローバル展開のための環境負荷低減への取組 
・クラウドファンディングによる商品づくり 
 
≪流通戦略≫ 
・取引先拡大 
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 このうち、個別企業の状況によらず、共通の課題として考えられるのは、まちづくりと産業振

興、地域振興といった地域経済に関する課題、産地の維持といった事業環境に関する課題、さら

にエコニーズへの対応、サスティナビリティへの対応といったグローバル展開に関する課題であ

る。 
 
③縫製グループ 
 きもの総合加工のきものブレインは、海外自社工場の人出不足、人件費の高騰を短期的な課題

とし、産業振興によるまちづくりへの貢献を中長期的な課題としている。 

 学生服メーカーの光和衣料は、学校制服業界におけるデザインファームになるためのナレッ

ジ、付加価値の獲得、蓄積を短期的な課題とし、デザインファームとして価値を提供し続けるた

め、多能工化を中長期的な課題としている。 

 婦人服メーカーの小島衣料は、工場における技術力、生産性の向上のためのスマートファクト

リー化、人材確保、自社製品の EC 展開拡大を中長期的な課題としている。 

 シャツメーカーのドゥ・ワン・ソーイングは、価格競争からの脱却、受注システムのバージョ

ンアップを短期的な課題とし、自社製品のブランディング、海外進出を中長期的な課題としてい

る。 

 カジュアルシャツメーカーの HITOYOSHI は、販売方法やアイテムラインナップを含む顧客の

ユーザビリティの向上を短期的な課題とし、D2C 体制、つまりダイレクトトゥコンシューマーの

体制の確立、人材を育成するための投資を中長期的な課題としている。 

 スーツ製造のファイブワン・ファクトリーは、安定した受注を得るための専門店との取引強化

を短期的な課題とし、ファクトリーブランドとしての海外進出を中長期的な課題としている。 

 よさこい衣装製造のマシュールは、メイド・イン・ジャパン製品の海外への販売、企業向け直

販、高知県産の特産品の事業化を短期的な課題とし、継続した地域への貢献を中長期的な課題と

している。 

 ニットウェア製造の丸和繊維工業は、同社の価値創造の中核となるコア人材や後継者の育成を

短期的な課題とし、賃金待遇の大幅な上昇を中長期的な課題としている。この業界に人材を集め

るためには、付加価値を上げる努力を続け、他業界よりも高い水準の賃金を提供し、若い人材が

この業界に魅力を感じるようにしなければならないと考えている。 

 

≪縫製グループの課題≫ 
企業名 短期的課題（要約） 中長期的課題（要約） 

きものブレイン 海外自社工場の人出不足、人件

費高騰 

産業を興し、地域のまちづくりに貢献 

光和衣料 ナレッジ、付加価値の獲得 多能工化 

小島衣料 ― 工場の技術力、生産性向上、効率化、

次世代のための人材確保、EC 展開の拡

大 
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ドゥ・ワン・ソーイング 価格競争からの脱却、受注シス

テムのバージョンアップ 

製品ブランディング、海外進出 

HITOYOSHI 販売方法、アイテムラインナッ

プの向上（ユーザビリティ向

上）、ブランド認知度向上、EC

によるカスタムシャツ受注シス

テム 

D2C 体制の確立、人材育成のための投

資資金 

ファイブワン・ファクトリー 専門店との取引注力 ファクトリーブランドとして海外進出

（日本製スーツ） 

マシュール メイド・イン・ジャパン製品の

海外販売、企業直販、県特産品

の事業化 

地域貢献、地域産業振興 

丸和繊維工業 コア人材の育成、後継者育成 人材確保のための賃金待遇の大幅上昇 

 
 縫製グループの課題を経営戦略全体と、製品戦略、価格戦略、流通戦略で整理すると、以下の

とおり。 
 
◎短期的課題 
≪経営戦略全体≫ 
・海外自社工場の人出不足、人件費高騰 
・ナレッジ、付加価値の獲得 
・コア人材の育成、後継者育成 
 
≪製品戦略≫ 
・受注システムのバージョンアップ 
・アイテムラインナップの向上 
・ブランド認知度向上 
 
≪価格戦略≫ 
・価格競争からの脱却 
 
≪流通戦略≫ 
・メイド・イン・ジャパン製品の海外販売 
・企業直販 
・専門店との取引強化 
 
◎中・長期的課題 
≪経営戦略全体≫ 



 - 57 - 
 

・地域のまちづくりに貢献、地域産業振興 
・多能工化 
・次世代のための人材確保 
・D2C 体制の確立 

・人材育成のための投資資金 
・賃金待遇の大幅上昇 
 
≪製品戦略≫ 
・工場の技術力、生産性の向上、効率化 
・製品ブランディング 
 
≪流通戦略≫ 
・海外進出 
 
 このうち、個別企業の状況によらず、共通の課題として考えられるのは以下のとおり。 
・海外、国内とも人手不足、人材育成 
・地域貢献、地域産業振興 
・多能工化 
・賃金待遇の大幅上昇 
 
④その他製造業グループ 
 イイダ靴下は、プロモーションや流通戦略に活かすための IT ノウハウの向上、取引先の拡大

を短期的な課題とし、価格競争に陥らないための商品の差別化、受注が減っている OEM 生産へ

の対応、海外生産海外販売（ベトナム）人材の確保を中長期的な課題としている。 

 ギャレットは、国産靴下の強化、プライベートブランド比率の向上、海外事業の拡充による売

上拡大、オフィス・働き方改革などを短期的な課題とし、メジャーブランドの買収、グローバル

ビジネスの拡大を中長期的な課題としている。 

 妙中パイル織物は、現在手掛けているアパレル、インテリア、寝装の他、産業資材関係の受注

獲得を短期的な課題とし、単なる事業承継ではなく、現状の産地機能を維持するための“産地承

継”を図るべく、産地はもとより地域とのかかわりを保っていくことを中長期的な課題としてい

る。 

 長谷虎紡績は、独自ブランドの開発、海外販売を短期的な課題としている。 

 マフラー、ストール製造の松井ニット技研は、年間のビジネスを安定化させ、閑散期を解消す

ることを中長期的な課題としている。同社は冬物商品が中心で、夏場が閑散期となるため、海外

販売に力を入れている。 

 
≪その他製造業グループの課題≫ 

企業名 短期的課題（要約） 中長期的課題（要約） 
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イイダ靴下 IT ノウハウの向上によるプロモー

ションや流通戦略への応用 

価格競争に陥らない商品差別化、

OEM 受注減への対応、海外生産海

外販売、人材の確保 

ギャレット 国産商品の強化（自社工場）、PB

比率の向上、海外売上拡大、オフ

ィス・働き方改革 

メジャーブランドの買収、グローバ

ルビジネスの拡大 

妙中パイル織物 産業資材の受注獲得 産地、地域とのかかわり維持、産地

承継 

長谷虎紡績 自社ブランド開発、海外進出 ― 

松井ニット技研 ― 年間ビジネスの安定化、閑散期解消 

 
 その他製造業グループの課題を経営戦略全体と、製品戦略、流通戦略、プロモーション戦略で

整理すると、以下のとおり。 
 
◎短期的課題 
≪経営戦略全体≫ 
・オフィス・働き方改革 
 
≪製品戦略≫ 
・国産商品の強化 
・PB 比率の向上 
・自社ブランド開発 
 
≪流通戦略≫ 
・IT ノウハウ向上による流通戦略への応用 
・海外進出、海外売上拡大 
 
≪プロモーション戦略≫ 
・IT ノウハウ向上によるセールスプロモーション強化 
 
◎中・長期的課題 
≪経営戦略全体≫ 
・メジャーブランドの買収 
・グローバルビジネスの拡大 
・年間のビジネスの安定化、閑散期解消 
・人材確保 
 
≪製品戦略≫ 
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・価格競争に陥らない商品による差別化 
・OEM 受注減への対応 
 
≪流通戦略≫ 
・海外販売 
 
 このうち、個別企業の状況によらず、共通の課題として考えられるのは以下のとおり。 
・オフィス、働き方改革 
・人材確保 
・国産商品の強化 
・PB 比率の向上 
・自社ブランド開発 
・海外販売強化 
 
⑤その他グループ 
 セレクトショップのアクセは、95 周年、100 周年といった周年プロモーションを短期的な課題

とし、本社がある尾道の地域貢献事業を継続することを中長期的な課題としている。 

 オールユアーズは、創業して 5 年の若い会社であることから資金の調達を短期的な課題とし、

減少していく国内縫製拠点の状況を踏まえ、国内で自社工場を開設し、生産体制を確立すること

を中長期的な課題としている。 

 

≪その他グループの課題≫ 
企業名 短期的課題（要約） 中長期的課題（要約） 

アクセ 周年プロモーション 地域貢献事業 

オールユアーズ 資金調達 国内自社工場の開設 

 
 その他グループ 2 社の課題のうち、個別企業の状況によらず、共通の課題として考えられるの

はアクセの地域貢献と、オールユアーズの中・長期的な課題である国内自社工場の開設である。 

オールユアーズが課題として挙げている国内自社工場の開設は、国内の縫製工場の減少に伴う

内製化が目的であり、産地の機能を維持するために、経営不振や後継者難などから廃業に追い込

まれた産地企業の工程を、残された産地企業が内製化していくことに似ている。 

また、内製化を別の観点からみれば、自社で一貫生産する体制を構築することとも同義であ

り、内製化は業種のグループを問わず広く共通している課題といえる。 
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 各企業の経営戦略、目標並びに政府や経済産業省に期待することを以下にまとめる。 
 
■グループ別にみる繊維、アパレル企業の中・長期的な経営戦略、目標 

 調査対象企業の中長期的な経営戦略、目標を整理するが、先にまとめた短期的、中長期的な課

題と重複する点もある。どちらも、現在から未来にかけて取り組むべき経営の方向性に関するこ

とである。 
 
①糸グループ 
 浅野撚糸は、“世界一の撚糸工場”に向け、同社のオリジナル商品である「エアーかおる」の

ヒットを通じ、撚糸の地位、ポジションを上げていくこと、どんなタオルにも浅野撚糸の糸が使

われているという状況を作り上げることを目標としている。 

 カジグループは、最終的には繊維業界全体に若い人材を集められるよう、自社ブランド開発と

新規事業の展開を通じ、若い人材を集めていくことを目標としている。 

 佐藤繊維は、ニットの OEM 事業の拡大、糸から最終製品までの生産体制の拡充、企業ブラン

ディングを目標としている。ニットの OEM 事業はホールガーメントの編み機を 200 台まで増や

し、究極のニットを作っていくとしている。企業ブランディングは、製品戦略からセールスプロ

モーション、自社販売事業などを通じ山形県寒河江市から情報発信をし、若い人材の確保につな

げていくとしている。 

 東和毛織は、国内マーケットの販売が伸びないため、海外への販売を拡大し、また資材、イン

テリアなどの分野に商品を開拓していくことを目標としている。 

 野呂栄作は、モノだけではない、コト体験にも力を入れることを目標としている。人に楽しみ

を与えられる製品を生み出さないといけないと考えている。 

 フジチギラは、産地の再活性化が同社の業績に直結するとし、産地内で行えなくなった工程を

同社が担い、産地機能を維持していくことを目標としている。 

 
≪糸グループの中長期的な経営戦略、目標≫ 

企業名 中長期的な経営戦略、目標 

浅野撚糸 撚糸の地位向上に向けた取組 

カジナイロン（カジグルー

プ） 

若い人材の確保及びその繊維産業全体への広がり 

佐藤繊維 OEM 事業の拡大、糸から最終製品まで生産できる体制維持拡充、企業ブラ

ンディング 

東和毛織 海外への販売拡大、新分野（資材、インテリアなど）の開拓 

野呂栄作 モノだけではないコト（体験）の充実 

フジチギラ 産地機能の維持 

 
②生地グループ 
 大城戸織物は、販路の拡大と設備の拡張を目標としている。具体的な販路は、四国や九州など
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の西日本の開拓を目指している。 

 岡田織物は、同社の業界でのポジションを確立するため、生地販売だけではなく、輸出、製

品、裁断と様々な取組を継続していくことを目標としている。産地全体の売り上げが減少し、こ

れ以上減っていくと事業継続が危ぶまれる。生地販売だけで業界のポジションを確立することは

難しいため、高野口産地の企業を活用することで、産地の活性化、貢献につなげるとしている。 

 岡本テキスタイルは、衣料品の大量廃棄の問題が食品廃棄と同様、社会問題化していくとみて

おり、これらへの対応を目標としている。 

 ジャパンブルーは、「桃太郎ジーンズ」のさらなる定着、「シンデニム」を進化させデニムの応

用範囲を広げる、「JAPAN BLUE」を世界的なブランドとして育成することを目標としている。 

 ショーワは、世の中に必要とされる会社であることを目標としている。  

 辰巳織布は、産業資材や特殊なワーキング・ユニフォームウェアに注力をしていくこと、加工

の割合を増やし、付加価値を訴求していくこと、設備投資を継続して行うことを目標としてい

る。 

 丸井織物は、新中期経営計画（2020～2024 年）「Next Stage-300」で売上高 300 億円を目指すこ

とを目標としている。具体的には、衣料事業（生機、染め生地販売、縫製品生産）で次世代モノ

づくりで海外販売を拡大していくこと、産業資材事業（ティーバッグ、カーシート、エアバッ

グ、養生テープなど）は産業資材事業の基盤体制強化を、IT・新規事業では X 新規事業でで新ビ

ジネスモデルを創出することを目指している。 

 三星毛糸は、事業継続のための人材確保が重要で、特に海外人材を増やしていくこと、商品開

発をサスティナビリティな観点で進めることを目標としている。 

 宮田毛織工業は、社内組織を見直し、経営推進部を立ち上げ、売れた商品と売れなかった商品

の要因分析を行い、商品戦略、生産戦略に活かすこと、また繁忙期と閑散期の波が課題で、自社

製品によってトレンドを主導し、閑散期でも E コマース向けの商品を提供していくことを目標と

している。 

 

≪生地グループの中長期的な経営戦略、目標≫ 
企業名 中・長期的な経営戦略、目標 

大城戸織物 販路拡大（四国、九州方面）、設備拡張 

岡田織物 業界内ポジションの確立、産地活性化 

岡本テキスタイル 不良在庫廃棄の社会問題化 

ジャパンブルー 「桃太郎ジーンズ」（ブランド）の定着、自社開発素材「シンデニム」の進

化、「JAPAN BLUE」を世界的なブランドとして育成 

ショーワ 世の中に必要とされる会社であること 

辰巳織布 技術向上、産業資材、特殊なワーキング・ユニフォームウェアに注力、独自性

の高い商品生産、付加価値の高い製品製造、設備投資 

中伝毛織 ― 

丸井織物（丸井グループ） 新中期経営計画（2020～2024 年）「Next Stage-300」で売上高 300 億円を目

指す。 
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三星毛糸 人材確保（海外人材）、サスティナブルへの取組強化 

宮田毛織工業 組織体制の見直し、自社ポジションの確立、閑散期対応、主体性を持った経営 

 
③縫製グループ 
 きものブレインは、きもの市場の長期的な縮小を鑑み、2030 年までに既存のきもの事業で 30

億円、新規事業である養蚕事業で 20 億円の計 50 億円を目指すこと、“きもの文化村”構想を進

め、産業振興によるまちづくりに貢献していくことを目標としている。 

 光和衣料は、単なる学生服メーカーではなく、提案、製作、プロデュースまでを一貫して提供

可能なデザインファームを目指し、学校や販売店のブランディング戦略をはじめとするグランド

デザイン、製品の企画デザインやプロモーションなどの構築、実行支援も行うことを目標として

いる。 

 小島衣料は、この 3 年間は ASEAN 工場への投資が中心だったが、社内投資として、従業員へ

の投資、生産性を上げることを優先して、設備投資、人材確保、育成を進めていくことを目標と

している。 

 ドゥ・ワン・ソーイングは、短期的な課題で挙げた、価格競争からの脱却を目標としている。 

 HITOYOSHI は、ここ数年キャパシティを超える注文が入ったが、キャパシティを増加させる

のではなく、商品単価を上げるために、クオリティを上げていくことを目標としている。 

 ファイブワン・ファクトリーは、ファクトリーブランドを強固なものとするために、商品の幅

を広げていくこと、外部に委託していたオーダーを内製化し、縫えないものがない状態を目指す

ことを目標としている。 

 マシュールは、若い人材が従事してみたいと思う事業体制を構築すること、収益性確保のため

直販体制を堅持していくことを目標としている。 

 丸和繊維工業は、車椅子向けジーンズの開発などニッチなマーケットに活路を見出すこと、海

外を含む著名ブランドとダブルネームで展開し、品質、技術力の高さを常に発信していくことを

目標としている。 

 

≪縫製グループの中・長期的な経営戦略、目標≫ 
企業名 中・長期的な経営戦略、目標 

きものブレイン 事業の多角化、2030 年までに売上高 50 億円を目指す 

光和衣料 学校制服のデザインファーム化 

小島衣料 人への投資、生産性の向上、設備投資、人材確保、育成 

ドゥ・ワン・ソーイング 差別化による価格競争からの脱却（オーダーシャツ） 

HITOYOSHI ロットを少なくし単価をアップする 

ファイブワン・ファクトリー 商品の幅の拡大、内製化による機会ロス軽減 

マシュール 魅力ある業種、人材が集まる職場、事業体制の構築、直販体制の堅持（収益

性の確保） 

丸和繊維工業 ニッチマーケットの開拓、付加価値として品質、技術力の高さを常に向上 
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④その他製造業グループ 
 イイダ靴下は、ベトナムの独資工場で靴下以外の商品を生産すること、ベトナムの製造拠点を

直接納品の窓口にしていくことを目標としている。 

 ギャレットは、アパレル市場への参入、特にレディスアパレルの市場開拓を進めること、既存

の靴下も引き続き強化していくことを目標としている。 

 妙中パイル織物は、産業資材の受注に注力していくこと、技術を残すことを最優先に考え、技

術を中核とした経営戦略を立てること、海外、特に中国企業の新規開拓を進めることを目標とし

ている。 

 長谷虎紡績は、環境に負荷をかけない取組を進めることを目標としている。 

松井ニット技研は、繁忙期と閑散期からなる年間のビジネスを安定化させること、そのために

閑散期には海外での販売拡大を目指すこと、年間のビジネスを安定させ、新規人材を採用し、リ

ブ編みの技術を継承していくことを目標としている。 

 
≪その他製造業グループの中・長期的な経営戦略、目標≫ 

企業名 中・長期的な経営戦略、目標 

イイダ靴下 海外自社工場での他製品の縫製、海外（ベトナム）での直接取引 

ギャレット 他市場（アパレル）への参入、既存商品（靴下）の強化 

妙中パイル織物 産業資材の受注拡大、技術を中核とした経営戦略、海外開拓 

長谷虎紡績 環境に負荷をかけない製品開発、環境に配慮した取組 

松井ニット技研 年間ビジネスの安定化（閑散期での海外販売） 

 
⑤その他グループ 
 アクセは、地場産業であるデニムの訴求、「ジャパンデニム」を育成していくことを目標とし

ている。製品に産地事業者を明示したラベルを取り付け、どの事業者が関わっているのかを可視

化することで、生産地名、事業者名を消費者やアパレル関係者に分かるようにし、デニム関連事

業者の出会いの機会を増やし、ビジネスチャンスにつなげていくことを目指している。 
 オールユアーズは、現在縫製は国内の協力工場に委託しているが、縫製工場の減少が今後も続

くとみており、将来的に企画、縫製、販売を一貫して行える体制を目指すことを目標としてい

る。 
 
≪その他グループの中・長期的な経営戦略、目標≫ 

企業名 中・長期的な経営戦略、目標 

アクセ 地場産業であるデニムの訴求 

オールユアーズ 企画、生産、販売の一貫体制の確立 

 
■人材戦略の実際と参考事例 

業種グループごとに課題や経営戦略をまとめる中で、業種を横断して多くの企業が抱えている

課題に人材確保がある。少子高齢化が進む国内にあって、重要な経営資源である若い人材を確保
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できなければ、中長期的に経営を安定成長に導くことは困難である。 

今回調査対象とした企業のうち、特徴ある人材戦略を展開している事例を上げ、競争力向上に

むけた人材戦略の参考としたい。 

 今回の調査を通じて分かったことは、効果的な人材戦略を積極的に展開するには経営を安定化

させないといけない点である。しかし人材が確保できなければ経営も安定化しないという、経営

のジレンマが存在する。若い人材を安定して確保するためには、年間稼働率の平準化⇒給与賃金

水準を上げる⇒人材確保、というプロセスを経ることが肝要になる。 

年間稼働率を平準化するためには、自社ブランドの開発や、季節性の高い商品であれば閑散期

の海外販売がある。 

今回取り上げた調査対象企業はもともと自社ブランドによって成長してきた企業ではなく、委

託生産で事業規模を拡大してきた企業である。委託生産は現在までの繊維産業の発展にかかせな

い役割を果たしてきたが、1990 年代初頭の急激な円高により、大手企業は海外に生産拠点を移

し、大量生産のサプライチェーンモデルを築いてきた。 

現在は消費者ニーズが多様化し、インターネットが普及し、情報格差や物理的な距離の格差な

どが縮小し、社会環境が大きく変化、また今後若年人口がますます減少していく中にあって、中

小企業が取るべき事業戦略は今回分析してきたマーケティング 4P のモデルで代表できる。 

ただし、この付加価値を生み出すマーケティング戦略を展開するには、従来の顧客依存型では

ない、主体的な経営姿勢が求められる。 

 
①浅野撚糸 
 浅野撚糸は洗練されたオフィス空間を提供し、社員のモチベーションアップにつなげ、業績を

見える化させることで、社員の経営意識を高めている。 
 
②きものブレイン 
きものブレインはこれまで企業として多くの表彰、認定を公的機関から受けている。社内環境

を良化していく活動が公的に評価されれば、自ずと人材が集めることができる事例である。 
 
③光和衣料 
 光和衣料は自社の学生服のファッションショーを企画し、工場内や最寄りのショッピングモー

ルで開催している。地域にこのような企業があるという認知を広げるだけでなく、社員のモチベ

ーションアップにもつながる。 
 このようなプロモーションを通じて、高校、大学とのパイプを作り、採用をした後も、残業や

休日出勤などの負担が少ない“ホワイト企業”として、社内環境改善を常に行っている。 
 
■外部環境の変化と付加価値創出の今後の展望 

 繊維、アパレル業界を取り巻く外部環境の変化と予測される将来に対し、分析してきたマーケ

ティング 4P 戦略が、今後も付加価値を創出することができるか検討する。 
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 繊維・アパレル業界の外部環境の変化を整理すると次のようになるが、この傾向は基本的に続

くと予測できる。 
 
≪繊維・アパレル業界の外部環境の整理≫ 
(ア) 国内繊維工業の生産能力は 20 年前に比べ 1/3 レベルに落ち込んでいる。 

(イ) 繊維製品の輸入浸透率は数量で 97.7％、貿易収支は▲3.1 兆円で、マーケットは完全に輸入

に依存している。 

(ウ) 繊維製品の輸入総額は 2018 年は横ばい。品目別では繊維原料と織物用糸の輸入額が増えて

いる。 

(エ) 繊維製品の輸出総額はやや増加している。中でも二次製品が伸びてきている。 

(オ) 販売の機会損失を嫌った過剰発注が、過剰在庫を生じさせ、正規価格販売の比率が低下。セ

ールを期待している消費者は、正規価格での購入を控え、さらに売れ残り商品が増加。 

(カ) 衣料品の家計消費額は長期的に下落傾向にある。品目別にみてもすべて単価下落の傾向にあ

る。 

(キ) アパレル小売市場規模は 9 兆円台で横ばい微減傾向にある。販売チャネルでは百貨店や量販

店が苦戦し、専門店やその他（E コマース、通販他）がシェアを伸ばしている。 

 

（ア）（イ） A) 国内生産市場の変化 

（ウ）（エ） B) 輸出入市場（貿易）の変化 

（オ） C) 国内供給市場の現状 

（カ）（キ） D) 国内消費市場の変化 

 
 このうち、（ア）と（イ）は国内生産市場に関する変化といえる。（ア）の国内繊維産業の生産

能力の低下と（イ）の輸入浸透率の増加は表と裏の関係にある。生産拠点が海外に移転したため

に輸入製品が増加し、国内生産能力が低下した。 
（ウ）は輸出入市場の変化で、輸入品目で繊維原料と織物用糸が、輸出品目で二次製品が伸び

てきている。 
 （オ）は国内供給市場の現状である。大量生産のサプライチェーンモデルが招いた大量不良在

庫が社会問題化し、見直される機運が高まっている。昨今、繊維・アパレル企業にも求められる

サスティナビリティ、SDGs への取組はこのサプライチェーンマネジメントに対する警鐘と言い

換えられる。 

 繊維・アパレル業界の大量生産のビジネスモデルは見込み生産が前提である。見込み生産であ

る以上、需要と供給のバランスをとることができない。需要と供給のバランスをとるため、方法

のひとつとしてはオーダー・受注生産があり、特に紳士用スーツで一定のマーケットがあると見

込まれている。 

（カ）と（キ）は消費市場に関する変化で、（カ）は衣料品消費額全体、品目別消費額とも下

落傾向にある。単価上昇に転じるには、大きなファッショントレンドの変化、あるいは価値観の

変化が顕在化しなければ難しい。可能性はゼロではないが、短期的に単価上昇に転じるとは考え



 - 66 - 
 

にくい。 

 （キ）は衣料品の購入チャネルの変化で、専門店や E コマースでの購入が定着しつつある。ス

マートフォン利用率の推移、消費者の利便性を考慮すれば、今後ますます、E コマースの購入が

増えていくと見込まれる。 
 
 今後も変化していく外部環境に対し、付加価値を創出し続けることが可能かどうか、業種別に

検討をしてみる。 
 
①糸グループ 
A）国内供給市場の変化に対して 

国内生産能力が低下している一方で、付加価値を生み出している製品戦略が功を奏している。

高い技術や技能を持った職人、職人が使う希少、カスタム設備は少量多品種生産を可能にし、価

格訴求力のある輸入品とは異なる価値を訴求できる。 
価格戦略としてのまとまった生産規模、自社一貫生産、産地機能は少量多品種生産を安定的に

行うために必要である。ただし、この価格戦略を展開するために、生産機能、産地機能の維持が

不可欠であり、若い人材の安定獲得が課題である。 
 
B）輸出入市場（貿易）の変化に対して 
 品目別の輸入額で繊維原料と織物用糸が増えているが、これらを加工することで付加価値を生

み出してきた。したがって繊維原料と織物用糸の輸入が増えても、独自性の高い加工、技術で差

別化を行う戦略は付加価値を生み出し続けるといえる。 
 
C）国内供給市場の現状に対して 
 大量の不良在庫を招くビジネスモデルは大手資本のサプライチェーンであり、取り上げた中小

企業のビジネスモデルとは異なる。大手の特徴はファッショントレンドを追いかけ、マスボリュ

ームをターゲットとしている点であるが、中小企業は価格や量的価値ではなく質的価値を訴求し

ている。 
 大量の不良在庫が問題視される一方で、製品の質的価値が際立っていくと考えられる。 
 
D）国内消費市場の変化に対して 
消費者が百貨店や量販店から専門店や E コマースへと購入チャネルを変化させていることに対

し、すでに多くの企業は売り先のシフト・分散を進めている。特に専門店、自販、海外へのシフ

トは今後も成長するための事業戦略といえる。 
 
②生地グループ 
A）国内供給市場の変化に対して 
糸グループと同様、生地グループにとっても国内生産能力が低下している一方で、付加価値を

生み出している製品戦略が功を奏している。少量多品種、商品の絞り込み・ニッチ分野、技術と
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技能、希少・カスタム設備のいずれをとっても、価格や量的価値ではなく質的価値の訴求力が重

要になっていく。 
また、自社一貫生産は産地で製造工程の一企業が廃業した場合でも、自社での内製化が可能で

ある。今後も産地は厳しい状況が続くとみられ、自社一貫生産はますます強みになっていく。 
 

B）輸出入市場（貿易）の変化に対して 
 輸入原料や糸を使い、独自の加工、生産技術を持って、自社一貫生産を進めてきたビジネスモ

デルは、糸グループと同様に付加価値を生み出しうる。自社製品、ブランドの開発によって、さ

らに競争力が増していく。 
 
C）国内供給市場の現状に対して 
 生地グループのビジネスチャンスはエコ素材、サスティナブル素材の開発にある。欧米企業が

顧客の場合、サスティナブルへの対応は今後ますます強まっていく。北陸の合繊テキスタイルの

産地では欧米向けの輸出が多く、設備や工場の改良を進めている。ただし、既存工場を欧米の環

境基準の水準にまで高めていくことは投資原資に乏しい中小企業にとっては大きな負担である。 
 
D）国内消費市場の変化に対して 
 生地グループはすでに取引先のシフト・分散を進めている。百貨店だけでなく、専門店や自社

店舗、E コマースでの自社ブランドの販売も進めている。専門店や E コマースでの購入が今後ま

すます定着すると見込まれ、今以上にこの流通戦略は力を入れるべきである。 
 
③縫製グループ 
A）国内供給市場の変化に対して 
国内生産能力の低下を契機として、国内の縫製業は少量多品種に対応し、商品の絞り込み・ニ

ッチ分野をターゲットとし、生産技術・技能によって差別化をしてきた。委託生産中心だったビ

ジネスから、自社製品や自社ブランドの開発、販売を行い、経営の安定化に努めてきた。 
糸グループ、生地のグループにもいえることだが、特にこの縫製グループは稼働率の平準化が

重要な経営課題である。 

 稼働率の平準化を目的に IoT や管理システムを導入しているケースが多い。まとまった生産規

模を維持するためには、稼働率を平準化させるための取組が欠かせない。 

 

B）輸出入市場（貿易）の変化に対して 
輸出のうち、二次製品が伸びているのは、縫製グループが輸出戦略を強めているからであり、

この取組はより加速するべきである。 
 国内のアパレルマーケットは今後も長期的に減少していくこと、さらに国内マーケットはハイ

エンドマーケットと価格訴求型のマスボリュームマーケットの二極化が進み、国内のみのビジネ

スでは成長余地が限られる。したがって製品輸出はますます強化するべきである。 
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C）国内供給市場の現状に対して 
 供給過多、大量の不良在庫の国内供給市場に対し、縫製グループは製品輸出に力を入れれば、

国内の供給過多とは関係なくビジネスができる。 
国内の過剰在庫は見込み生産が原因であり、見込み生産から受注生産に切り替えれば、不良在

庫は生まれない。最近見られるマスカスタマイゼーションは受注生産であり、国内生産をメイン

とする企業は新たなビジネスチャンスであるといえる。 
また、マスカスタマイゼーションは環境負荷低減を促進するため、環境意識の高い欧米向けに

も適したビジネスといえる。国際的な環境意識の高まりが今後の消費マーケットを支える若年層

の価値観と共鳴しており、マスカスタマイゼーションの取組は一定のポテンシャルがある。 
 
D）国内消費市場の変化に対して 
 縫製グループは賃加工、委託生産から自社ブランドに流通戦略をシフトしてきた。購入チャネ

ルの変化を捉えたシフトであり、今後は E コマースがさらに定着していくことが予測できる。 

消費市場の変化に対し、自社ブランドを企画、開発し、販売チャネルを専門店や E コマースと

する戦略は今後も有効である。 

 

④その他製造業グループ 
A）国内供給市場の変化に対して 
 その他製造業は靴下、カーペット、スカーフ・マフラーなどのアパレル以外の繊維製品メーカ

ーで、このグループも糸、生地、縫製グループと同様、国内生産力が低下する一方で、付加価値

のある製品戦略を生み出してきた。ここでも少量多品種、商品の絞り込み・ニッチ分野、技術・

技能、希少・カスタム設備といった要素によって価値創出を持続させることができる。 
 
B）輸出入市場（貿易）の変化に対して 
 輸出入市場もこれまで見てきた 3 つのグループと同様、原料を輸入し、加工、製品化をするこ

とで付加価値を生み出してきた。 

例えば、靴下は廉価な輸入品が国内に大量に流入し、コモディティとして捉えられるため、機

能性を高めるなどの質的な差別化がより求められていく。 

 
C）国内供給市場の現状に対して 
 衣料品と比べると、靴下は買い替え頻度が高く、マフラー、スカーフは買い替え頻度は低い特

性がある。マフラー、スカーフは供給過剰の衣料品マーケットとは直接の関係はないが、コーデ

ィネイトという点で色や流行というファッショントレンドに影響を受ける。一方で靴下は買い替

え頻度が高く、消耗品といえ、供給過剰の衣料品に近い特性を持っている。 
 供給過剰の状況が続けば、量的価値とは異なる機能性などの質的価値を高めた商品、あるいは

生産背景を活かして靴下以外の生産に着手することも考えられる。 
 
D）国内消費市場の変化に対して 



 - 69 - 
 

 靴下、マフラー、スカーフのうち、価格下落傾向が強いと考えられるのは靴下である。上述の

ように消耗品の側面があり、価格を重視した購入スタイルが一般的である。 
消費市場の変化に対し、付加価値を高めた自社ブランドを、自社店舗や自社のサイトで販売し

ていく必要がある。 
 
⑤その他グループ 
A）国内供給市場の変化に対して 
 アクセはセレクトショップとしてのバイヤーの商品調達力、オールユアーズは消費者ニーズに

最適な素材、縫製を行うパートナーを探し出すいわば材料調達力が強みといえる。 
 アクセはパリやミラノで商品を買い付けているため、ファッション性の高さが強みであり、国

内供給市場の変化とはあまり関係がない。 
オールユアーズは基本的に国内縫製であり、国内生産力の影響を直接受ける。同社は自社で企

画、縫製、販売までの一貫体制を将来的に志向しており、このリスクを想定している。 
 
B）輸出入市場（貿易）の変化に対して 
 輸出入市場の変化はアクセとオールユアーズとも製造業ではないため、ビジネスに直接的な影

響はないとみられる。 
 
C）国内供給市場の現状に対して 
 衣料品の大量不良在庫は見込み生産が原因である。従来型のサプライチェーンモデルがこれを

招き、現在社会問題として取り上げられている。大量不良在庫を改善するには受注生産にすれば

よく、オールユアーズは不良在庫を持たない受注生産型のビジネスを展開している。アパレル業

界の大量不良在庫が社会問題という文脈で今後もますます語られるならば、受注生産型はますま

す付加価値を生み出していくビジネスモデルといえる。 
 
D）国内消費市場の変化に対して 
 インターネットの普及がもたらした社会変化、ファッション情報価値の相対的な低下を市場機

会として、オールユアーズは起業された。同社のビジネスはエンドユーザーがファッション性と

いう価値以外で、本当に欲しいと思う商品をゴールとし、その企画を商品化するために流通の各

段階で、どのパートナーと組むのが最適かを組み立てる、新しいサプライチェーンモデルを志向

している。従来のサプライチェーンモデルが川上から川下に流れて製品が完成していくのとは逆

の方向で、エンドユーザーから川上に遡ってパートナーを探し、商品化していく。 
消費市場の変化に対応するべく生まれたビジネスであり、今後も付加価値を生み出していくと

考えられる。 
 
 結論としては、個別企業それぞれの課題は別として、分析したマーケティング 4P 戦略は、現

在考えられる外部環境の変化の中では、今後も付加価値を生み出すための要件であると考えられ

る。  
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Ⅳ．付録（調査対象企業個票（31 社）） 
 

1.株式会社アクセ 

 

〔会社概要〕 

代表者 高垣圭一朗 

所在地 広島県尾道市久保 1-8-1 

設立年 1947 年 10 月 

資本金 20 百万円 

従業員数 100 名 

事業内容 婦人服雑貨小売（セレクトショップ） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

アクセの特徴は、最新鋭のモードと個性の表現をエイジレスに楽しむ、パリの洗練された感性

を感じる高感度セレクトショップである。また、おしゃれな好感度な商品があるだけではなく、店

内を回るなかで何か 1 点だけでも買いたくなるような、雰囲気や居心地が良く、長く居たくなる

ような店作りとなっている。 

店員がモデルとなってその店員がコーディネイトしたファッションを WEB 上に掲載するなど、

ファッションセンスが良いと話題になっているスタッフもおり、仕事をすることが自分自身の個

人的な価値向上にも繋がるなど、従業員にもやる気の醸成がみられている。 

また、「備中備後ジャパンデニムプロジェクト」など、1998 年から広島県や尾道市の地域貢献事

業に貢献している。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 アクセは 1925 年、「高垣大安店」としてメリヤス雑貨商から操業して、肌着などの生地とオー

ダーメイド婦人服店、総合衣料品店と業態を変えて、1992 年に現在のセレクトショップ「パリゴ」

開業している。 
総合衣料品店は、1980 代に入り量販店の攻勢などによって収益性が低下して事業継続が難しく

なっていた。その時期に現社長が事業を引き継いで業態転換が検討する。当時のフランス・パリで

は、20 代～50 代まで幅広い年代層に受け入れられるファッションを扱う店があり、そのファッシ

ョンセンスに現社長が感銘を受けた。日本にはこうしたファッション店が無かったので、日本に

エイジレスでセンスがよいファッション店を出店したいと考えた。  
  また、こうしたエイジレスなショップは、顧客層が幅広くなることから、人口が少なく、高齢化

が進んでいる尾道市で適するビジネスモデルであると判断した。 
創業当初は集客ができず厳しい時期が続いたが、現副社長が入社した 1996 年ごろから上向きに

なっていった。以降 20 年以上、事業を安定的に拡大させている。 
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ただし、一度だけ売上高を落とした年がある。2011 年に東京有楽町、2013 年に横浜に進出し

て、有楽町ではビル内の競合店を大きく上回る販売実績を上げて成功をおさめていた。その後2015
年に有楽町から丸の内に移転した際に売上高を落とした。その理由は、商品価格を引き上げたこ

とにあったとみている。 
東京に進出して成功したことで身の丈以上の施策を取ってしまったと分析している。バーニー

ズやビームスなどの好感度セレクトショップの一員になった感があり、マーケットインではなく

プロダクトアウト的な商品構成や店づくりになってしまった。パリゴを求める顧客の要望から離

れて、最先端のトレンドに寄りすぎてしまったとしている。 
その反省として、店ごとの顧客や店員の意見をくみ入れた顧客志向のマーチャンダイジングに

変えるために、翌年の 2016 年 2 月、地方、首都圏、メンズ、せとうちものづくりの４つプロジェ

クトを立ち上げた。これまでのように経営側の考えた施策を実行するのではなく、社員全員が「顧

客の気持ちに寄り添い」「その期待を上回る価値を考え抜く」企業風土の醸成を進めた。これまで

は「地域一番店を目指す」といった自己中心的な企業理念も掲げていたが、これを取り外すことと

した。それによって社員に活気が出て 2016 年度は増収増益に回復している。 
 

(3)ビジネスモデル 

①セレクトショップ（パリゴ） 

最新鋭のモードと個性の表現をエイジレスに愉しむ、パリの洗練された感性を感じる高感度セ

レクトショップ。世界中から集められた 300 ブランド以上の、洋服・靴・バッグ・アクセサリー・

雑貨等を扱う。 

②E-コマース事業 

ショッピングサイト「パリゴオンライン」を運営する。 売上、アクセス数ともに増加し続けて

いる。 

③ファッションビル事業 

建築とファッションのコラボレーションをキーワードとしたファッションビル（アクセ広島）。

ビルでありながらガーデンであり、商業スペースでありながら憩いの場でるというパリゴのテイ

ストから発する空間を提供している。 

④グローバル事業 

世界 7 ヶ国（イタリア、アメリカ、香港、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア）で、

世界中の良いモノを日本へ調達、日本の良いモノを全世界へ発信している。 

⑤ファッションイベント事業 

クリエイティブなファッションイベント「a DAY by ACCES」を実施して顧客満足を向上や業容

拡大を目指している。 

 

(4)商品戦略 

フランス・パリのファッションセンスを取り入れて、20 代～50 代まで幅広い年代層に受け入れ

られるエイジレスでセンスがよいセレクトショップを展開。 
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(5)生産・調達戦略 

 仕入れの商品構成は買い付けが 80％、オリジナル 20％である。パリとミラノから買い付け、オ

リジナルは工場への直接発注(自社デザイン&設計)と OEM 調達がある。 

オリジナルは OL がオンオフ両方で使えるシンプルでちょっとこだわりがあるものをコンセプ

トとしている。オリジナルの売上高構成比は 20％程度で今後もこれを維持していく。 

 

(6)チャネル戦略 

 この数年は、実店舗の出店はしばらく抑えて、EC に力点をおいてオムニチャネルを進める。店

舗で実物を確認して WEB 上で再検討して購入する。また、その逆のパターンなどの購買変化に対

応していく。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 おしゃれな好感度な商品があるだけの店ではなく、店内を回るなかで何か 1 点だけでも買いた

くなるような雰囲気の店作りを目指している。現代的できれいでおしゃれなだけの店ではなく、

現代的でありながらも落ち着いた風合いがある壁や床にしたり、エイジングして古びた感じの調

度品を使う、商品配置を少し乱して生活感を出すなどして、雰囲気や居心地が良い長く居たくな

る店つくりをしている。 

そうした総合的に醸し出されるセンスに共感することが、「このセンスを持ち帰りたい」「ここ

で何か買っていきたい」という購買意欲につながるとしている。 
 

(8)ここ 5 年で注力している点 

今後はオムニチャネルを進めていく。店員がモデルとなってその店員がコーディネイトしたフ

ァッションを WEB 上に掲載している。それを見たい、興味があると感じた顧客がその店に行って

実物の質感などを確かめて購入している。現在の EC 売上高は、こうしたオリジナルコーデ関連が

40％を占めている。 

また、スタッフの評価にこうしたコーデ貢献度を加えることで、店員のファッションセンスの

向上やモチベーションの向上につなげることが想定されている。例えば、SNS 上で接客がよいと

話題になったスタッフが TV 番組の取材を受けている。また、ファッションセンスが良いと話題に

なっているスタッフもおり、仕事をすることが自分自身の個人的な価値向上にも繋がり、やる気

の醸成がみられている。最先端の東京銀座に店を構えるショップのファッションセンスを尾道で

も提案できる、銀座で働くこともできるといった期待感など、こうしたことがスタッフのモチベ

ーション向上につながるとしている。 

 

 (9)中長期経営戦略と目標 

これから、「ジャパンデニム」育てていく。2019 年からスタートした「せとうちものづくりプロ

ジェクト」として備中・備後の地場産業であるデニムを訴求する。この地域で生産される生地を、

高い技術力を持つ縫製・加工技術者と、デザイナーの感性をコラボレーションし、世界に向けて発

信していく。 
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これは、生地と商品の両方を提案していく。日本や欧米のデニムウェアブランドメーカーと産

地の織物業者や縫製業者をつなぎ、パリゴブランドでも JAPAN DENIM ウェアを商品化する。 

 製品には産地事業者を明示したラベルを取り付け、QR コードを印字する。どの事業者が関わっ

ているのか明示・可視化することにより、生産地名や事業者名を消費者・アパレル関係者へ広めて

いく。そうして、デニム関連事業者は、参画デザイナー・ブランド以外の企業とも出会うチャンス

が増えて、今後の商機に繋がるとしている。  

 
２．短、中長期的な課題等 
(1)短期的な課題 

 2020 年の 95 周年、2025 年の 100 周年に向けたプロモーションが検討されている。欧米のファ

ッション業界では 100 周年はまれであり、同社の 100 周年にはインパクトがあることから、企業

としての価値向上につなげたいとする。また、これはプロモーションだけではなく社員のモチベ

ーション高揚にもつながるとみている。 

 

(2)中長期的な課題 

 同社は以下のように、1998 年から尾道通りの商店街活性化事業に参加している。その中で尾道

通り石畳化を積極的に提言して、2004 年には尾道通りの石畳化(再開発・活性化事業)として実現し

ている。2008 年からは尾道市や福山市との産官学連携プロジェクトにも参画している。近年は尾

道市の「尾道未来会議」に中心的に参画してコンセプトやプランを提言するようになって、尾道市

の街づくりや活性化事業を進める立場になっている。 

今後もこうした地域貢献事業が続けていくことが課題。 

 

①「備中備後ジャパンデニムプロジェクト」との共同事業（2018 年～） 

備中備後地域のデニム関連業者の力を結集した産地ブランドを設立。国内外で活躍する著名デ

ザイナー・ブランドと様々なデニムアイテムを共同開発し、コラボモデルを製品する。 

②福山市制施行 100 周年記念事業への協力 （2017 年） 

広島県福山市の市制施行 100 周年事業に参画。また、「世界に誇れる福山の素材・技術をいかに

未来につなげるか！」について同社副社長がモード誌の編集長とトークセションを実施。 

③尾道の色を使ったマスキングテープ作成 （2017 年） 

尾道市立大学が開催する「第 14 回尾道地域課題＋地域活性化企画」にて最優秀賞を獲得した、 

④尾道市立大学 フリーマガジン共同発行 (2012 年) 

尾道市立大学経済情報学科と美術学科の学生がファッションマガジンを企画提案し、発行。同

社は、衣装提供や印刷費の負担、コーディネート・編集のアドバイスなどに協力。 

⑤「尾道ぶらり MAP」作成 (2011 年) 

若者を対象にした本物志向の物づくりをしている店を紹介し、観光客や市民に商店街や山の手

を散策する MAP を同当社クリエイティブデザイナーが作成。 

⑥「尾道みらい会議」主催 (2011 年～) 

同当社の副社長が、尾道市の経済人や大学教授、尾道市の産業部長などで構成する「尾道みらい
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会議」の座長を務めている。尾道市に対して、街づくりや活性化、人口問題や教育問題などを包括

的に議論し、年一度、正式な提言書を提出。 

⑧尾道通り バナーフラッグ (2009 年) 

尾道通りのバナーフラッグを同社のクリエイティブデザイナーがデザイン。商店街のイメージ

アップを図った。 

⑨産学連携プロジェクト (2008 年) 

同社は、就職・就労を控えた大学生を対象に、社会に出てから多様な場面で求められる基礎力

（自ら問題を発見し、解決する力）を養成する講座を尾道市立大学に対して行っている。 

⑩尾道通り・旧本陣・石畳地区再開発プロジェクト (2004 年) 

同社は、1998 年より中心市街地の空洞化に対する活性化プロジェクトとして、街のリノベーシ

ョン事業に参画している。 

 

(3)人材戦略の実際 

 同社は、事業規模の拡大と人員の増加によって、組織的な事業運営が必要になっている。そのた

め、2017 年から、接客プロジェクト、ファッションに特化した研修、パーソナルカラー診断、骨

格診断を取り入れた着こなし研修などの人材育成を強化している。 

同じパリゴでも、立地によって客層が違うため店舗別のマーチャンダイジングが求められる。

パリゴとしてのブランドイメージ、店舗ごとの客層に応じたコンセプトを構築・実現できる人材

育成が課題となっている。 

店員は、その人それぞれに似合う着こなし方をロジカルに説明できることが求められる。顧客

本人がセンス良いと思って着こなしているつもりでも、加齢や流行によって合わなくなっている

場合に、さり気なく、ロジカルに嫌がられないように別のものを進めて、センスアップを実感され

ることが求められる。 
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 2.浅野撚糸株式会社  
 

〔会社概要〕 

代表者 浅野雅己 

所在地 岐阜県安八郡安八町中 875-1 

設立年 1969 年 12 月 

資本金 10 百万円 

事業内容 撚糸、日用品、雑貨卸・販売 

従業員数 38 名  

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 同社は、誰にも真似のできない技術を持った最終製品を作り、市場に出ることを目標にタオル

の「エアーかおる」を開発した。この「エアーかおる」は、ここ数年でテレビ番組などに取り上げ

られて以降、一気に注目が集まり、人気商品となっている。近年は、テレビ番組の他にも WEB や

雑誌など、あらゆる媒体で露出が増加していることで、知名度がさらに高まっている点が大きな

強みである。他方で、現状の売上高がいつまでつづくかは未知数であり、適正な在庫量が分からな

いことが弱みでもある。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社はストレッチ素材向けの糸などの開発や加工を手掛け、1990 年代までは大手商社やメーカ

ーと活発な取引をしていた。しかし、2000 年代から撚糸の加工技術やノウハウが中国などに流出

し、海外工場の技術が急速に高度化したことで繊維産業の工程は海外へシフトしていった。その

流れの中で、同社は大手と取引を続けていたことが 1 つの失敗であったとみている。海外シフト

の流れの前に、手を打つことができなかった。 

また、かつて自社製品のタオルを岐阜県、三重県の計 2,500 件に営業しても販売に結びつかなか

った過去もある。営業先の旅館では、タオルに対して消耗品という見方が強く、タオル自体に付加

価値を付けようという意識がなかったためである。展示会に出展して 3 年目に、プロモーション

やパンフレットを新しく入れ替えたことで、多くの反響があった。加えて、経済産業省の補助金に

採択されるなど、設備投資の契機もあった。地道に販売を続けていく中で、テレビなどの露出が増

えた時に、自社のタオルへの想いや取り組み、開発までのストーリーに共感してくれた大手ホテ

ルからの採用が決まったという経緯がある。 

化粧品メーカーやショップチャンネルにも積極的に営業しており、単なるタオルではなく、化

粧品道具として浸透させることを目指している。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社は 1967 年に創業後、複合撚糸の開発を続けている。2000 年頃より安価な海外の繊維製品が
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席巻したことで、業績が悪化。その中で同社は自社商品の開発を続け、誰にも真似のできない技術

を持った最終製品を作り、市場に出ることを目標に「スーパーゼロ」の開発、タオルの「エアーか

おる」完成へとつながっていった。数々の特許を所有しており、仮に特許が切れて大手が参入して

きたとしても、技術的に追いつくには 7～8 年はかかるとみている。 

「エアーかおる」は、2002 年からクラレと糸を共同開発し、2007 年に製品として発売している。

高い吸水性や肌触りの良さが評価を得て、ここ数年は大幅に販売量を拡大している。 

タオルは好調であるが、あくまで撚糸業として発展してくことを目指しており、自社製品のタ

オルにこだわることなく、今治や泉州のタオルメーカーや、中国のタオルメーカーに糸を供給す

ることを積極的に進めている。 

 

(4)商品戦略 

 「エアーかおる」は使用するシーンによってサイズが異なり、ウォッシュタオル、フェイスタオ

ル、バスタオルといった商品ラインナップがある。また使用する糸（細糸、太糸、極太糸など）に

よっても商品バリエーションがある。 

 「エアーかおる」以外にはバスマット、枕カバー、はらまき、バスポンチョ、ヘアバンドといっ

た商品も提案している。 

 他社との共同開発した商品では、老舗タオルメーカーのツバメタオル（ヤギの子会社）と「エア

ーかおる」の新シリーズ「エアーかおるプリンセス」を発売した。これは、「エアーかおる」シリ

ーズの中でも特にスキンケアへのこだわりを重視して開発している点が特徴。 

 デニム製造のカイハラとは紡績糸に使用していた綿を和紙に変え、ストレッチ性を利かせたジ

ーンズを開発している。「和紙」という素材や気化熱の効果をうたい、外国人訪日客の増加が見込

まれる今年の東京五輪に向けて提案を強めている。 

女性下着製造の渡辺商店とはインターネット通販サイトなどで保温性や吸水性が高い肌着を販

売している。肌着はタンクトップや半袖、長袖などがあり、5,000～5,500 円で販売している。 

 

(5)生産・調達戦略 

「エアーかおる」シリーズのタオル「ダディーボーイ」「エクスタシー」は、三重県津市のおぼ

ろタオル製と愛媛県今治市のプラーナル製、「エンプレス」は愛媛県今治市の吉井タオル製で生産

している。 

これまでは、おぼろタオル製での一貫生産をしていたが、テレビなどの露出以降、注文が殺到

し、生産量を高めるため生産工場を増加している。同社は素材調達・原料加工ネットワーク・企画

力を活用し、新たな付加価値商品の開発・提案を通して、取り組み強化を図っている。 

生産設備は、世界最高峰の性能を誇る村田機械製のダブルツイスターであるが、発売からかな

りの年月が経っており、メーカーでは既に製造していない。ただし、メンテナンスや修理を行う別

会社があるため、アフターフォローの体制は整っている。 

 

(6)チャネル戦略 

 リアル店舗では、「エアーかおる」は全国の生活雑貨を扱う大手チェーンストアや専門店、GMS
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のほか、自社直営店でも販売している。 

2019 年に、本社隣に自社ブランド「エアーかおる」の旗艦店「エアーかおる本丸ショップ」を

開店した。タオルのほかイタリア老舗スニーカーブランド「アトランティックスターズ」の公式販

売店も導入している。 

また、年 2 回ほど本社で行われるアウトレットセールは 1 日 3,000 人が来場する。セール時は本

社周辺で交通渋滞が起きるため、常設店舗を設置することで対応した。店舗は敷地面積 9,900 ㎡、

木造 2 階建てで延べ床面積 300 ㎡。店内にはアウトレット商品を扱うミニコーナーを設けている。 

EC の取り組みでは、海外では中国が中心で、売上の 8 割が EC となっている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

同社は、企業の取り組みや製品発表などについて、必ずプレスリリースとして告知している。

様々な取り組みを発信することで、企業としての活動を認知してもらうことに注力している。 

大型展示会へのブース出展も積極的に参加している。幕張メッセで行われる「国際化粧品展」、

東京ビッグサイトで行われる「ギフトショー」などで、「エアーかおる」を中心に新商品も展示し

て訴求している。 

また、同社の開発する「スーパーゼロ」は、吸水発散性が高いため発汗すると気化熱で体を冷や

し、その後保温する機能も持つ特性を持っており、その気化熱を「キカネツ」とカタカナ表記して

商品とともに訴求している。この「キカネツ」は商標登録をしている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

2019 年に、本社隣に自社ブランド「エアーかおる」の旗艦店「エアーかおる本丸ショップ」を

開店している。設立 50 周年記念事業として取り組んでいるもので、観光バスを招き入れるなどし

て、岐阜県発の古民家としてアピールして、地元の盛り上げにもつなげたい。 

また、新たな撚糸加工の工場「浅野撚糸ふたばスーパーゼロミル（仮称）」を福島県双葉町に建

設する。2022 年の完工を目途に、「スーパーゼロ」の開発と撚糸加工・糸販売の拡大、「エアーか

おる」の販売拡大に合わせた加工拠点の整備が狙いである。被災地への工場立地は、情報の発信力

がある分、地元の人材を雇用するなどして、しっかりと地域を盛り上げていきたい。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

同社は「世界一の撚糸工場」という目標を掲げており、「エアーかおる」がヒットして浅野撚糸

の社名が広まることで、“撚糸”の地位が上がるような取り組みを今後も続けていく考えである。 

「エアーかおる」は使うシーンに応じてラインナップも充実しているが、同社としては本業の

「糸」で売上を安定させたい考えがある。社長の浅野氏は会社としてのブランド化の確立を「イン

テルを目指す」という表現で目標として掲げている。インテルは、どのパソコンの中にもその CPU

が組み込まれているように、タオル業界にも「どんなタオルにも浅野撚糸の糸が使われている」と

いう状況を作り上げたいとしている。 

 

２．短、中長期的な課題等 
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(1)短期的な課題 

 今年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、「スーパーゼロ」で和紙を使った新商品をも

って、“日本の素材”として訴求したい考えがある。 

開発力を維持強化するうえで、特殊撚糸の賃加工を一定規模で維持する必要があるとし、「取り

組み関係にある企業や開発意欲のある企業」からの賃加工依頼に対応していくことが課題として

いる。 

 同社が国内で活用している撚糸機は現在、協力工場保有分を含め 28 台。そのうち 15 台は常に

賃加工に充て、「スーパーゼロ」生産スペースが不足する場合は、協力工場以外の撚糸機も活用す

る方針であり、その連携を図っていくことも課題である。 

 

(2)中長期的な課題 

 同社は「エアーかおる」の好調がいつまで続くか未知数であるとし、そこに胡坐をかくようなこ

とはせず、常に新商品の開発と「糸」の追求を続けていくことが課題である。 

また、特許の取得、ヒット商品の誕生と、それぞれの独自性を生かすべく、「浅野撚糸」という

「会社」をブランド化する取り組みを続けることが課題である。 

タオル市場以外にも、コスメ市場で受注を増やすことも課題である。また商標登録をした「キカ

ネツ」についても、将来的にはそれを用いたインナーウエアも展開したい考えがある。 

 

(3)人材戦略の実際 

 本社オフィスは、撚糸加工という事業のイメージから離れたスタイリッシュな佇まいで、これ

は若い人材たちに興味や関心を抱いてもらう一つの策でもあるという。オフィス内の内装デザイ

ンやオフィス家具にもこだわり、IT 企業のような洗練された職場環境を提供することで、働く人

のモチベーションアップにつなげている。 

 社内を 7 つのチームに分け、アメーバ会議を取り入れている。全社員が月次決算を閲覧可能で

あり、限界利益率に着目させている。業績を見える化することで、業務効率化の機運を高めるとと

もに、チーム間でサポートしやすい体制を整えている。また、経営陣の若返りを進めており、役員

は全員 30 代となっている。外部人材のヘッドハンティングも計画している。 
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3.イイダ靴下株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 飯田拓二 

所在地 佐賀県杵島郡江北町山口 1619 

設立年 1948 年 10 月 

資本金 85 百万円 

事業内容 靴下製造業、レディスウェア企画製造販売 

従業員数 140 名（2019 年 12 月現在） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

一貫体制の整った工場を持っていることが強みである。一貫体制により作業の円滑化を行い、

スピード生産に対応している。繊維産地では、一定の地域内で織物や染工、縫製などすべての工程

が分業されているのが一般的である。佐賀には産炭地振興誘致で移転したため連携できる企業が

近場になく、創業者は一貫体制の工場にせざるを得ないと考えていた。産地では、どこかの企業が

事業継承に失敗すると産地全体でのスピーディーな対応が難しくなる。産地における事業継承問

題に不安を抱いている企業が、一貫体制の工場に安心感を抱くポテンシャルは高いと考えている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

自社企画の商品が百貨店で売れたことが、市場機会の発見となった。同社は佐賀県に移転した

あとも OEM を続けていたが、更なる付加価値を生み出すために自社企画の商品開発を始めた。自

社商品の販路を探した結果、九州だけを対象とすることになり、佐賀玉屋をはじめとした百貨店

に常設店を置くことになった。 

百貨店で成功したため、博多に 3 店舗を展開したが失敗した。同社はこれまで OEM しか受けて

いなかったので、企画開発力が無かった。実店舗の規模となると、仕入れ商品を多くせざるをえな

かった。商品在庫が増えたため、値段を下げ、収益が悪化した。そのうえ、博多という都市部で出

展費用がかかった。このような経緯があり、4 年で撤退を決定した。このとき、自社企画により注

力していくことが事業の強みになると考えた。 

以降は百貨店にチャネルを絞り、2017 年まで継続した。百貨店でも変化が起きた。百貨店は 2

人体制で営業管理を行っていたが、2012 年くらいからデフレの影響もあり、国内の百貨店の売上

の落ち込みが激しくなってきた。販売員（いわゆるマネキン）も確保しなければならず、販管費が

かさんだ。そこで、人手も出店コストもかからない EC サイトの展開を行うこととなり、2017 年

後半に百貨店事業から撤退をして、EC サイト「アイファン」の方に力を入れる様になった。 

 

(3)ビジネスモデル 

1919 年 8 月 10 日、奈良県御所市で創業。広陵町（奈良県）と加古川市（奈良県）は靴下の産地
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である。御所市は、大阪と奈良の県境にあり広陵町から離れていた。戦時中には中国・天津にも工

場があったが、戦後に閉鎖された。 

江北町（佐賀県）に移転したのは 1964 年である。同社は奈良県にあった頃、九州から人材を雇

っていたが、創業者が人材を呼ぶより人材のあるところに移転する意思を示し、江北町に新工場

を造り移転した。九州を選んだのは、佐賀県が産炭地振興誘致を行っていたためである。江北町は

石炭の町であったが、閉山となり危機的状況にあった。 

佐賀に移転した頃はパンティストッキングがブームで、それが下火になるとタイツ製造へとシ

フトした。当時はまだ安価な輸入品がなく、日本のものを日本でつくり、日本で使う時代であっ

た。 

1971 年には高度経済成長期の波にのり、鹿島市（佐賀県）に工場を新設、2 工場体制となった

（2005 年から国内１工場体制となっている）。 

景気が低迷すると、国民は安価な商品を入手しようとし、国内メーカーは中国に製造拠点を移

していった。同社は韓国に製造拠点を構えたが、人件費などを理由に 6 年間で撤退した。撤退後

は国内生産に体制を戻し、海外投資から協力工場との国内生産へとシフトチェンジした。現在の

生産体制は、国内の佐賀工場と、国外のベトナム提携工場、中国提携工場となる。 

5 年ほど前、ベトナムの工場と提携した。中国から輸送となると関税がかかるが、ベトナムから

輸送となると関税がかからないなどのメリットも考慮した。 

 

(4)商品戦略 

自社企画の商品では靴下、インナー、サポーターを展開している。現在は、サポーターとインナ

ーに注力している。 

同社 EC サイトでは、靴下だと「高機能ゴルフソックス」、インナーだと「スポーツタイツ（テ

ーピングスパッツ）」といった高機能商品が人気を集めている。 

メインターゲットは、男女関係なく 50～60 代。しかしアイテム別にみると、スポーツ向けはメ

ンズがメインの購入層になっている。ベビーは成人用の靴下とは全く別のノウハウが必要になっ

てくるため展開していない。 

価格帯はアイテムによって異なる。主力製品である靴下だと、上代で 1,500～2,500 円となって

いるため、靴下としてはハイエンド商品となる。安価な靴下が中国から輸入されるようになって

から、高機能・高性能・高品質のものづくりにシフトした。そのため、安価な靴下やキャラクター

ものの靴下などは製造しない。 

 

(5)生産・調達戦略 

企画開発は、企画会社、専門家、行政書士（薬機法のチェック）、弁理士（特許関連の手続き）

と連携して行う。 

佐賀工場は一貫体制であるため、糸の仕入れから始まる。サイジング済みの糸を仕入れ、原糸倉

庫に格納する。工場の流れとしては、原糸倉庫から検査、加工（一部縫製）染め、セット（整経）、

検査検診・箱詰め、という順番で作業が行われ、最後に社内の倉庫に顧客の注文が入るまで保管

し、出荷するというのが流れになる。1 階の工場は 6,500 平米と広い。一貫体制の工場で、生産の
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流れが確立しているということが顧客の安心感につながっている。 

医療機器製造業許可を取得したので、異物が入らないように帽子を着用し品質管理をしている。

高品質を保つことは、日本製では大前提となっており、訴求ポイントにならない。 

原糸の伸縮を避けるため、空調設備によって工場内の温度と湿度を一定に保っている。 

OEM はすぐ出荷となる。靴下製造は 5 月頃から始まるので、シーズンまで保管することもある。

自社商品は在庫をするが、資金との折り合いをみる。受注生産の対応に切り替えることは不可能

ではないが、靴下というコモディティ商品に顧客が数ヶ月待ってくれるか不透明なため、受注生

産には踏み切っていない。 

 

(6)チャネル戦略 

 OEM と、EC サイトでの自社製品の販売が主なチャネルとなる。EC サイトは自社サイトのほか、

ヤフー、楽天、アマゾンなどで展開している。EC だけで 1 億 5 千万の売上を計上するなど、靴下

業界ではよい方であるが、EC サイトの外部委託の費用や広告費が利益を圧迫している。広告費の

かからないクラウドファンディングでも商品を展開している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

クラウドファンディングは販路としても活用しているが、プロモーション戦略のひとつとして

も位置付けている。インターネットに詳しくなくても、手軽に始められるというところが、広告費

のかかるプロモーションとは違う。またクラウドファンディングを行ったことにより、地元の新

聞、テレビ、ラジオから取材を受けた。クラウドファンディングがまだ珍しいと認知されているた

めである。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 ベトナムへの投資に、引き続き注力していく。これまでも行ってきたが、まだ途上である。 

ここ数年は OEM が相対的に伸びている。理由ははっきりしないが、生産できる場所が少なくな

っていることが理由として考えられる。一貫体制の工場が安心感を与えていると考えている。こ

こ 5 年ということでなく、佐賀に移転したときに築きあげた一貫体制が奏功している。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 2016 年ごろから靴下以外の縫製業を試みている。2015 年にベトナムに、シーマベトナムという

日本独資の縫製工場をたてた。海外に大きい取引先がなく、現状では日本企業の OEM を受けてい

る状態である。ベトナムを海外生産、直接納品の窓口にしていく。来期から具体的な成果を出して

いく。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

EC サイトの広告料が利益を圧迫している。EC サイトは長期的にみて採算がとれるか、考え直

す必要がある。不良在庫を抱えない効率のいい手法を模索している。 
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また展示会、EC に限らず、IT のノウハウをどのように取得しプロモーションやチャネル別戦略

で活かしていくかが課題である。 

景況を背景にロットの数が減っているため、取引先を増やして対応していく必要がある。 

 

(2)中長期的な課題 

高機能・高品質が当たり前になっており、アイテムに注力するよりも販売先の多様化に注力す

る。日本で高付加価値商品を製造することは、難しくなっている。特に靴下は、消費者にとってコ

モディティとして見られている。高価格だが付加価値のある商品を販売するには、価格訴求力の

ある製品と比較されないことが重要となる。そこで販売先を多様化し、価格競争にのみ陥らない

ように展開していく。 

これまで OEM に頼ってきたが、次の年も受注すると思っていた企業からの受注が無くなるケー

スがある。受注が減るという想定のもと、取引先を増やしていく必要がある。 

同社のブランドの一つである「ランテージ」を積極的にプロモーションしたい。スポーツ向けに

開発した「ランテージ」の製品だけではなく、「ランテージ」を可能にした企画力や技術力を潜在

顧客が見出してくれるようなプロモーションとして機能させたい。 

ベトナムで生産し、ベトナムから直接海外向けに納品する構想の確立は短期的な課題ではなく、

中長期的な課題と捉えている。 

人材をいかに確保していくかが今後も課題となる。 

 

(3)人材戦略の実際 

地域の学校を卒業した男性を想定している。製造業に抵抗感がある若者が多く、離職率が低く

はない。地域自体に娯楽などの楽しみがないことも要因としてある。新卒採用だけでなく、中途採

用も積極化していく。 

同社ではベトナムから外国人研修生を受け入れている。日本の文化を深く知ってもらうため、

外国人研修生を対象に、東京、関西、北海道の 3 カ所に毎年旅行している。 
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4.大城戸織布 
 

〔会社概要〕 

代表者 大城戸祥暢 

所在地 兵庫県西脇市黒田庄 406 

設立年 創業 1925 年 

資本金 ― 

事業内容 繊維製造（生地・製品）企画・販売 

従業員数 4 名（2020 年 1 月現在） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 織物を 1m から受注していることと、様々な意匠に対応する技術が競争力の源泉となっている。 

技術力だけでなく、情報収集力も同事業にとって強みである。播州は綿の産地なので、シルクや

ウールなど慣れないものを使用するときに機械をどのように扱えばいいかなど、他の産地など

様々なところへヒアリングや訪問をしている。試行錯誤して自力で行うという方法もあるが、聞

くことが的確なスキルアップにつながる。そのために同業者間の繋がりを保ち続けている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 事業を継承して 10 年ほど賃織りだけでやってきたが、受注が減り、これまでフル稼働していた

12 台の織機のうち 1～2 台が空くようになった。何かしなければならないと思い、自分で糸を仕入

れ、空いた織機を使ってオリジナルの生地を織ってみたのが、市場機会の発見となる。自販拡大に

向け、助成金も活用し自販用の織機の割合を 12 台中 7 台まで増やし、成長してきた。 

 また、助成金への応募がビジネスモデル転換の契機となった。3 か年の計画について記入する箇

所があり、賃織りベースの事業では計画を立てることができないと気付いた。賃織りは 1 日中織

機を稼働させ、工賃も決まっているため、売上の伸びしろが無い。平均単価をあげるには、賃織り

形態そのものを見直す必要があった。そこでビジネスモデルを考え直し、自販を始めるに至った。 

  

(3)ビジネスモデル 

1950 年 4 月、大城戸勇治が同地において当事業を創業。1997 年に現代表が事業継承した。現代

表は 3 代目となる。1989 年に大学を卒業後、瀧定（現スタイレム）に入社。1997 年に退職後、当

事業を継承した。事業継承時は 100%賃織りの機屋であったが、事業継承後も 10 年ほど賃織りを

中心としてきた。しかし受注量が減り、これまでフル稼働していた 4 台の織機が空くようになっ

た。大量生産体制に疑問を抱き、糸を仕入れて自販を行うと決断した。自販の割合を増やし、現在

は賃織りと自販の割合は、おおよそ 5：5 である。助成金を活用しつつ、10 年ほどかけて自販用の

織機が 12 台中 7 台を占めるようになった。 

事業継承当初は織機を 20～24 時間稼働させていた。現在は 13 時間に短縮させたが、以前より
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利益率が高いとしている。産地を活性化するために、すべてを自販にするという目標は掲げずに、

5：5 のペースを維持する。 

またトレンドは量産体制の 1 つの形態なので、一切追わない。 

 

(4)商品戦略 

小ロット、小口受注を中心に請けている。最初は 2～3m の見本をつくり、その後は着分対応を

行う。顧客が展示会を行い、30～50m の注文を受ける。仮に 50m の受注をうけたとすると、1 日

に 4～5 時間の稼働で、平均して 3～4 日で仕上がる。調整を行えば他の注文にも同時対応できる。 

賃織りだと、利益を出すためには長時間、織機を稼働させる必要がある。賃織りは仕入れも発送

も行う必要がなく、指示書通りに織るので単純作業だというメリットがあるが、利益の低さや、機

械を動かし続けることによる経年劣化の加速などのデメリットが目立った。 

 自販のメインターゲットは、事業を立ち上げたアパレルデザイナーである。事業規模はおおよ

そ 1～2 名で、デザイナーに決裁権もあり、展示会などで見本を確認しながら商談ができる。見本

を手にした顧客は、見本をたたき台に欲しい生地のイメージを伝える。要望に沿った見本をつく

るところから、ものづくりがスタートする。 

「大城戸織布」として特色を出したいのではなく、「あそこに頼めば小ロット対応してくれる」と

いう印象だけ残すため、予めつくっておいたサンプル生地と同じものを織ることはしない。 

試作品の製造には、基本料金をもらっている。1 枚の生地のなかで、密度や糸の細さなどを替え、

3 種類のパターンにわける。改良でも料金は発生する。改良を 3～4 回繰り返し、生地が完成すれ

ば着分対応する。何度も試作を重ねる顧客や、4 回目、5 回目の試作をつくったのにもかかわらず

2 回目の試作品を完成品とする顧客もある。試作でできあがった生地は全部顧客に渡すので、それ

はデザイナーのアーカイブになる。 

ニッチ戦略によって、同事業では着分対応を進めてきた。ファンとなった顧客は妥協の無い注

文をするので、それに対し付加価値のある生地で応えることができる。 

見本として提示するため、独自の生地を織っている。そのうち一つが、釣り糸であるテグスと麻

の生地である。これはテグスを入れるとどうなるか、興味本位で実験的につくった。また、ステン

レスを織り込んだ生地もつくったことがある。こうした経験を活かして、スマートテキスタイル

をつくることは可能であるとしている。 

 

(5)生産・調達戦略 

紋紙（生地のデザインデータ）をパソコンソフトで作成し、織機の準備をする。織り終わったら

加工機にかけ、自然乾燥させる。それをそのまま、手巻きして出荷梱包する。これがおおまかな流

れである。仕入れた糸は撚糸機にかける。A 社と B 社の糸を撚るとオリジナルになるので差別化

の一環としている。 

レピア織機 12 台を導入しており、賃織りと自販で区域分けしている。うち 7 台が自販用となる。

織機にはフロッピーを使うものと USB を使うものがあり、フロッピーディスクもしくは USB 端

末で紋紙をセットする。これまでフロッピーが主流だったが、壊れやすく、データ容量が少ないの

で、USB タイプに随時切り替えている。紋紙を作成するソフトを導入する前は、紋紙作成を外部
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委託していた。 

生機は加工し、自然乾燥させ、一番自然な状態で出荷する。一般的な機屋では自社加工をせず外

部委託し、また縮んだ状態で巻いて出荷することもしない。同事業がそのようにするのは、生地本

来の質感や、風合いなどを確かめてもらうためであり、顧客の評判もよい。 

房耳（切り取った生地の耳の部分）も商材にしている。 

賃織りは取引先から必要な分だけ経糸が供給されるが、自販のものは経糸をストックしていく。

無くなる前に発注するが、だいたい１年くらいが目安である。色や太さなど、ある程度は提案でき

る幅を持つと、リピーターには毎シーズン異なった厚みや色などの提案をすることができる。最

終製品についてある程度イメージをきいて、素材や厚みなどの提案している。最終製品から逆算

して、生地のイメージを固めている。 

 

(6)チャネル戦略 

自販は、個人ブランドの事業を始めた人が顧客の殆どを占める。こうした顧客には若い人が多

い。顧客が百貨店の催事や合同の展示会などに出展し、受注があれば大城戸織布に着分対応で発

注をかける。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

ショールームを用意している。生地を見に来た顧客にのみオープンする。即決で生地を購入す

る顧客もおり、機会損失を防ぐために各種クレジットカードやペイペイの取り扱いを行っている。

口コミで顧客を獲得することもある。高付加価値は生地からはじまる。 

 営業活動が難しい状況にある。そのため、ブログで情報を発信している。現代表には、営業の基

本が「人を売る」ことであり、現場にいながら人間性を発信していくのは SNS、ブログしかないと

考えたためである。ありきたりなプロモーションだが、たわいのない事や、仕事のことなど、必ず

毎日更新する。毎日更新すると、信用度が増す。自分の都合のいいときだけ更新していると思われ

れば信用は得られない。ブログでの情報発信は、それなりの集客効果がでている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

設備を整え、販売先を増やしていく。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

現在、国内の潜在顧客を探す方向性にある。国内だけでも情報が氾濫していて、ホームページや

ブログなどを見てもらえない。四国や九州方面に販路を拡大したいと思っている。 
 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

職場の効率化を行い、ロスをゼロに近づける。 

 

(2)中長期的な課題 
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販路を拡張し、設備の拡張を行う。 
海外戦略は一時考え、視察もしたが、渡航費や滞在費の高さ、物流に対する不安、外国語ではニ

ュアンスが通じないことなど、やりづらさが目立った。 

 

(3)人材戦略の実際 

手当ての部分では、勤続 6 年目以降から自分の担当の売上の数％をボーナス支給される。将来

的には、ボーナスの割合が会社にとってどのような意味を持つかを知ってもらいたい。 

事業主と従業員という関係性ではなく、師弟関係を意識している。正社員だが、日給月給制であ

る。織機がまわらなければ売り上げが立たないことを意識してもらうためである。 

理想的な人材は、新卒ではなく、社会人経験をして「本当にやりたい仕事はこの仕事ではない」

と考えており、なおかつ生産現場に転職をしたい、と考えている人物である。 

何十人も雇って会社の規模を大きくするというやり方を否定するわけではないが、事業継承を

考えると少数でも確固たる事業者意識を持てる後継者を育てることが重要である。そのため、現

代表は「弟子」が活躍できるよう、担当を引き継いでいる。また、古い設備の整備方法を伝授して

いる。現在、展示会は弟子に任せている。 

将来的には、血族以外の人物が事業を引き継いでもよいと考えている。  
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5.株式会社オールユアーズ 
 

〔会社概要〕 

代表者 木村昌史、原康人 

所在地 東京都世田谷区池尻 2-15-8 

設立年 2015 年 7 月 

資本金 96 百万円（資本準備金含む） 

事業内容 オリジナルウェアブランド「ALL YOURS」の企画・開発・販売 

小売店「ALL YOURS」の運営。「LIFE-SPEC 事業」の運営 

従業員数 8 名（役員含む正社員） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

これまでアパレル製品はファッショントレンドの情報がパリやミラノなどのコレクションから

発信され、その翌年に製品がエンドユーザーに届いていた。アパレルのサプライチェーンは糸、テ

キスタイル、縫製…と川上から川下に流れて製品が完成していき、大量生産を効率的に行ってき

た。 

しかしインターネットが普及した現在ではファッショントレンド情報の格差と時間差、地理的

な差が縮まり、これまでの先端のファッション情報の価値は希薄化してきた。アパレル製品に求

める価値のうち、ファッショントレンドは大きな要素であったが、それ以外の価値を求めるニー

ズが顕在化してきた。すなわち、本当に必要な衣類を求めるニーズを商品化していくのがオール

ユアーズの事業の特徴である。エンドユーザーが本当に欲しい商品をゴールに据え、その企画を

商品化するためにどの流通段階の、どのパートナーと組むのが最適かを組み立てる。従来のサプ

ライチェーンが川上から川下に流れて製品が完成していく流れとは逆の方向で、エンドユーザー

から川上に遡ってパートナーを探し、商品化をしていく。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 インターネットが普及し、働き方が変わった。仕事と日常生活、個人と組織、都市と地方など、

テクノロジーの進歩によって境界線が曖昧になってきている。衣料品も同様にオンとオフとの境

界が曖昧になってきた。そこでオンタイムでストレスなく着られるが、見栄えもよく、オフではリ

ラックスして着られる服に着目し商品企画をしている。現代のワークウェアを提供することを目

指している。 

 つまり、ファッション情報格差（時間的、物理的）が縮小し、川上から川下に流れる従来型のサ

プライチェーンには向いていない、ファッショントレンドとは無縁で、本当に必要なモノのマー

ケットを発見し、商品化をしている。 

 

(3)ビジネスモデル 
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 エンドユーザーが本当に必要とする機能を持つ衣料品を企画、販売するべく、“LIFE-SPEC”と

いうコンセプトを掲げ、2015 年 7 月に創業した。 

 2015 年 12 月から 2016 年 2 月まで、クラウドファンディング「MAKUAKE」で、最初の企画商

品「水や汚れを弾くコットンパーカー〈ONE SWING PARKA〉」を販売し、369 名から約 400 万円

の支援を受けた。 

  

(4)商品戦略 

オリジナルブランド「DEEPER’S WEAR」「SECOND LIFE」を展開してきたが、現在社名である

「ALL YOURS」に名称変更、統合を進めている。その他、「idontknow.tokyo」「MINIMALIGHT」

「SiM WOrKS」がある。 

 
〔オリジナルブランドとコンセプト、特徴〕                                 ※同社 HP より 

ブランド名 コンセプト、特徴 

ALL YOURS  服本来あるべき姿とは、時代・地理・天候・年齢・ライフスタイルなど、あらゆる環境や人それぞ

れの日常に順応することなのではないかという、概念のもと、日常生活（LIFE）で服求められ

る機能（SPEC）を追求した日常着（WEAR）、「LIFE-SPEC WEAR」をコンセプトにした

ブランド 

SECOND LIFE （ 休 眠

中。ALL YOURS に統合予

定） 

「テクノロジーでソフトウェアがアップデートするように、服も使い捨てではなく、アップデートするとい

う選択肢があるべきだ。」という発想で、新しものを開発するのではなく、糸や生地と同じように、

すでに流通している衣料品を「僕らの製品ソース」「原料」として考え、今、手元にあるお気に入

りの洋服や、世の中に流通している中古衣料に「新しい使い道」を作っていく。 

 

 第一期の商品である「水や汚れを弾くコットンパー

カー〈ONE SWING PARKA〉」をはじめ、同社製品の特

徴の一つはテキスタイルを、消費者が必要とする観点

から考え、製品化する点だ。「ONE SWING PARKA」は

トルコの世界最大のデニムメーカーISKO と、繊維製品

の撥水・撥油加工の加工技術を持つ会社と協業し、製作

した。 

 「よく伸びるのに柔らかい。色落ちも楽しめるセルビ

ッチジーンズ。〈HIGH KICK JEANS〉」も ISKO と、「洗

濯して 3 時間で乾くから毎日洗濯できるチノパン

〈FAST PASS CHINO PANTS〉」は石川県の合繊織物の

丸井織物と共同開発し製品化した。 

 現在は「【世界一ストレスフリーなジャケット】着た

くないのに、毎日着てしまう ジャケット」（税込 22,000

円）、「【世界一ストレスフリーなスラックス】着たくな

いのに、毎日着てしまう パンツ」（同 16,500 円）が売

【世界一ストレスフリーなジャケット】着たくないのに、毎日着

てしまう ジャケット / グレー / MENS （オンラインショップよ

り） 
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れ筋商品である。 

ちなみに丸井織物は 2017 年 3 月、同社に出資をし、消費者ニーズに基づく素材開発、商品開発

の取組を強化し、生地販路の拡大に努めている。 

アパレル製品のテキスタイルの多くが、最終製品を利用する消費者の潜在需要を考慮せずにつ

くられている現状に対し、同社は消費者の潜在的なニーズをテキスタイルの段階から見出す。こ

の点が同社の商品戦略の最大の特徴である。 

 現在展開している品目数は 20 品目程度、自社店舗とオンラインショップで直販する他、全国の

小売店に卸も行っている。 

 サイズ展開もユニークである。トップスで S,M,L や 7,9,11 などの号数ではなく、数字の 1~10 で

表現している。サイズ 1 は体重 40 ㎏くらいの方、サイズ 10 は体重 140 ㎏くらいの方を想定し、

その結果、レディスはサイズ 1~2、メンズはサイズ 3~10 が多い。レディス向け、メンズ向けとい

う発想はなく、サイズで対応している点も特徴の一つである。 

サイズ調整やシルエットのお直しは店頭で行う。店舗にはミシンがあり、その場でお直しが可

能。このように顧客にカスタマイズした対応を行う同社はリピート利用客が多く、着古して着る

ことができなくなってもまた同じ商品を購入してもらう。 

同社の商品戦略は受注生産で不良在庫を持たず、購入客の要望に応じてお直しを行い、リピー

ト利用を促す、究極のサスティナブルを目指している。 

また、お直しのデータは次の商品企画に反映し、顧客一人ひとりに精度の高い商品提案を行う

ためのマーケティングデータとして活用している。 

使用している素材は 6 種類、展開商品数は約 20 品目で、品番数を増やさずに単品を企画製造す

る戦略は利益率を高めるだけでなく、委託先の縫製企業の安定受注というメリットがある。 

またトップスとボトムスではボトムスの製品比率が高い。これはトップスに比べるとトレンド

の影響を受けにくく、また単価が高いため収益性向上に貢献しやすいからだ。 
 
(5)生産・調達戦略 

 製造販売している商品の企画の発想から製造、発送までの全ての製造工程をサイト上で紹介し

ている。デニム生地は、同社のコンセプトを製品化できるメーカーが国内にはないため、トルコか

らの輸入だが、それ以外は国内メーカーのテキスタイルを使っている。縫製、加工は岡山県と三重

県で行っている。 

 商品の企画から発送までのすべてを公開すれば、模倣する企業が現れると考えられるが、実際

そのようなコピー品は販売されていない。 

 

(6)チャネル戦略 

 オンラインショップで直販する他、全国の小売店に卸を行っている。 

自社店舗があるが、試着や実際の商品を見るためのショールーム機能に特化し、基本的に購入

はできない。オンラインサイトでの購入になる。 

今年 2019 年 6 月に自社オンラインサイトから、外部のプラットフォームを利用したオンライン

サイトに切り替えた。自社サイトは購買データの分析などメリットは多いが、コストの面で負担
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が大きく、外部に切り替えた。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 雑誌やカタログなどコストのかかるプロモーションは行わず、自社発信のみでセールスプロモ

ーションを行っている。自社オンラインサイト、SNS がその媒体である。 

 本社 1 階にある店舗はオンラインサイトや SNS よりも強力なメディアと考えている。来店する

顧客は目的意識を持って来店するため、買い上げ率が非常に高い。 

 今年 11 月、同社は高島晒協業組合の「高島ちぢみ」のリブランディング、素材開発、販路整備

を同社原代表が取り組むとリリースをした。「高島ちぢみ」は 2012 年に地域登録商標として認定

され、テキスタイルやインナーウェア分野のチャネルを広げてきたが、廉価な海外製品と競合し

低価格化が進み、生産量が減少している。「高島ちぢみ」ブランドを刷新し、高い素材品質の価値

訴求を目指す。 

 

(8)中長期経営戦略と目標 

 現在はオールユアーズの製品の縫製は国内の協力工場に委託をしているが、縫製工場の減少が

今後も続くとみており、将来的には企画、縫製、販売を一貫して行えるような体制にしていきた

い。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 資金調達面が課題である。ただし今期の業績は黒字化する見込みである。 

 

(2)中長期的な課題 

中長期的な課題は国内の縫製工場が減少し、生産インフラが脆弱になっていく点である。海外

メーカーの生地を用いる場合は海外生産も考えられるが、原則的に国内メーカーとの取引である

ため、国内生産拠点がなくなっていくことはビジネスに大きな影響を与える。 

縫製工場が短期的になくなってしまうことはないが、将来的には自社工場を持って生産をして

いく計画である。 

 

(3)人材戦略の実際 

一般募集はせず、ヘッドハンティングや一部 SNS で人材を募集する。来期は 5 人の新規採用を

計画している。PR、生産開発補助、ロジスティクス・配送、MD 在庫管理、CS（Customer Satisfaction）

責任者の 5 業務である。 

  



 - 91 - 
 

6.株式会社岡田織物 
 

〔会社概要〕 

代表者 岡田次弘 

所在地 和歌山県橋本市高野口町大野 757 

設立年 1991 年 4 月 

資本金 10 百万円 

事業内容 パイル地製造 

従業員数 3 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 フェイクファーの生地を納品するだけでなく、裁断したり、製造をおこなったりすることで付

加価値を与えている。また、そうした事業展開を行っているので最終製品を具体的にイメージし

た提案がアパレルデザイナーにでき、取引先のイメージするものと納品する商品のミスマッチが

起きにくい。 

 フェイクファーはニッチ商品でニーズも細分化しているため、国内での新規参入が少ないのも

事業の強みである。 

 また、生地を卸すだけではなく、裁断もするのが事業の特徴である。毛織物は裁断すると埃が出

る。その埃が縫製業者にとって負担となっている。そのため、OEM の分は裁断することがある。

2017 年秋に島精機製作所の裁断機を導入したが、毛織物向けにカスタマイズをした。通常の裁断

機だと、端の毛も一緒に切られてしまい、埃がたつ。埃がたたないようにするには、人手で切るし

かなかった。カスタマイズされた裁断機では、裏の生地だけを裁断するので、端の毛が切れない。

この裁断機の能力を利用しパーツにして売ることで、裁断の負担を軽減した。フェイクファーは、

裁断が負担になるという理由で受注に至らない部分があったので、そのボトルネックを解消でき

た。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 市場機会の発見は現社長の予見にあった。現社長は、実用としてのフェイクファーが役目を終

え、ファッション性の高いフェイクファーの需要が伸びると予見した。設立当時は防寒着用のフ

ェイクファーが過渡期であった。昭和後半、フェイクファーはジャンパーの裏やスカートの裏な

ど裏地に利用されることが多く、前身の岡田織物も実用向けフェイクファーを製造していた。平

成に入ると空調設備が整い、環境が改善した。現代表は、防寒としてのフェイクファーが衰退する

と予見、防寒としてのニーズがなくなればファッションで使われると考え、取扱商品をファッシ

ョン性の高いフェイクファーに絞った。 

 成長要因はアパレルの流行サイクルの短期化にある。以前は流行の伝わり方が遅く、毎年ファ

ーが流行することもなかったので、もしそのシーズンでファーが流行しなければ、１年後の機会
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を待たなければならなかった。現在は流行のサイクルが早くなり、新作のファッションアイテム

が月単位、週単位で出てくるようになった。そのため、どこかでファーが使われるという安定した

状況が発生した。コート以外にも鞄や靴などのアイテムにも使われるようになった。 

 

(3)ビジネスモデル 

 起業の背景は次の通りである。現代表の祖父の岡田新次郎氏が 1932 年に織物業を始め、冬場に

使う和服のショールを製造していた。和服から洋服に日本人のライフスタイルが移りかわる頃で

あった。その後、1975 年に岡田織物が設立。衣料品、寝具、インテリアなどあらゆる事業を展開

していたが 1988 年に解散した。現社長が残務整理を行っていると再開を望む声が多かったため事

業を再開し、1991 年に岡田織物を設立した。取り扱い製品は、婦人服のコート向けのフェイクフ

ァーに絞った。 

 高野口産地（パイル織・編物）は基本的に分業している。染工は染工、加工は加工だけを事業と

する企業があるので、産地のシナジーを活用している。 

社内でできないことは、外注に委託している。基本的に社内で行っているのは梱包・発送作業、

裁断、検品である。縫製は産地内企業に依頼している。生地の卸が基本だが、裁断してから納品す

ることもある。OEM の構成比が年商の 2 割くらいで、他 8 割が国内アパレルへの生地納品と、国

外への輸出となる。輸出は 2002 年に始め、知り合いの業者に依頼している。輸出は受注が不安定

で、年商全体の 10～35%を占めている。為替や流行の影響をうけやすく、確実な受注に至る手立

てがない。 

 

(4)商品戦略 

 主な取扱商品はフェイクファーである。最終製品としてはコートだけでなくストール、バッグ

など、他アイテムにもフェイクファーの使用が広がっており、商機が増えている。95%が婦人で、

5%が雑貨である。 

また、キャラクター着ぐるみも製造している。定期的な契約があるわけではなく、新しい依頼が

あれば様々な提案を行うスタイルをとっている。 

メイン素材はアクリル。生分解性繊維も使っている。 

 主な販売先はアパレルメーカーである。裁断したものを納品することで付加価値を出している。

生地を巻いて送ると輸送費が高くついた。芯を長くして、ケースの中で突っ張り棒のように宙に

浮かせて生地を送っていた。その輸送費はコストに反映させていた。毛織物の裁断では毛の方向

に配慮しなければならないため、生地の消化率は 65%から 70%である。つまり残りの 35%は不要

である。不要なものを送ることで輸送費がかかっている。裁断してその 35％を排除して送れば、

簡易梱包も可能となり、輸送費も安くなる。コストダウンできれば、販売価格に還元できる。 

裁断して残った 30％の不要な切れ端で小物をつくっている。捨てる切れ端で作れる製品を提案

し、製造したものとセットで販売している。 

島精機製作所のカスタマイズした裁断機では、生地の毛のある面を下にしてセットする。機械

側に無数の穴がり、そこから毛を吸引すると、生地だけが台の上に残るというしくみである。機械

上部にあるプロジェクタからパーツの枠を投影されるので、生地を目視して、もし傷があればコ
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ントローラーでパーツの枠を傷のない箇所に移動させることができる。このような機能もあるた

め、生地ロスが少なくなった。生地のボリュームによってパーツを投影する位置が変わる。機械が

吸引したあとの生地の高さを測定、それに合わせてプロジェクタが自動で上下し調整を行う。こ

の機械を導入するでは 1 枚ずつ手作業で裁断していた。 

 

(5)生産・調達戦略 

顧客が色と長さを指定して発注し、それを生地として納めるのが、旧来の納品までのフローだ

った。現在は例えば 2 着分なら 2 着分と「着分対応」をして、アパレルメーカーがその生地を使

い製品の見本をつくり、展示会で発表し、その後の反応次第で発注がくる。最初に販売する着分対

応の生地がなかったら、ビジネスが始まらない。そのため、自社で在庫を持って着分対応してい

る。在庫品は色数を入れると 400～500 種類あり、それぞれ少量だが在庫として保管している。減

ってきたら補充を行っており、多く在庫を持つことはない。 

裁断や輸出、製品化などのフローを差し込むことによって、生地を 1 年間有効活用できるよう

になった。昔は秋冬のデリバリーが終わると、翌年のシーズンが始まるまで生地を寝かせていた。

輸出はデリバリーする時期が早いので、閑散期に作業できる。それだけでなく、裁断や製品化で閑

散期にも生地を動かすことができる。また、生地を 1 年間扱うようになってから、アイテムの流

行を見ることができるようになり先が読めるようになった。 

 

(6)チャネル戦略 

 ニッチ商品なのでメーカーやアパレルに卸しており、問屋には卸していない。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

生地、製品の展示会で出展している。海外の展示会にも出展している。来場者も必要なもの、技

術を探しにきており、商談はビジネスに直結し、展開が早い。また、国内であれば裁断の提案を積

極的にしていく。国外では行っておらず、海外では OEM だと取引先がパターンを渡すことに強い

抵抗を示すことが殆どで、生地だけの提供をしているからである。 

「高野口パイルファブリック」は、高野口産地のプロモーションで共有して使っているトレード

マークである。メイド・イン・ジャパンの印象をより強く与えることができる。 

 取引先の最終商品で「岡田織物」の社名を表記しているところは、一部に留まる。しかし、ここ

での露出度は重要ではなく、最終製品へのエンドユーザーの評価が全てになると考えている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

メイド・イン・ジャパンのプロモーションに注力している。背景には、メイド・イン・ジャパン

を売りにするショップが増えてきていることがある。 

また納品後に、取引先との交流を行うことで、最終製品のイメージを具体的にしている。販売後

もコミュニケーションをとり、アパレルデザイナーの方向性を知ることで、今後の生地の需要が

予測できる。 
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(9)中長期経営戦略と目標 

 業界でのポジションを確立させる。そのためには、生地販売だけでなく、輸出、製品、裁断と

様々なことを継続していく。販売が安定し売上がのびれば、業界で自社がどれほど必要とされて

いるか、自社に対し何が必要とされているかが明確になる。自社の立ち位置がはっきりすれば、さ

らなる売上増を計画できる。 

産地貢献を行う。高野口産地の全体の売上はピークの 1 割になっており衰退している。現在は

ものづくりに支障ないが、これ以上産地全体の売上が減少すると、事業継承ができない。自社の売

上げを倍にして産地に貢献していかなければならない。生地を売るだけでは、業界で独自のポジ

ションを築くことは不可能である。縫製まで行う場合は、高野口産地の企業に縫製を依頼して産

地内に支払う。そうした循環が続けば産地は活性化してくる。これから５年間で着実に売り上げ

を伸ばして、高野口産地の活性化を促す。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 企業によっては、生分解性繊維を使ったエコファーのニーズに対し早急に応える必要がある。

特に日本国外の企業に集中している。 

 

(2)中長期的な課題 

エコフレンドリーに関する問い合わせ増えている。分解性繊維を供給しなければならない取引

先が出ている。現在はウール、コットンなどの有機物質でフェイクファーを製造し対応している。

特に日本国外は生分解性繊維のニーズが高まっている。ニューヨークなどの取引先では、生分解

性繊維を必須条件にしているところもある。一方、国内の生分解性繊維に対するニーズは急速に

高まっていない。短期的課題でありながら、中長期的な課題でもある。 

 高野口産地で織りから縫製まで行い、メイドイン高野口の方向性に持っていきたい。この方向

性を維持するには、自分たちの産地で生産できる体制が必要。 

 

(3)人材戦略の実際 

 ニッチな商品なので少人数で行っている。流行サイクルの短期化や、閑散期での海外への輸出

作業など、作業自体は安定し平準化しているため、少人数で問題が起きていない。必要に応じて人

数を増やすことは将来的に考えている。 
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7.株式会社岡本テキスタイル 
 

〔会社概要〕 

代表者 岡本雅行 

所在地 岡山県井原市高屋町 921-3 

設立年 1998 年 7 月 

資本金 20 百万円 

従業員数 18 名 

事業内容 ・インディゴを中心としたオリジナル生地の企画 

・テキスタイル販売 

・自社および協力工場の生産管理 

・紳士カジュアルウェア 60％、デニム生地 40％ 

（今後はアパレルの販売構成を増やしていく） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 デニム・ジーンズ産地の三備地区のテキスタイルメーカーである岡本テキスタイルは、2017 年、

東京にサンプル縫製工場「アンジーズ」を立ち上げた。将来は、ここでパタンナー作業をデジタル

化することで新製品の設計期間の短縮を目指している。 

そのシステムによって、短時間で多数の設計ができ、最終決定するまで数回行われていた新製

品の設計の変更・修正が短時間で容易にできる。また、生地の質感や色あいを 3D でリアルに表現

することでサンプル生地の発送が不要になり、配送時間と捨てられる材料見本の無駄をなくすこ

とがでる。カラー展開の検討も早くできる。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 海外でデニム生地の低価格化、高品質化が進んで井原市の繊維業が衰退した。当地域では機織

業者 10 社程度、染色業者 3 社程度しか残っていないため、岡本社長は将来を見越した戦略を考え

て、井原市の繊維産業を維持・発展をしたいとしている。 

上記の 3D バーチャルシステムにより、同社がアパレルから受託して生地業者と縫製工場に委託

する。縫製工場がアパレルから受託したパターン設計に岡本のシステムを利用するなどの手法が

想定されている。また、このシステムがあれば、近隣や国内に生地業者・縫製工場がなくなっても、

遠隔地や海外の業者とやり取りすることができる。 

 

(3)ビジネスモデル 

 同社は、2017 年 5 月、東京世田谷区にデニムの裁断から縫製をすべて行える一貫縫製工場（サ

ンプル縫製工場）「アンジーズ」を設立した。アパレルのサンプルを短期間に集中的に作成する縫

製工場である。 



 - 96 - 
 

サンプル作成は、パーツ縫いが主な量産工場と異なり、1 着の全工程を 1 人で縫い上げなければ

ならない。そのため、40 年の経験と熟練の技術を持つスタッフが技術指導をしている。また、フ

ァッションに興味のある人が気軽に足を運べる場として、洋服関連の仕事を目指す学生の学びの

場としての職人体験も行っている。 

その目的は、生産地が海外に移り先細りしている縫製の人材育成や技術継承である。見えにく

くなった物作りの現場をファッションの中心地で発信して、服に対する消費者の価値観を変えた

いとしている。 

また、次の時代を担う人々がデザイナーとしてブランドを立ち上げるときに、小ロットでも生

産を請け負って服作りが軌道に乗るまでの支援も想定されている。開業にあたって必要なノウハ

ウやスキルの伝授、営業支援などによって、縫製の担い手を増やしていく。 

また、同社は、デザインからパターン化までの作業をデジタル化して新商品の開発期間や業務

を短縮する 3D バーチャルシステムを開発しており、「アンジーズ」でそれを実現することも想定

されている。 

 

(4)商品戦略 

 品質を裏付けとした国内デニムのブランド化が重要であるとしている。 
 

(5)生産・調達戦略 

 生地には、他にまねできない、価格競争にならない独自性が必要である。そのため、生地に独特

の風合いや質感を生み出す旧式の織機を補修・改良して使っている。また、生地の耳部分にネーム

ステッチを入れる機械や最新の革新織機も導入して応用範囲を広げている。 

 

(6)チャネル戦略 

 販売業者(アパレル)から委託を受けて「作るだけ」でなく、将来は「売り先まで考えて作る」発

想が必要だと考えている。将来的には、生地や製品の販売先を海外に広げていく。自社ネット通販

ブランド「でに丸」は、こうした観点から 2012 年ごろから続けている。 

 

(7)ここ 5 年で注力している点 

 縫製現場の運営を無駄なく有効に活用することに注力していく。そのために、デザイン・パター

ン化(型紙化)作業のリードタイムの短縮、3D による型紙作りの研究開発を行っている。 

これは、デジタルハリウッド(CG 映像デザイン専門学校)、TFL（東京ファッションテクノロジ

ーラボ）、文化服飾学院などと連携している。この先数年間、毎年 4 社での投資を想定している。

資金は行政の助成を受けたいが、その方法がわからないため、先端技術の習得と開発を進めてい

る専門学校と連携している。 

サンプル縫製工場「アンジーズ」がこの施策の具体化を進めており、2020 年 2 月から専任担当

者を 1 名配置している。 

 

(8)中長期経営戦略と目標 
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 アパレルメーカーが乱立して、正規価格での販売が少なくなり、マークダウン後の販売が主流

になってしまい、服が供給過多になって廃棄されている。いずれ廃棄の無駄が食品ロスと同様に

社会的な問題になるとみている。 
 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 デニムの生産ロットが大きいこと。1 反からできる時代に 30 反以上が必要になっている。 

事業者組合は集まるだけで機能していない。当地域の繊維産業は、行政側の産業振興の対象に

なっていない。 

 

(2)中長期的な課題 

パタンナー作業のデジタル化を実現すること。これは、身銭を出してでも、繊維産業に身を置く

者の使命としてやっていきたいとしている。 

また、事業として生き残るだけではなく、事業運営に楽しみを見出せるような仕組みを作りた

いとする。事業の運営には楽しみが必要であり、それがあればこそ事業が継続できると考えてい

る。したがって、短期的視点だったり、少々な変革ではなく、10 年、20 年先の長期的に視点に立

った改革を考えたいとしている。 

 

(3)人材戦略の実際 

上記のために、将来を任すことができる 3D、IoT などのデジタル技術に興味がある人材を雇用

していく。20 年先には、服に対する価値観が変わるかもしれない、服など着なくても良いものが

開発されているかもしれない、こうした革新的な視点で将来の方向性を見つめていきたい。今後

も生地の開発は必要だがもう業界内の発想では難しい。最近、蜘蛛の糸を繊維に利用する技術研

究がされているが、こうした生物の利用や自然界の応用といった視点は我々業界内の人間が発想

することはできない。そのため業界外からの人材登用も課題である。 
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8.カジナイロン（カジグループ） 
 

〔会社概要〕 

代表者 梶政隆 

所在地 石川県金沢市梅田町ハ 48 番地 

設立年 1934 年創業（梶製作所） 

資本金 カジナイロン：4,000 万円、カジレーネ：2,500 万円、カジニット 1,500 万円、

梶製作所：2,000 万円、カジソウイング 1,000 万円（2019 年 9 月より休眠会社

化、縫製機能はカジレーネに移管） 

事業内容 繊維機械製造、合繊長繊維織物製造、合繊のかさ高加工、ニット生地製造、ア

パレル製品縫製  

従業員数 カジナイロン：85 名、カジレーネ：113 名、カジニット：13 名、梶製作所：

73 名 計 284 名 

グループ会社 ㈱梶製作所、カジレーネ㈱、カジナイロン㈱、カジニット㈱、カジソウイング

㈱ 他 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

カジグループの強みは糸加工から縫製まで国内で一貫生産できる点である。カジグループ以外

の企業でも北陸 3 県で協力工場があり、北陸産地内で一貫生産できる体制を整えている。 

 商品的な強みは織物、ニット、糸加工それぞれの製品で高付加価値商品を提供している点であ

る。 

合繊織物を生産するカジレーネでは、髪の毛よりもはるかに細い長繊維の糸を高密度に織る技

術を、カジニットでも薄手のニットに特化して生産しており、薄地織物、薄地ニットに特化した付

加価値の高い製品が強みである。 

 糸加工のカジナイロンは 2 種類以上の糸を混ぜて、それぞれの糸が持つ特性を生かすことがで

きる複合加工を行い、旭化成のベンベルグを核としたポリエステルやナイロンとの複合加工糸は、

同社が誇る技術である。 

糸加工、織、編みのそれぞれの分野において、高度な技術を要し、付加価値の高い製品が強みで

ある。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社はこれまで大手合繊メーカーの委託製造を行う産地企業で、いわば黒子的な存在であった。

しかし大手メーカーが海外に拠点を移動し始めたバブル崩壊後から、国内産地企業の低迷が始ま

り、国内の生産能力の低下に歯止めがかからない。このままでは生き残ることが難しい時代にな

っていく。 

そこで同社は将来生き残るために、アパレル、トラベル関連、ファブリックの 3 つの製品で高
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付加価値のオリジナルブランドを立ち上げ、エンドユーザー、アパレル関連企業にメッセージを

発信している。合繊の糸加工、織物、ニットで高付加価値素材を用いた製品を開発し、そこに市場

機会を見出している。 

 

(3)ビジネスモデル 

カジグループは 1934 年、石川県かほく市に繊維機械製造の梶製作所からスタートした国内・海

外合わせて 7 社で構成される。梶製作所設立後、1950 年に織物製造の梶織物（現カジレーネ）を、

1964 年に糸加工のカジナイロン、1972 年に丸編みのカジニット、1974 年に縫製のカジソウイング

を設立し、糸加工から最終製品までを一貫して行える体制を築き、国内で一貫生産できるのが強

みである。カジソウイングは（2019 年 9 月より休眠会社化）主にベビーブランドの委託縫製を中

心として、その他に自社製品ブランドを縫製していた。今後少子化からくるベビーブランドの将

来性を考慮し、委託縫製事業から撤退し、協力工場に依頼しくにい自社ブランドで難易度の高い

製品の縫製をカジレーネに移管し行っている。 

グループ企業の売上高構成比は梶製作所 3 割、カジレーネ 3 割、カジナイロン 3 割、カジニッ

ト 1 割、主力の合繊テキスタイルはカジレーネとカジナイロンで生産し、9 割が委託生産、1 割は

自社ブランドである。合繊テキスタイルは 8 割以上が輸出で、アメリカのアウトドアブランド、

ヨーロッパのメゾンファッションブランド、国内はスポーツメーカーに販売している。 

 

(4)商品戦略 

北陸は世界に誇る合成繊維の産地であるにもかかわらず、産地のブランディングができていな

い。テキスタイルの販売先の 8 割以上が海外クライアントであり、今後生き残るためには世界に

対しブランディングが必要で、現在企業のブランディングに注力している。 

 ブランディングをするためにはエンドユーザーに情報発信をする必要があると考え、2 つのブラ

ンドを立ち上げた。1 つは 2014 年に立ち上げたトラベル服飾ブランド「TO & FRO（トゥアンドフ

ロー）」、2 つ目は翌年 2015 年にメンズファッションブランド「Timone（ティモーネ）」である。 

 「トゥアンドフロー」は伝統的な雑貨の専門店である中川政七商店との協業で生まれたトラベ

ル関連の服飾雑貨ブランドで、旅先で必要なネックピローやアイマスク、トラベル用スリッパ、レ

インコート、ポケッタブルポーチなどを扱う。 

 「ティモーネ」はカジグループが開発した高機能・高品質ファブリック「KAJIF（カジフ）」を

用いている。ジャケット 3 万円台後半、パンツ 2 万円台前半、セットアップ 6 万円。 

「KAJIF（カジフ）」は 2019 年に立ち上げたブランドで、合成繊維の新しい可能性を追求してい

る。現状はアパレル製品を中心に用いられている。「カジフ」には 6 つの機能があり、高付加価値

を提供している。 

①アルティメットライト 

軽さの常識を超える、究極の軽さ 

②ストレッチプレジャー 

動きに寄り添う、心地よいストレッチ 

③コンパクション 



 - 100 - 
 

高密度から生まれる、独創的なハリとコシ 

④テーラードテクスチャー 

糸から仕立てる、妥協なき質感 

⑤スペリアテック 

「快適」と「素敵」の、ちょうど良い融合 

⑥カッタブル 

自由に切れて、自由に着れる。世界初の織物フリーカット素材。切りっぱなしでもほつれない特

殊な生地 

 

 2019 年 10 月に東京・北青山に生地のライブラリーを開設した。「KAJIF」を中心に展示し、アパ

レル、デザイナーの他、一般消費者も立ち寄ることができる。自社ファブリックブランドの情報発

信を行っている。 

 

(5)生産・調達戦略 

 糸加工の「カジナイロン」、織物製造の「カジレーネ」、ニット製造の「カジニット」、縫製業の

「カジソウイング」の 4 社からカジグループの繊維事業は成り立っている。糸づくりから最終製

品に至るまでの工程をグループ内で完結できるのが強みである。 

 2019 年に立ち上げたオリジナルファブリックブランドの「カジフ」は原糸にトップクラスの素

材を用い、糸加工を施し、織りと編みで製品化する。1 マーク開発するのに半年かかる。通常の同

社のファブリックの倍のリードタイムがかかり、高機能で、高付加価値を有する合繊ファブリッ

クである。 

 

(6)チャネル戦略 

「トゥアンドフロー」は羽田空港第 2 ビルの地下に１号直営店を出店後、中川政七商店への卸

売（約 50 店舗）、全国の雑貨店約 200 店舗に卸売をしている。最近は渋谷スクランブルスクエア

内の中川政七商店にショップインショップの形式で、今春はルミネの新ショッピングセンターで

ある横浜ニュウマンに出店を予定している。 

「ティモーネ」はメンズイタリアンンファッションのブランドでジャケット、パンツ、コートな

どを展開している。40～50 代の感度の高い男性向けで、髙島屋などの百貨店、セレクトショップ

などへ卸売をしている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 このように自社ブランドを立ち上げ、卸や小売に進出することで、人脈が広がった。「トゥアン

ドフロー」では ANA や JAL、ピーチ航空などとコラボレーション商品が生まれた。同社が素材メ

ーカーであり、モノづくりを自社できる環境を持っている。これまで川上に近い立ち位置で、委託

生産が中心であったため、エンドユーザーに近い人脈を広げることが難しかった。しかし自社ブ

ランドを通じて川下に参入することで、同社の生産基盤を活かせる事業機会が増えている。 

 また北陸の企業からのユニフォームのオーダーが増えている。地方の製造業のユニフォームは



 - 101 - 
 

一般的に地味な色合いが多いのに対し、欧米の製造業のユニフォームはおしゃれで、明るい色合

いが多い。ユニフォームひとつで社内環境がよくなり、就労意欲が高まるのなら、という要望が地

元企業から多く寄せられている。 

 これは同社が北陸の産地企業が活性化することで、国内の繊維産業全体の活性化につながると

考えているためで、同社のミッションである「日本の繊維を元気にする」に基づいている。ユニフ

ォームは北陸三県で生産をし、例えば福井の企業なら、福井県の生地→染色→縫製をコーディネ

イトし、富山なら富山内の企業をアレンジして生産を行い、地産地消に結び付けている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

企業ブランディングが課題である。近年はブランディングに力を入れている。具体的には「トゥ

アンドフロー」「ティモーネ」「カジフ F」といった自社ブランドを開発し、さらにウェアラブルテ

キスタイル、炭素繊維、タンパク質素材、人工血管など、成長分野のプロジェクトを立ち上げる新

規事業推進室を立ち上げた。これら成長分野の先進的なベンチャー企業への出資も行っている。

成長分野と繊維を組み合わせて新規事業を進めていく。 

企業ブランディングにあたっては世界トップの合繊の産地である北陸の認知度、ロケーション

を活用している。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

委託生産の請負が事業の中心で今後もこのままであるならば、生き残ることができないという

危機感が同社にはある。自立して事業を展開するというメッセージを自社ブランドの開発と新規

事業開発から見ることができる。 

また、これらの取り組みは同社に集まってくる人材に刺激を与え、若い世代の人材が繊維産業

全体に広がっていくことを目指している。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)課題 

合繊テキスタイルの売上高の 8～9 割が欧米への輸出である。アメリカのアウトドアブランド、

ヨーロッパのメゾンファッションブランドなどが主なクライアントである。欧米の企業は環境配

慮に対する意識が国内企業よりも高く、欧米への輸出がメインである以上、近年急速に高まって

いる SDGs、CSR などサスティナブルな取り組みが求められている。具体的には水処理や再生エネ

ルギーの使用などで、欧米企業から求められる水準に対応するのが課題である。来年操業予定の

新工場ではこれら欧米企業が求める環境基準に準拠している。新工場以外の既存工場にもこれら

基準に対応するべく投資を行っていかないといけない点が課題である。 

 

(2)人材戦略の実際 

自社ブランドや新規事業の取り組みは人材確保の面で効果が出ている。成長分野の研究に興味

を持つ大卒を採用することができ、自社ブランドを開発できる環境は同社の将来性に期待が持て

るとして入社希望者が増えている。毎年 10～20 名の採用を行っている。  
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9.株式会社きものブレイン 
 

〔会社概要〕 

代表者 代表取締役社長 岡元松男 

所在地 新潟県十日町市沢口丑 510-1 

設立年 1988 年 5 月 

資本金 90 百万円 

事業内容 きものアフターケア、ビフォア加工、リサイクル・プレタきもの販売、和装品

企画製造、テキスタイルラボ事業、きもの虫干し保管サービス「RAKURA」、

きものアフターケア診断士講座、無菌人工給餌周年養蚕事業 

従業員数 293 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

きもの総合加工のリーディング企業である。呉服店から反物を預かり、加工、仕立てをワンスト

ップで行う。従来、平均納期 60 日かかっていたのをワンストップサービスとすることで 30 日に

短縮した。仕立て実績は年間 10 万点（きもの、長じゅばん含む）を超え、国内実績ナンバーワン

である。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

同社はバブル経済崩壊後、縮小が続くきもの市場にあって、ビジネスチャンスをきもののアフ

ターケアに見出し、成長した。 

現在は、先行きが不透明なきもの事業だけでは長期的な成長は見込めないとし、現在新しいシ

ルク産業を創り出そうとしている。 

かつて、レストラン事業を手掛けたことがあった。きもの事業だけでは将来が展望できないた

めである。しかしファミリーレストランの全国チェーンが店舗網を広げ、競争が激しくなった 20

年ほど前に撤退した。レストラン事業は主力のきもの事業と、現在進めている養蚕事業とシナジ

ー効果を生まないため、結果的に撤退をして正解だった。 

 

 (3)ビジネスモデル 

きものブレインはきもののしみ抜きなどのアフターケアから縫製、ビフォア加工を行うきもの

の総合加工を行っている。 

岡元社長は 1976 年、きものの販売会社を立ち上げた。しばらくして、お客様からしみ抜きの相

談を受けたことがきっかけで、現在のアフターケア事業が生まれたが、しみ抜きを軽い気持ちで

受けたものの、思うようにしみが落ちない。しみ抜きの技術者探しに奔走している間に染色補正

技術者と出会い、結果的にきれいにしみを落とすことができた。 

しみ抜きをしたきものを顧客に返すと、感謝の気持ちをしたためた手紙が届き、同社のしみ抜
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きの評判が口コミで広がっていった。岡元社長はきもののアフターケアというマーケットが確実

に存在すると見込んで、1983 年、きもの業界で初めてアフターケアを事業化し、1988 年、㈱きも

のブレインを設立した。 

しかし当初は、全国の呉服店にアフターケアのマーケットニーズがあることを説いてまわって

も理解されなかった。当時の呉服店は売り上げとなるきものの販売のみに注力しており、販売後

のサービスには目もくれなかった。 

ところが 1990 年初頭のバブル経済崩壊後、新規のきもの販売が大幅に減ると、アフターケアに

関する呉服店からの問い合わせが急増し、成長軌道に乗った。 

現在きものブレインは次の 7 つの事業を展開している。 

①きものアフターケア事業（着用後のお手入れ、丸洗い、しみ抜き、ヤケ直し、工芸修正他） 

②きものビフォア事業（仕立て前の反物の修正・ガード加工他） 

③きもの縫製事業（誂え手縫い、ベトナム直営工場） 

④きもの製造販売事業（水洗いできる正絹きものの製造・販売、リサイクルきものの販売） 

⑤ドリームケア加工事業（天然繊維への超撥水・抗ピリング加工） 

⑥きものアフターケア診断士講座 

⑦無菌人工給餌周年養蚕事業 

 

 ①～③のきもの事業で売上高の 90％を占めている。 

 

(4)商品戦略 

 同社のサービスは呉服店を通じて行われる B to B のビジネスであり、小売販売単価はない。加

工賃は品種、加工内容ごとの価格表を作成し、呉服店と加工契約をしている。しみ抜きなど、きも

のの状態の程度で料金が変動するサービスは出来高の請求になる。 

 アフターケアでは 5 年間無料保証の「しあわせガード」、きもの虫干し保管サービス「RAKURA」、

水で洗える正絹きもの「ふるるん」などメニューもある。 

 現在仕立は国内に手縫いの技術者が少なくなり、海外で全体の 90％が仕立てられている。同社

は海外縫製 10 万 4 千点（きもの、長襦袢）（業界シェアトップ）、国内縫製 8 千点の実績がある。

海外縫製はベトナム直営工場で行っている。 

 同社が取り扱う年間のきものの点数は 52 万点に上る。大量のきものの自動化、効率化が課題に

なっている。 

 

(5)生産・調達戦略 

 同社は 1996 年に、業界で初めてきもののワンストップサービスのビジネスを開始した。呉服店

で反物を採寸し、呉服店はその反物を同社に送る。ビフォア加工、仕立て、縫製の後に呉服店に戻

す。同社がワンストップサービスを始める前までは店頭で反物を購入し、きものとして呉服店に

納品するのに 60 日かかっていた。これを同社は 30 日に短縮し、一連の加工料金を従来の価格か

ら 30％を安くした。 

 同社と呉服店の BtoB のビジネスであるが、呉服店の減少、きもの市場の縮小を受けて今後は、
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きもの購入のエンドユーザーに直接配送するサービスも検討している。 

 

(6)チャネル戦略 

同社の販売先は呉服店である。取引呉服店は全国に約 1,300 店ある。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

国内できものの仕立て実績ナンバーワン企業であり、販売先である呉服店に様々な新規メニュ

ー、きものクリニックの内催を強く売り込んでいる。 

 セールスプロモーションは新規事業であるシルク産業の創造で力を入れている。その一つであ

る養蚕事業を強化していく（後述）。 

 

 (8)ここ 5 年で注力している点 

きもの事業の将来的な市場縮小を見越し、新規事業に注力している。「きもの文化村構想」では、

直近の投資として、きもの文化村第 1 期工事として 2017 年 3 月、夢ファクトリー新工場を完成さ

せた。 

同社は地場産業 50 億円企業を目指して事業の多角化を進め、養蚕事業に力を入れている。「み

どり繭」の量産技術を有し、健康や美容への効果が期待される商品開発を進めている。「みどり繭」

は餌である桑の葉の色素が抽出された繭で、美しく機能的なシルクの特性に加え、健康成分・フラ

ボノイドを一般の白繭の 10 倍以上を含有している。この「みどり繭」を用いて、シルク衣類（パ

ジャマ・下着、枕・布団、今治タオルなど）やコスメ（石鹸、化粧品、シャンプー、ボディシャン

プーなど）、健康食品（サプリメントなど）の商品化を進めている。2018 年から「みどり繭」のエ

キスを用いた化粧品などの新ブランド「絹生活研究所」として立ち上げている。化粧水やせっけん

といったコスメ商品はこれまで自社サイトと呉服店内のショップインショップで販売していたが、

今年からはテレビ通販、外部企業と組んでネット販売などを行っていく。 

 

きもの事業では年間 52 万点のきものを効率よくさばき、また社員に定年退職や産休、育休取得

者が増えていることから、業務改革を進めている。外部企業と組んで、RPA（ロボットプロセスオ

ートメーション）や AI の導入を検討し、余剰人員を新規事業に振り向けたいと考えている。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 東京オリンピック・パラリンピック大会後の数年間で、きもの市場は 20％～30％ほど縮小する

と見込んでいる。そこで、事業の多角化を目指し、2020 年 7 月期は養蚕事業に伴う「緑繭」エキ

スの商品化、販売強化を通じ売上高を見込む。2030 年までに既存のきもの事業で 30 億円、養蚕事

業で 20 億円の計 50 億円を目指す。 

 

中長期的にはきもの文化村構想を進めており、6 つの側面、狙いがある。 

 一つは現在の 3 工場を 1 工場に集約し、生産効率を上げる。新型加工設備を導入し、同社の「成

長戦略」である。 
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 二つ目は「産業観光」として全国のきものファンが一度は訪れる施設を設置する。 

 三つ目は「無菌人工給餌周年養蚕事業」で、経済産業省の補助事業としてスタートした。 

 四つ目は「教育・文化」をキーワードに、きものアフターケア診断士講座など滞在型きものアフ

ターケア体験講座を行う。 

 五つ目は「人材育成」で大学とのインターンシップ提携、修正、縫製などの技術の伝承、後継者

の育成を行う機能を持たせる。 

 六つ目は各種工房やアトリエを誘致する。全国から手織、草木染の作家のアトリエ/工房を誘致

する。 

 このような 6 つの機能を持った村を構成していくことで、「シルク産業・文化都市 十日町」を

目指している。 

  

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 同社は年間 10 万点以上のきものの縫製を行っており、海外では直営工場のあるベトナムで縫製

を行っている。そのベトナムで人手不足が課題になり、結果的に人件費アップにつながっている。

業界最大手の仕立て実績がある同社のコストアップに対し呉服店は必ずしも協力的ではない。 

同社はベトナムでの人手不足を解決するべく、ロボット縫製の導入を検討した。ロボットを導

入し縫製の自動化を検討したが、不幸中の幸いで昨年は仕立て受注が減少し、現行の人員で対応

することができた。ロボット縫製の導入を 1 年先送りにし、養蚕事業に経営資源を投入している。 

 

(2)中長期的な課題 

 地元・十日町市のまちづくりにも貢献（きもの文化村構想などによる「シルク産業・文化都市 

十日町」を目指す）しつつ、地場産業 50 億円企業を目指す。目標とする企業は地域の雇用創出、

地域貢献としてなくてはならない伊那食品工業（本社：長野県伊那市）を挙げている。 

 

(3)人材戦略の実際 

 同社はこれまで、「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員特別賞（2012 年）、ダイバ

ーシティ経営企業 100 選（2013 年）、第 5 回「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣表彰 経済産業

大臣賞（2013 年）、平成 29 年度「地域未来牽引企業」（2017 年）など数多くの表彰を受賞。新卒を

はじめとして全国から人材を積極的に獲得している。特にダイバーシティ企業として、障害者雇

用、女性登用に力を入れており（社員の約 15％が障害者、同約 70％が女性）、入社 2～3 年の社員

で「障害者支援委員会」を構成し、障害者が安心して働ける職場環境を作り、能力の向上を図って

いる。「障害者支援委員会」は 30 年以上前から取り組みをはじめ、多様な人材が活躍する職場を

提供している。最近では、子育てサポート企業「くるみん」の認定（2019 年）を受けた。 

 このような取り組みに力を入れていることから、同社社員の平均年齢は 39 歳ときもの業界平均

と比べ、大幅に若い。毎年、県内、県外から求人があり、不足感は感じていない。 
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10.株式会社ギャレット  
 

〔会社概要〕 

代表者 梅村泰之 

所在地 愛知県名古屋市北区如意 4-52 

設立年 1984 年 6 月 

資本金 20 百万円 

事業内容 ソックス、バッグ、帽子、インナー等の服飾雑貨の企画・生産・卸 

従業員数 133 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

同社は、ファッション雑貨における企画立案から販売戦略まで、トレンド、機能、実用性など、

顧客ニーズに応じたチャネルでトータルプロデュースできる強みがある。 

「ものづくり」へのこだわり、日々変化するトレンド、ニーズなどに対して最良なものを提供す

るため、国内外にネットワークを形成している。 

同社は、現状を把握しながら様々な企画ができる点を他社との違いとし、その企画力を評価し

てくれていることが強みとみている。 

ブランドの持つ価値を最大限に生かすことで海外での口座が増加し、それが国内にも広がって

おり、グローバルに展開することが信頼につながっている。この信頼により、2019 年度もメジャ

ーブランド、ライセンスブランドを取得し続けている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社はかつて、総合ディスカウント店用に製造した商品に対し、不良品としてクレームが発生

したことがある。そのクレーム対応において、生産や品質を熟知してないと、相手に対し説得力を

与えられないことに気づき、品質管理室を設置した。正確な製品の知識を得ることで、単に謝罪す

るだけではなく、製品の説明も補足することで相手により深く理解、納得してもらえるようにな

った。 

EC の取り組みが他社に比べて遅かったとみている。WEB よりも実物を見たいだろうという考

えのもと、EC の取り組みが後手に回っていた。しかし今は、メルカリなど CtoC のビジネスモデ

ルまで幅が広がり、そのスピードに乗り遅れた感がある。現在はこれらの反省を活かし、EC の取

り組みも強化している。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社は、海外ブランドの輸入代理業務を行っている。また、海外得意先に自社ブランド商材及び

OEM 商材を製造販売している。アメリカ、中国、オーストラリア、イタリア、イギリスの他、カ

ナダ、韓国、台湾、香港、シンガポール、フランス、南米など世界各地において輸入・輸出業務を
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行っている。 

顧客へ価値ある品質の商品を提供するために、中国・上海に現地法人「G-FACTORY CHINA 吉

発得利（上海）貿易有限公司」を設立した。世界一の生産国である中国の生産背景を現地にて管

理・運営し、商品調達及び生産されるプロセスを踏んでいる。 

また、欧米各国のコレクション情報、取引先からの情報など情報収集し、独自データ分析をもと

に商品化している。顧客からの要望にも瞬時に対応するだけの情報を常にストックし、提案・供給

している。 

異業種との連携状況としては、ゲーム、アニメ、ユーチューバーとのコラボレーションが進んで

いる。これからはファッションの中にあらゆるものが組み込まれるとみている。しまむらのウェ

ブサイトやユーチューバーの動画、インスタグラムなど SNS の活用も増やしている。 

 

(4)商品戦略 

アイテム構成は、2019 年で靴下：雑貨で 50：50 となる。2016 年は靴下：雑貨で 65：35 だった

ことを踏まえると、ここ数年で雑貨の比率が高まっている。雑貨類の中で特に鞄が伸長している。

これは、2016 年に自社ブランドを立ち上げたことが影響している。 

ターゲットは高校生～大学生が中心となる。価格は、靴下では 5 足パック 750 円、1 足 80～

1,500 円、鞄では 2,900～15,000 円となる。レディスバッグの中心価格は 4,900 円。 

2020 年春にはオリジナル靴下ブランド「ジャムガーデン」から犬用の靴下を販売。犬の飼育頭

数は全国で 900 万頭に上り、ビジネスチャンスがあると捉えている。着用シーン散歩で、特に夏

の時期はアスファルトが高温になるため、犬の足の保護として使う。また、自宅フローリングなど

滑る床は腰に負担が掛かるが、靴下には滑り止めシリコーンゴムをつけているため、負担を軽減

することもできる。サイズは超小型犬から大型犬まで対応し、3 足 1,000 円。 

 

(5)生産・調達戦略 

基本的に自社企画の製品で占め、99％の構成である。スタッフは 60 名近くおり、生地屋など自

社で選択している。自社工場はベトナム、奈良にあり、生産拠点は中国がメインとなる。 

輸入業務においては、2010 年にアメリカ製バンダナブランド「HAV-A-HANK」の日本における

正規代理店としての契約を行い活動している。2011 年にはアメリカ製リサイクルアルミボトルブ

ランド「LIBERTY BOTTLE WORKS」の日本における正規代理店としての契約を行い活動してい

る。他にも、欧米のブランドを中心に各ブランドの紹介を行っている。 

 

(6)チャネル戦略 

しまむら含めたカジュアルショップで 60％、ドン・キホーテ含めた GMS で 30％、セレクトと

海外で 10％という構成。 

なお、国内の小売店や百貨店には海外で人気のブランド商品のライセンスを独自のルートにて

取得し、販売・流通を行っている。 

アンダーウェアは予想以上に引き合いが強いとし、ジーンズカジュアル専門店やセレクトショ

ップなどへの販売も強めている。 
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PB 商品はメディアへの露出や SNS の活用を積極化する。新たにパンティーストッキングを提

案する「ガーク」はメディアでの宣伝に注力している。レディス中心のバッグ「EDT」はインフル

エンサーなどを起用して認知度の向上を見込んでいる。 

また、今後はペットショップなどこれまでにない販路も開拓していく。視認性を高める狙いで、

小型ボックスを作製し、カウンター横に設置してもらうといった販売方法を検討している。2020

年 2 月中旬から店頭販売している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

アメリカ・ラスベガスで開催される世界最大のファッション展「マジック（MAGIC）」に 10 年

ほど出展している。海外の展示会は年に 4～5 回、国内でもフェスなど、ブランドごとで出展して

おり、いずれも各ブランドの認知をしてもらうことに重きを置いている。 

社内の展示会では、時間によっては来場者の混み具合に波が生じるため、さらなる来場を見込

むための一環としてアウトドアの展示会も行い、集客につなげている。これらは今後の異業種と

のコラボレーションにもつながる要素を含んでいる。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 グループ会社のウェイン（奈良工場）の設備投資や自社 PB の強化を進めている。また、事業部

の設置で EC 強化やフェスへの出展など外への発信も積極化している。 

また人材育成への投資、事務所の設置、働き方改革、環境改善、フリーアドレスなど様々なこと

に取り組んでいる。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

同社は 2025 年までにアパレルへの参入を果たしたい考えがある。特にレディスアパレルへの市

場開拓を進めたいが、「靴下」も引き続き強化していくことに変わりはない。 

売上高は、2019 年 6 月期の売上高は単体、グループともに過去最高となっている。この要因と

して 2018 年 9 月から扱いを始めた英国発のアウトドアブランド「コブマスター」で、帽子やバッ

グなど雑貨とアパレルなどがセレクトショップを中心に好調に推移したとされる。 

PB をはじめとしたブランドの PR 強化を狙い、初めてプレス向け展示会を東京で開催した。雑

誌編集者やインフルエンサーが来場し、好感触だったため、今後年 2 回開催する目標である。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 国産靴下の強化が課題。奈良県の自社工場で生産し、付加価値の高い商材として打ち出してい

る。新ブランド「アノニマスイズムスポーツ」では、これまで扱いが少なかったスポーツタイプの

ソックスを販売する。健康志向の高まりを受け、ランニングやゴルフなど様々なスポーツシーン

で使える仕様にしている。このように、これまで扱いの少ない商材をいかに企画できるかが課題

でもある。 

早期に自社 PB 比率を高めたい考えがある。安定した売上、粗利は自社ブランドの保有が重要と
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思っている。また、ライセンスブランドの強化、ロサンゼルスに米国法人の設立をはじめとした海

外事業の拡充で国内外で販売を強めたい考えである。オフィスの改善や働き方の見直しも進め、

社員の能力発揮を目指していく。 

 

(2)中長期的な課題 

 BtoC マーケティングを検討している。メジャーブランドの取得、ブランドを借りるというより

は、「買う」という方向で考えている。 

また、グローバルビジネスの拡販、拡大を図っていく。ターゲット層、小売市場の動きを追いな

がら、マーケティング精度を上げていくことが重要とみている。 

英国のアウトドアブランド「コブマスター」や「パーソンズ」ではアパレルを充実させていく。

特に、パーソンズは専門店でポップアップショップを開き、これまでのインナー以外に、T シャツ

やニットなどを増やしてファッション提案を強めていく。 

 今後、海外事業の強化においてロサンゼルス（LA）に営業拠点として「ギャレット USA」を設

立する。同社や貿易業務を主体とする関連会社ジーファクトリーの米国商品の仕入れの他、自社

の国内製品を現地小売店へ卸売をする役割を担う。20～30 代の若い社員 2 人を常駐させて運営し

ていく。 

  

(3)人材戦略の実際 

 直近の業績では減益となったが、これは、人材確保などによる投資のためで、採用活動、研修制

度、人材育成といった人材戦略を注力しているためである。 

また、東京オフィスを拡大する。これまでのフロアはショールームや撮影室などに使用し、新た

に賃貸するフロアをフリーアドレスのオフィスとする。これまでも残業を減らしたり、年間休日

を 5 年をかけて 17 日増やしたりするなど働き方改革を進めており、労働環境の整備にもより取り

組んでいく。 
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11.光和衣料株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 伴英一郎 

所在地 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼 10 

設立年 1953 年 12 月 

資本金 1,680 万円 

事業内容 学生服の企画・製造・販売 

従業員数 130 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 光和衣料は学生服のメーカーである。学生服の生産は、卒業式から入学式の 2 週間という短納

期であることから国内が基本である。ところが国内生産は縫製をはじめとする職人の高齢化と後

継者難から衰退の一途をたどっている。製造業にとって人材を安定的に確保できるかどうかが、

事業継続及び成長のための絶対条件になっている。 

このような業界の現状にあって、光和衣料は若い人材を安定的に獲得できるポジションにいる。

このことが強みである。 

人材を確保するためには光和衣料を知ってもらい、興味を持ってもらい、好きになってもらう

必要がある。現在の高卒、大卒の新入社員は自宅から通勤する、同じ学校出身の先輩が在籍してい

る、ワークライフバランスがとれる、土日出勤がないといった基準で就職先を絞り込んでいる。こ

のような学生の要望を受け入れ、高校、大学と継続的なパイプ作りを積み上げてきたことで、若い

人材を安定的に確保することができるようになった。 

 

 作れば売り上げになる大量生産大量消費の時代から、生産可能な分しか売り上げにならない時

代になっている。つまり生産力が低下しているため、作る量が限られてしまっている。 

学生服の業界も同様で、国内で生産を安定して行える企業は減ってきており、生産可能な量しか

販売することができない。 

 生産量が限られるとすると、できるだけムダを出さないよう、効率的に行う必要があり、年間の

生産計画の精度を上げる必要がある。そのために光和衣料は「オートファクトリーシステム」を構

築した。 

 オートファクトリーシステムとは受注から製品発送までの工程をクラウドで結びつけるシステ

ムであり、生産性の向上に高い効果を発揮している。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 国内人口は少子化が進み減少し、学生服のマーケットは縮小していく。学生服は卒業式から入

学式という短い納期の問題から、海外生産をせずに国内生産で行ってきた。しかし縫製工場に人
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材が集まらなければ、生産は成り立たない。 

 同社はこの状況において、モノづくりの現場に安定的な人材を送り込み、国内で数少ないメー

カーとして生き残りをかけている。学生服メーカーとして、このような生産市場でビジネスチャ

ンスを見出している。将来的に国内で同社しか生産する場がなくなったとすれば、オンリーワン

としてのポジションを築くことができる。 

 

(3)ビジネスモデル 

 光和衣料は昭和 14 年に御徒町に創業し、当時は子供服、軽衣料、制服製造の下請（下職）をし

ていた。戦後、埼玉県久喜市に移転した。下請けから町工場に拡大し、学生服メーカーに発展して

現在に至る。これからはデザインファームとして、オリジナル学生服の製造、販売を強化してい

く。 

 企業経営における固定費は経営資源でもある商品（在庫）、人（人件費）にかかる。多くのアパ

レルメーカーは商品在庫を持つことで販売機会のロスを軽減しようとするが、結果的に売れ残り、

固定費が積み上がり、利益を圧迫している。 

 しかし同社は、製造人件費を重視し、商品（在庫）を極力持たない運営を目指している。強みで

ある若い人材の安定的な確保が同社のビジネスモデルには欠かせない。 

 

(4)商品戦略 

 学生服メーカーとして、セーラー服、詰襟学生服、ブレザーなどを製造販売している。売り上げ

に占める構成はオリジナルブランドが約 4 割、OEM 生産が約 6 割である。女子制服 9 割、男子制

服 1 割の構成である。 

 商品戦略の特徴はセーラー服の製造に力を入れている点である。詰襟やブレザーは利幅が大き

く、大量生産に向いた製品である。これに対しセーラー服の製造はコストがかかり、大量生産には

向いていない。利幅は大きくないが、数年後には国内でセーラー服を製造できる企業は少なくな

ると同社は予測している。となると、セーラー服を製造できる数少ないメーカーとして、光和衣料

は高い交渉力を発揮することができる。 

 

(5)生産・調達戦略 

 「オートファクトリーシステム」は、受注から発送までの工程をクラウド（自社サーバー）で結

び付けるシステムである。例えば 3D ボディスキャンで採寸すると自社サーバーにデータが送られ

る。それと同時に自社サーバーが各工程に、ボタンの準備や、裁断の開始などを命令する。ボタン

やファスナーなどの副資材の準備や裁断が終われば、その情報もサーバーに送信される。このよ

うにしてデータは「同期」され、均等な作業スピードでの一括管理が可能となる。均等な作業スピ

ードを維持することで、遅延の発生を防ぐことができる。また、情報を「同期」するだけではなく、

需要予測シミュレーションを使うことで１年先必要になるものの予測をたてる。そうしなければ

「同期」したところで工場がパンク状態になってしてしまう。 
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光和衣料資料より 
3D ボディスキャンによる自動採寸は、こうした「オートファクトリーシステム」の一部でしか

ない。生産管理から集金までの一括管理とボディスキャンの技術をミックスしなければ、ボディ

スキャンの真価が発揮されないと同社は考える。 

 自社サーバーに連動しているもうひとつのシステムがある（通称“ママシステム”）。ママシステ

ムではパスワードを渡された人のみが接続可

能で、進捗確認が可能なだけでなく、発注や納

期の問い合わせが作業と連動している。在庫

が無い場合でも、自社サーバーが工場の作業

進捗状況から納期を逆算して顧客に知らせ

る。また、iPhone を使えば注文した商品の進捗

状況を確認することができる。注文をサーバ

ーが受け取ることによって、たとえば「ミシン

担当は 18 枚やってください」というように具

体的な数値が現場に伝達される。すべての注

文は、このようにして平等に扱われる。 

 製品のリードタイムは 6 日で、内訳は 3 日

で回転、3 日仕掛りである。年間の生産能力は

12 万着。 

 

液晶パネルに数値が表示され、LED ライトで光る。その

数だけボタンを取りパネルを押すと、次に取るべき物が

あるところのパネルが光る。工場内では「探さない、数え

ない」がポイントとなっている。 
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(6)チャネル戦略 

 製品の販売先は約 400 社ある。 

数年後には直営の小売を出店することを検討している。これまで学生服メーカーとして小売は

行ってこなかったが、学生服を販売している地域の洋品店の減少、既存の販売ルート（代理店経

由）の限界などが背景にある。 

 学生服は少子化でマーケットが縮小しているとはいえ、確実に需要があるマーケットであり、

エンドユーザーとの接点がなくなるとすれば、そこに一定のビジネスチャンスを見出すことがで

きる。小売店舗の出店と同時に、オンライン販売も検討していく。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

2013 年に開始した自社企画のセーラーガールズコレクションを皮切りに、同社では学生服のフ

ァッションショーを行っている（最後の開催は 2016 年で、来年 2020 年にも計画）。社員がオリジ

ナリティ溢れる学生服をつくり、自社工場や、最寄りのショッピングモールを会場にして開催。オ

ープニングの音楽はミシンや裁断機といった設備の音だけをサンプリングして作ったというこだ

わりようで、音楽経験のある社員によるライブも開催された。2016 年、ショッピングモール「モ

ラージュ菖蒲」で開催されたコレクションは市と市の教育委員会が後援、文化服装学園が協力し、

オペラ歌手や管弦楽団を招いて本格的なコレクションを開催した。こうした活動は同社のセール

スプロモーションだけでなく、若者に縫製や被服などに興味を持ってもらい、自分の地元にこの

ような仕事があるということを認知してもらうことで、縫製工場の人材確保や、地域活性化につ

なげる狙いもあるという。またイベントで刺激することで社員のモチベーションをあげる効果も

期待できる。 

 また業界内外問わず、工場見学を受け入れている。生産現場から、同社が開発したオートファク

トリーシステムを披露することで、工場コンサルティング業務の要望が増えてきた。将来的にコ

ンサルティング事業を事業の一つの柱にしていく。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 来年 2020 年 1 月に、本社工場にプリーツ工場を開設する。国内のプリーツ工場の減少にビジネ

スチャンスを見出している。 

 今後は現行のオートファクトリーシステムがインターネット経由であるため、インターネット

を介さないクローズドの同システムを構築していく。 

 3D ボディスキャナーは通信速度に影響を受ける。データ送信速度が格段に高まる 5G の環境に

なってから次の段階に発展させる。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 学校制服業界のデザインファームを目指す。 

学校制服業界において先端価値を創造し続け、課題設定から提案、製作、プロデュースまで一貫

して提供することを目指している。 

学校、販売店のブランディング戦略をはじめとするグランドデザイン、製品の企画デザインや
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プロモーションなどにおける事業戦略の構築・実行の支援を行う。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 経営目標である学校制服業界におけるデザインファームになるため、マーケティング、デザイ

ン、縫製技術など、単なる製造メーカーではない、ソフト面でのナレッジ、付加価値を全社で獲得

していく。 

 

(2)中長期的な課題 

 現在の組織は生産現場、営業とわかれており、所属する部門の業務のみを行っている。デザイン

ファームとして価値を提供していくためにはこれまでのような単独の業務をこなすのではなく、1

人で何役もこなせるような能力を身に付けないといけないと認識している。 

  

(3)人材戦略の実際 

 若い人材の安定的な確保は同社の最大の強みである。高校、大学とのパイプ作り、地域でのプロ

モーションを通じ、地域での人材確保に努めている。 
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12.株式会社小島衣料 
 

〔会社概要〕 

代表者 石黒崇 

所在地 岐阜県岐阜市粟野西 5-684 

設立年 1979 年 6 月 

資本金 132 百万円 

事業内容 婦人服縫製 

従業員数 61 名 （2019 年 4 月現在 パート、アルバイト含む） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 同社は日本人の技術者による指導のもと、国外に自社工場のネットワークを構築しており、ジ

ャパンクオリティの商品を低価格、大量生産できる体制を整えていることが強み。 

 また発展途上国、ミャンマー、バングラデシュで百貨店アパレル並みの品質を提供できる。バン

グラデシュ、ミャンマー、フィリピンいずれの工場において、婦人の重衣料は同じ品質で提供でき

るレベルであることも強みである。 

月産で 26 万着を生産できるキャパシティーを持ち、臨機応変に対応できる。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 市場機会については、2010 年頃は中国が 100%輸入だったが、近年は ASEAN で 85％、中国で

15％となっている。早い段階で中国から ASEAN へシフトしたことが成功要因である。 

失敗体験については、ASEAN で工場を建てることの難しさがある。また品質が安定せず、納期

も遅れやすい。日本人を連れてサポートしても改善しなかった。現場の班長がリーダーシップを

発揮して行えば効率よく回るが、現地の人材が育たなかったことが原因である。 

しかしその後、中国工場の数名の優秀な人材を班長に抜擢し、環境が大きく改善された。現地工

場のライン指導を中国人技術者に任せると大きく変わることを知ったことで、ミャンマーでも同

様のやり方で効率よく業務を進めることができた。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社は、レディス重衣料を中心とした OEM 生産企業として 1952 年に創業した。1990 年に中国

湖北省黄石市で海外生産をスタートし、現在はバングラデシュ 2 工場、中国、ミャンマー、フィリ

ピンでそれぞれ 1 工場、合計約 4,000 人が工場で働いている。 

近年は新規事業として、リカバリー（疲労回復）ウェア「リフランス」を展開している。他分野

との連携については、ラジオショッピングやホテルの宿泊パックに自社製品のパジャマが着用で

きるといった提案もしている。国土交通省から、近年の居眠り運転などの問題を受け、タクシー会

社などに睡眠指導セミナー開催の要望もある。 
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その他、企業へ睡眠セミナーなどを通じて自社商品を提案している。またスポーツクラブ運営

会社との共同で、物販を検討している。リカバリーウェア自体の認知度がまだ低いため、どのよう

な訴求が効果的かなど、模索している段階である。 

 

(4)商品戦略 

商品は、パジャマ、アイマスクのほか、サポーター、レッグウォーマーなどがある。EC サイト

で月約 300 着を販売。企業との BtoB、卸などで売上を占めている。 

 
■リカバリーウェア「リフランス」概要                 ※同社発表資料 

「しなやか 3 重ガーゼパジャマ レディース」 「しなやか 3 重ガーゼパジャマ メンズ」 

発売日 2018 年 1 月 24 日（水） 素材 綿 100% 
色・サイズ ピンク、ネイビー／S、M、L ライトブルー、ネイビー／M、L、XL 
税別価格 22,000 円（上下） 23,000 円（上下） 

商品特長 
しなやかで、肌に心地よい 3 重ガーゼ。保温性と通気性を兼ね備え、寒い季節はもちろん、春

秋も快適。 

「ミネラルストール」 

発売日 2019 年 7 月 12 日（金） 素材 麻 55%、綿 45% 
色・サイズ ネイビー、ブルー、グリーン、オレンジ、パープル／約 165×65cm、約 75g 
税別価格 12,000 円 

商品特長 
綿の柔らかさと麻の風通しの良さを兼ね備えた、コットンリネン（綿麻）。大きめのサイズな

ので首に巻くだけでなく、肩に羽織ってショールとして膝に掛けてブランケットとして使え

る。 

「スリープマスク」 

発売日 2019 年 9 月 3 日（火） 
色・サイ

ズ 
グレー／ワンサイズ 

素材 
表地：ポリエステル 80％、綿 20%  裏地：綿 80%、ナイロン 15%、ポリウレ

タン 5% 
税別価格 4,500 円 

商品特長 
スマホやパソコン使いによる、現代人ならではの目の疲れを軽減。目の周りの血流を促すた

め、こり固まった目の筋肉をほぐし、心地の良い眠りへと導く。 

「リカバリークルーネック T シャツ」 ユニセックス 「リカバリーボートネック T シャツ（7 分袖）」レディース 

発売日 2019 年 9 月 3 日（火） 素材 綿 100% 
色・サイズ ネイビー／S、M、L、XL グレー／S、M、L 
税別価格 10,000 円 10,000 円 

商品特長 
7 分袖のボートネックと、オーソドックスな丸首のクルーネックの、T シャツ 2 種。生地は綿

100%で横方向に伸縮しやすい天竺編みを採用することでノンストレスな着心地を実現。 

「無縫製ラウンジニット ロングスリーブ」 ユニセックス 「無縫製ラウンジニット ロングパンツ」 ユニセックス 
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発売日 2019 年 9 月 20 日（金） 素材 綿 100% 
色・サイズ グレー、ネイビー／S、M、L グレー／S、M、L 
税別価格 18,000 円 18,000 円 

商品特長 

1 着丸ごと縫い目なく編み上げる、いまファッション衣料で注目の“無縫製技術”「ホールガ

ーメント（R）※」を採用。着用時に縫い目の凹凸が、肌にあたるストレスがないため、休養

時のルームウエアに最適。             

※ホールガーメント及び WHOLEGARMENT は株式会社島精機製作所の登録商標 

「ふんわり 3 重ガーゼパジャマ レディース」 「ふんわり 3 重ガーゼパジャマ メンズ」 

発売日 2019 年 9 月 20 日（金） 素材 綿 90%、ナイロン 10% 

色・サイズ 
パープルピンク、ネイビー／

S、M、L 
グレー、ネイビー／M、L、XL 

税別価格 22,000 円（上下） 23,000 円（上下） 

商品特長 
生地にウールのような軽くソフトな着心地と、滑らかな肌触りを兼ね備えた綿糸「ラブリー

ゼ」（綿 90%、ナイロン 10%）を採用。ふんわりとした素材で、保温性が高く、“冷え”に悩

む女性に訴求。 

 
(5)生産・調達戦略 

2010 年に設立したバングラデシュ企業との合弁工場、コジマ・リリック・ガーメントは現在、

従業員 1,550 人で日本向けのアウターウエアを中心に月 12 万枚を生産。これに加え、2018 年秋か

ら、同社の中国工場の合弁相手が作った工場に専用のラインを設置。これを 2019 年には 11 ライ

ンに増設し、800 人体制にしている。 

 

(6)チャネル戦略 

 自社 EC サイトでの展開のほかに、2019 年秋に「リフランス」の商品ラインを拡充し、百貨店

などインショップ形式で売場を拡大している。 

 これまで自社 EC サイトではパジャマとストールを展開しており、1 年間の販売で約 1,000 枚を

超えている。 

 2019 年に「東急ハンズ新宿店」にてリカバリーウェアを展開。店内 5F にある睡眠グッズ売り場

で販売し、認知度も高まっている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

自社サイトでの製品紹介やリアル店舗での商品を陳列することでリカバリーウェアの認知度を

高めている。 

また PR 会社と契約し、商品のアピールの仕方や訴求タイミング、注目が集まるような施策を常

に練っている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 近年は、ASEAN の工場拡大、ヘルスケア事業への投資などがある。特に、「百貨店向けのアパレ
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ルメーカーからの受注に応える品質やグレードのアップ」のため、バングラデシュとミャンマー

で自動機の導入も含め品質向上に取り組んでいる。バングラデシュの合弁工場では、百貨店向け

商品の生産を始めており、ミャンマーでも今後は高付加価値商品へのシフトを強めていく。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

2017 年度から新中期経営計画「Amazing2019」をスタートしている。前中期経営計画を達成し、

「驚きと感動を与えることのできる企業」を目指している。 

2020 年からの 3 年間は、2017～2019 年は軸足を ASEAN（工場への投資、2010 年バングラへの

投資）中心だったが、社内への投資もしていく。これまでと同じキャパシティーの中でより良いも

のを提案していく。社内投資では、人への投資や生産性を上げることを優先的に、設備投資、人材

確保・育成を進め、10％の予算で投資していく方針である。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)中長期的な課題 

工場において技術力、生産性を上げていくことを課題としている。採寸業務を効率化する「IoT

メジャー」を導入したり、合理化を図るためのスマートファクトリー化を進めたりしている。 

次世代のための人材確保が重要としている。求人採用サイトへの出稿や、人事評価制度の見直

しなどを図っている。 

商品は、夏物として T シャツ以外の拡充を図りたい考えである。ただし、睡眠休養のための延

長線上のアイテムとしてはブレないで進めていく構えである。 

また、全社的に EC に対する知識が乏しいとみており、リカバリーウェアの浸透、拡大のために

アウトソースも視野に入れながら EC 展開の拡大を図っていく。 
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13.佐藤繊維株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 佐藤正樹 

所在地 山形県寒河江市元町 1-19-1 

設立年 1932 年 8 月 

資本金 5,410 万円 

事業内容 梳毛紡績、婦人・紳士ニットウェア製造 

従業員数 234 名（2020 年 1 月） 

グループ会社 Sato-S2 株式会社 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

佐藤繊維は大手ブランドの下請けとしてセーターを大量生産していたが、取引先が海外製造に

シフトしたことで業績が急降下した。手元にある編み機や従業員をどう活かすかに腐心し、海外

の展示会で知見を広め、佐藤繊維にしか生産できない高品質の紡績糸を開発した。商品開発力は

現在でも続き、佐藤繊維の強みになっている。また県内の産地企業を傘下に収め、紡績、染色、縫

製、最終商品まで一貫して山形県寒河江でモノづくりができる点も強みである。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

佐藤繊維の強みは商品開発力である。高速化、大量生産化の波が訪れたアパレル業界にあって、

ロースペックで、低速の編み機を改良しオリジナルの糸を開発した。 

オールモヘアは 1g14m が業界の常識だったが、同社は 1g52m のモヘアを開発した。このように

真似のできない商品開発力は同社最大の強みである。同社の紡績糸は高品質で、国内だけでなく

海外からも高く評価され、海外の一流ブランドと直接取引をしている。 

 

(3)ビジネスモデル 

佐藤繊維は 1932 年、山形県寒河江市で羊を育て、その羊毛を原料として毛紡績業を興したこと

から始まった紡績ニット会社である。 

 大手ブランドの下請けとして、セーターなどを大量生産していたが、1990 年初頭のバブル崩壊

後、取引先が海外製造にシフトしたことにより業績が急下降した。手元にある編み機や従業員を

どう活かすか、独自の糸作りをどう実現するかを研究するため、1997 年にイタリアで開催されて

いる糸の展示会に出向いた。そこから自分たちにしか作れない糸作りの挑戦が始まった。イタリ

アの工場を見たとき、日本はただ言われたものを作っていることに気づいた。イタリアでは、見た

ことのない改造を施した機械で、自分たちにしか作れない糸を作っていた。それを見て、自分の作

りたいものを作らなくてはならないと感じた。効率化とは逆転の発想で、糸にできないような原

料も、古い機械を使いながらチャレンジしている。イタリアにあるものを真似するのではなく、イ
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タリアにないものを作り、そのおかげで多くの問合せがくるようになった。従来、紡績業は商社と

しかビジネスをしていなかったが、展示会でアパレルメーカーと直接話をし、アパレルが作りた

いと思うものが分かるようになってきた。今やイタリアの企業は中国企業に買収されビジネス一

辺倒となり、新しい糸が開発できないことが課題になっている。その様な状況の中で、世界で一番

クリエイティブな糸を作る会社だと言われている。そうでなければ世界と戦うことができない。 

 2001 年には自社アパレルブランドをスタートした。ニューヨークのアパレルの展示会に初出展

し、反響はあったものの、同社のこだわりと価格帯はこの展示会の商談のレベルに合わず、来場客

にはよりハイレベルな展示会への出展を勧められた。しかし当時は現地エージェントとの繋がり

もなく、ブランドの認知も低かったためレベルの高い展示会への出展は現実的に不可能だった。

外部のアドバイザーを入れると、トレンドを追いかけて結局失敗する。皆がこぞって黒の服を作

る時代に、米国の街を歩くと、手作りのぬくもりのある色が評判になっていて、自分たちの特長を

売り出すマーケットはあると感じた。自分の目でマーケティングして、自社の強みを分析するこ

とが重要。今売れている物や大企業がやっていることを、中小企業が真似しても追いつけない。 

 2 年目の同展示会では、社長自らが木を伐採して会場に持ち込み、ブランドの世界観である「ナ

チュラル」「家族」を打ち出したブースを制作した。当時ブランドストーリーを出展ブースで表現

する出展企業は珍しく、現地メディアに取り上げられた。これを機に取引が拡大した。 

 とはいえ、計画通りの売り上げには至らず苦戦をしていた。ただし展示会を通して社長自らが

次のように海外でのマーケットの理解を深めた。すなわち、ヨーロッパが「人種」「歴史」「ブラン

ド力」保守的なステイタスを重視するのに対し、アメリカは、「先入観があまりなく気に入れば買

ってくれる」というものである。このような理解に達し、継続して同展に出展した。3 年程前から

売上が順調に伸びるようになった。 

 2007 年にはかつて訪れたイタリアの糸の展示会に初めて出展した。地下フロアのブースだった

ため集客が難しかったが、照明の工夫などにより人を集め、従来のニットの概念を壊した斬新な

製品を披露した。ヨーロッパには伝統的なニットの観念があるが、従来のニットに飽きていたデ

ザイナーの間で評判となった。 

 斬新で奇抜な糸を作る企業としてしか認識されないことを避けるために 1g52m のモヘア（オー

ルモヘアでは 1g14m が業界の常識）を持っていくことで、ただ斬新なだけでなく技術力があるこ

ともアピールし、これが大きな話題となり、翌年以降はメインフロアに出展できるようになった。

このイタリアの展示会への出展は 9 年目で黒字化している。 

 同社ではニューヨーク、イタリアの他、パリ、ロサンゼルス、フィレンツェ、スペイン、コペン

ハーゲン、ストックホルム、香港、上海、台湾の展示会にこれまで出展している。 

 2001 年には、自社の糸を最大限に生かしたアパレル製品での自社ブランド「M.&KYOKO（エム

アンドキョウコ）」をスタートした。NY の展示会で反響を呼び、逆輸入の形で日本でも支持を獲

得した。現在、ニットアクセサリーを中心とした「Masaki Kyoko（マサキキョウコ）」、布帛のオリ

ジナルテキスタイルとニットのミックスコーディネートが魅力の「FUGA FUGA（フーガフーガ）」、

「Bois de Boulogne（ボアデブローニュ）」、などを展開している。百貨店のインショップを中心に、

国内 20 店舗を出店、台湾にもパートナーシップショップを 7 店舗展開している。 
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(4)商品戦略 

佐藤繊維の事業部構成は大きく 3 つからなる。紡績、ニットで、すなわち糸の製造（紡績）、ニ

ット製品の OEM 生産である。自社ブランド（アパレル製品）や直営店の「GEA」事業は 2009 年

に設立した Sato-S2㈱が行っている。 

紡績では、ウール梳毛紡績糸、オリジナル絣染め糸、モヘア、アルパカなどの獣毛混紡績糸、精

紡意匠機による紡績ファンシー糸などを生産している。主な顧客は主要大手商社、糸商他である。 

Sato-S2 は「M.&KYOKO」をはじめとする自社ブランドを直営店、全国百貨店、海外で販売する

他、直営店の「GEA」の運営、佐藤繊維グループの PR も行っている。 

2018 年春から発売されている「GLOBEFIT（グローブフィット）」は、ザ・ノース・フェイスと

共同開発しているニットで、販売は順調に推移している。グローブフィットは体の丸みに合わせ

て立体的で、無縫製、ストレッチ生地が全て体の動きにフィットする、今までにはないスポーツウ

ェアである。「GLOBEFIT」は OEM ではなく、ODM であり、今後もこのようなコラボレーション

を積極的に行っていく方針である。 

 
＜展開している自社ブランドの特徴＞ 

ブランド名 特徴 主なアイテムの価格帯 
M.&KYOKO（エムアンドキョウコ） オリジナル糸をふんだんに使い複雑

な柄、カラフルな色のアイテムの重
ね着が特徴的 

9,000～110,000円 

Masaki Kyoko（マサキキョウコ） M.&KYOKOとコーディネートでき
る、ソックス、帽子、ストール、バッグ
などファッションアクセサリーブランド 

2,500～20,000円 

FUGA FUGA（フーガフーガ） 天然の素材にこだわり、エイジレス
＆サイズレスがコンセプト。ニットも
布帛もオリジナルをふんだんに使う。 

2,800～78,000円 

Bois de Boulogne（ボアデブロー
ニュ） 

ニットメーカーが作る日常を彩るデ
イリーニットブランド 

12,000～33,000円 

 

(5)生産・調達戦略 

現社長の原材料に関するこだわりは強く、自ら南米、南アフリカ、オーストラリアなどこだわり

を持った農場と直接取引を行い、世界中から厳選素材を集めている。 

 

(6)チャネル戦略 

全国の百貨店以外では自社 EC サイト（「GEA」「Cross it off」）で自社オリジナルブランドの販売

を行っている。2015 年 4 月に本社そばにオープンした「GEA（ギア）」は「メゾン マルジェラ」

といったハイエンドブランドから、「mame kurogouchi」「AURALEE」などの国内の気鋭デザイナー

のブランドも扱う。「ギア」は山形県寒河江市の自社工場の敷地内に石造りの酒蔵を改築したコン

セプトショップである。 
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「ギア」で扱う商品は 3 つの視点からセレクトしている。一つはヨーロッパで、原料や丁寧な

ものづくりへのこだわりがあり、アパレルのみならず、食器、家具などを厳選して扱っている。2

つ目はアメリカで、ニューヨークやロサンゼルスに見られる新しいライフスタイルを表現してい

る。3 つ目は日本で、アパレル、雑貨ともに日本ブランドをセレクトし、世界的デザイナーから新

人のクリエイターの作品までをセレクトしている。「ギア」は現在、レストランも運営し、日本中

から訪問客が訪れている。山形県の文化を発信し、製造業がこれからの日本を支えていくという

メッセージを発信する拠点にしていく。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

海外の展示会への出展は年間糸で 2 回、アパレルでは 6 回程度出展している。 

 ヨーロッパのファッションビジネスは「エレガントさ」「女性らしさ」が基本で、日本で一般的

な重ね着の文化はない。そのような中、同社は 10 年をかけて「かわいらしさ」が特徴である製品

を市場に提案し、5 年ほど前から日本文化の素晴らしさと水準の高さが認知されて環境が変わった

こともあって、売れ始めた。 

 アパレル製品については、国内の売上がブランド全体の約 90％を占めるが、海外も順調に成長

しており、台湾でパートナー企業と組んで直営店 7 店舗を展開している。また、アメリカ、韓国、

香港、フランス、イタリアの小売店 6～7 社へ製品の卸も行っている。 

 またアパレル製品は「リンネル」「大人のおしゃれ手帖」などの雑誌の出稿も行っている。 

 同社は商社やエージェントを頼るだけではなく、マーケットを知るために、生の声を可能な限

り吸い上げるようにしている。展示会や海外のショールームを通じあくまで自社で売ることにこ

だわっている。展示会も 10 年以上出展し続けてようやく黒字化し、社長自身が TV 通販（ショッ

プチャンネル）に出演して販売すること等で、製品の特長、原材料へのこだわりなどを直接伝えて

いる。TV 通販は販売目的と同時にプロモーションの狙いがある。プロモーションは、ものづくり

の背景や原料のこだわり、同社でしか買えないことを如何に消費者に伝えられるかが重要であり、

会社をブランド化することに繋がる。 

一般に TV 通販というと価格訴求の要素が強いが、同社製品のような比較的高価格帯の商品を

社長自身が出演して説明、販売し、15 年以上安定して売れている。販売目的とプロモーションが

同時に効果を上げている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

直営店の「ギア」事業に力を入れている。アパレル製品だけでなく、レストラン、山形県産の食

品、佐藤繊維がプロデュースしたオリジナル食品の販売も行っている。山形県の文化を発信し、製

造業がこれからの日本を支えていくというメッセージを発信していく。小売のプロになるつもり

で取り組んでいる。ニット製品の小売価格が昔の水準まで上がることはないので、新しいマーケ

ットを開拓することが重要。店頭小売は、セレクトショップ向けも下代が減少しており、新しい

SNS を利用した販売など、これからは流通をカットしていく時代。 

 もう一つはニットの OEM 事業に注力していく。現在の編機の総数は 135 台、横編機は 71 台、

将来的に 100 台くらいにまで増やしていく。ホールガーメント機は 64 台、これも今後 100 台体制
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にし、横編機とホールガーメント機で合わせて 200 台を目指す。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

ニットの OEM 事業に注力していく。ホールガーメントの編み機を 200 台まで増やし、究極のニ

ットを作っていく。バブル崩壊後、国内企業は中国を中心とした海外に生産拠点を移した。しかし

中国はもはや人件費が高騰し、生産拠点としては適していない。中国で生産できなくなったニッ

ト生産が日本に帰ってくることを見越してニットの生産体制を整えている。 

 同時にニットの可能性を追求していく。「ウール」は天然の機能性繊維であり、究極の素材であ

ると考えている。近年ザ・ノース・フェイスと共同で「GLOBEFIT（グローブフィット）」を開発

したが、アウトドアウェアにこのようなニットはなかった。今後はインテリアや靴などでニット

の可能性を追求していく。難燃性、防刃性の高いニット素材も開発し、ニットの最終製品の裾野を

広げていく。 

あくなきモノづくりの探求、糸から最終製品まで生産できる体制の維持拡充、自社販売チャネ

ルによって山形県寒河江市から情報発信をし、企業ブランディングに結び付けていく。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)人材戦略の実際 

地元の人材を集めるのは非常に難しい。製造業、それも地方の製造業は小売、エンドユーザーか

ら離れており、最終価格の決定権を持っていない。そこで同社は自社ブランドを立ち上げ、大手小

売とパートナーシップを結ぶ、あるいは直営店の「ギア」で最終消費者に最も近いところでビジネ

スを展開し、情報発信をしていく。このような取り組みを、企業ブランディングに結び付け、全国

から優秀な人材を集めている。 
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14.株式会社ジャパンブルー 
 

〔会社概要〕 

代表者 真鍋寿男 

所在地 岡山県倉敷市児島味野 4047-8 

設立年 創立：1992 年 11 月、設立：2014 年 11 月 

資本金 15 百万円 

従業員数 150 名 

事業内容 ・デニム製品の製造・販売、 
・デニム・綿織物の企画製造・販売 
・織物生地 60％、ジーンズ 40％ 
・直営小売店 14 店舗 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

ジャパンブルーの特徴は、その名前の通り、日本古来の青（藍）にこだわっていることである。

デニムの素材そのものを理解し、その素材の良さを最大限に引き出すことに注力している。また、

旧式の織機を使い続ける事などを積極的に PR し、「ものづくり」を重視する企業ブランディング

の構築に着手。製品に価格以上の付加価値を付ける事で競争力を高めている。早くからグローカ

ル化の取り組みも実施しており、「ジャパンブルー」のデニムを世界へ、また、異業種協業などを

主としたアパレル以外の分野への展開を目指している。 

同時に、廃業する機織り事業者が出たら設備を継承して、地場産業の生産能力の維持確保に努

めるなど、児島の産業集積地としての優位性の維持に務め、「デニムの児島」の街づくりや産業振

興を進めている。 

同社はこうして、日本の歴史や文化、伝統と独自の革新的な視点を融合させた製品作りを行っ

ている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 最近では、色が落ちないデニム生地である「シンデニム」を開発している。これは、経年変化が

特徴であったデニムの色落ちを無くして耐久性を高め、その風合い、丈夫さなどを活かしてデニ

ム生地の応用範囲を広げることが目的である。 

同社が所在する児島は学生服の国内最大の産地であることから、開発を始めて 3 年目の 2017 年

に学生服として製品化された。同社の真鍋社長は、以前から色落ちしないものがあってもいいの

ではないかと考えていた。そんな時に岡山市内の学校制服をデニムに出来ないかとの要望を受け

て、かねてからの構想であった色落ちしないデニムの実現に着手した。 

その実現のため、糸を送って織ってもらうなど、真鍋社長は児島に限らず全国各地の織り業者

や染め業者など連絡を取り合った。製造、企画、デザイン、販売、メディアなど様々な人と話し合
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うことで、生産方法、デザイン、コンセプトなどが徐々に出来上がっていった。真鍋社長は、想い

をもって行動することが、人から賛同されて人の力を借りられることとなり、ひとりの力ではで

きないことが自然と実現していくとしている。 

「シンデニム」の開発で難しいことして、以下が挙げられた。 

 

①化繊を使えるデニム織り機の開発 

デニムは綿 100％が基本であったが、色落ちの低下や耐久性向上のために化繊（ポリエステル）

を 20%程度混入する必要があった。 

②色落ちしない染色技術の開発 

インディゴ染色ではなく他の染料でデニムの風合いを出すことが難しい。 

③価格設定 

製品化して販売が見込まれる市場価格に合わせたコストに下げること 

④難燃性のレベルの調整 

難燃性をどの程度とするかによってコストが大きく変動すること。 

 

(3)ビジネスモデル 

 創業者で現社長の真鍋氏は、様々な職業を経験した後、テキスタイル会社に転職して、国内の

様々な産地を回りニーズにかなう生地作りを行なってきた。そうした経験を積むなかで、何かに

特化して起業したいという思いを抱いていた。出身地の地場産業である児島のデニムに思いあた

り、デニムの「青さ」と日本の伝統的な染色である「青さ」に着目して、それを独自性として「日

本のデニムで世界一を目指してやろう」と発想した。 

1992 年に創業し、海外では「日本の青」として珍重されている藍染めの青色をジーンズの色と

して表現した。それを「ジャパンブルーデニム」としてプロモーションしたデニム生地がヒットし

た。 

その後、ジーンズにヴィンテージブームが起きて、古着の質感を有する質が高いレプリカモデ

ルのニーズが高まったことから、旧式の織機でデニムを作っていた児島でジーンンズマニアと協

力して質の高いレプリカモデルのジーンズを制作した。それが、雑誌に取り上げられるなどして

ヒットした。ジーンズメーカーに素材を供給するだけでなく、自社ブランドを立ち上げるために、

自立化支援事業補助金を利用した。そこで、2006 年に岡山県の産地ブランドとして「桃太郎ジー

ンズ」と命名した。また、2010 年には、海外向けブランドとして「JAPAN BLUE JEANS」の製造・

販売を開始している。2017 年に落ちないデニム生地「シンデニム」を発売している。 

なお、直営店舗で販売する定番ジーンズには 10 年間の保証を付けている。糸切れ、ボタン・リ

ベット・ファスナ－等の修理は 10 年間無料として、気に入ったものをいつまでも長く使いたいと

いうユーザーのこだわりに応えている。 

 

(4)商品戦略 

これからはアパレルとしてのデニムだけではなく、デニムの質感や風合いを楽しむ生活を提案

していく。直近では、カフェの展開、ホテルやレストランへデニムのユニフォームを提案してい
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る。こうしたデニム的な空間の演出やプロモーションによって、デニムの新たな用途を開発して

いく。 

素材供給とジーンズの最終製品の売上比率はおよそ半々となっている。最終製品は利益率が高

いというメリットがあるが、在庫や外注コスト、販管費がかかるというデメリットもある。小売店

舗を急速に拡大してきたが、資金調達の方法を含め、リスク分散を考える時期になっている。 
 

(5)生産・調達戦略 

 同社のデニムは、創業当時から旧式の豊田自動織機製「GL9」によって織られている。それは、

この機械でないとデニム独特の風合いが生み出せないからである。ただし、この機械は古く、点検

調整や修理、部品の調達が難しい。そのため、維持、メンテナンスする専任の職人を自社内に 2 名

配置している。また、部品取り用として、倒産企業から機械を買い取り、ストックしている。 

 

(6)チャネル戦略 

 ジャパンブルーなどのアパレル（製品）は、自社企画開発品を自社で販売する SPA 形態で、シ

ンデニムなどの生地は、アパレルメーカーや縫製業者へ販売している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 プロモーションはメディアを有効活用している。テレビや雑誌関係者と接触、食事するなどし

て連絡を取り合い、「児島デニム」の露出の拡大に努めている。同社だけがメディアに取り上げら

れても地域は活性化していかないので、どうすればメディアを児島に呼び寄せることができるか

日々考えている。産地の活性化や街づくりとして、10 年前から児島でジーンズストリートを運営

している。ジーンズストリートの直営店舗は、古民家を利用した安価な家賃でありながら、大きな

売上を立てることができている。 

「シンデニム」は、新しいデニム露出のためにメディア関連と接触をするなかで、当時ヒットし

ていた「シンゴジラ」にヒントを得て生まれたネーミングである。「シンデニム」の建築分野への

応用に関しては、「シンデニム」開発ストーリーの TV 番組を制作するなかで、ダイワハウスとの

連携に繋げることができた。消費者ニーズの多様化が進んでいくにつれ、隙間もできてくる。同社

はその隙間を狙っていく戦略である。 
 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 これまでのデニムは椅子やソファーに使われていたが、色落ち以外にも臭いや難燃性などの機

能が要望されていた。こうした要望に応えるために開発したシンデニムによって、また、さらにシ

ンデニムの機能向上を図ることによって、椅子やソファー以外に、畳、ベッド、壁材、建具、ホテ

ルの内装材など、アパレル以外の分野にデニムの応用範囲を広げていく。 

また、応用範囲を広げるために、品質面の革新だけではなく、革新なデザインも取り入れてい

く。2019 年は、ものづくりサプライチェーン構築支援事業を利用し、オランダから若いデザイナ

ーを召致している。こうして、デザインからパターン化までを全ての工程を児島地域内で完結さ

せることで、児島のデニムイメージの進化と強化を進める。 
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(9)中長期経営戦略と目標 

 まずは、国内アパレルブランドとしてのベーシックな「桃太郎ジーンズ」のさらなる定着を図

る。次に、「シンデニム」の素材としての進化を進めて、デニムの応用範囲を広げていく。これら

と並行、また、同社の事業を総合化して、「JAPAN BLUE」をアパレル・家具・建材などの素材ブ

ランドとしてだけではなく、デニム的な質感を発信する世界的なブランドに育成していく。 
 

２．短、中長期的な課題等 
(1)短期的な課題 

 従業員が 150 人を超えつつあり、今後は組織体制の確立を課題としている。これまでは創業者

の現社長がビジョンや方向性を決めて社員とともに進んできたが、今後は、垂直な意思決定ライ

ンではなく、権限委譲を進めて、数名のリーダーによって事業戦略が進められるような組織にし

ていく。 

 

(2)中長期的な課題 

 同社社長は、「物の本質を掘り下げて日本人らしいモノづくりをやっていきたい」とする。また、

廃業する機織り事業者が出たらその設備を自社で継承して地域としてのサプライチェーン機能の

維持に努めている。工場の優れた技術だけでなく、工場を結ぶネットワークが児島の産業集積地

としての優位点である。互いに刺激し合いながら良い製品を発信し続けるという高い意識を持つ

ことで、「デニムの児島」の街づくりと産業振興を行い、地域に貢献するとしている。 

 

(3)人材戦略の実際 

 今後進める組織体制の構築に合わせた人材教育・育成手法を開発中である。セルビッチデニム

を織る旧式機械のメンテナンスでは、老齢化した職人の技術を受け継ぐべく、若年人材を配置し

て技術継承を進めている。 
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15.株式会社ショーワ 
 

〔会社概要〕 

代表者 髙杉哲朗 

所在地 岡山県倉敷市児島稗田町 2006 

設立年 1941 年 11 月 

資本金 33 百万円 

従業員数 35 名 

事業内容 テキスタイル製造、国内でも数少ないインディゴロープ染色機の設備を有し、

染め・織り・加工までを自社工場で行う。 

レディスブランド向けのテキスタイルを中心にメンズ・子供向け素材を自社

で企画・製造する。 

ウールデニムの開発や積極的な海外展開を行う。 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 ショーワは、岡山県児島市で戦後の白生地機屋の時代を経て、オリジナルのテキスタイルを生

産している。これまでに多くの機屋や生地の加工場が衰退の一途をたどるなかで、同社は生き残

ってきた。それは、こだわりを持って織物を織ってきたことが要因である。 

同社の特徴は、素材・デザイン・品質などのクオリティが高いこと、生地の風合い・肌ざわり・

耐久性などにこだわった「ものづくり」である。同社は、デニムの染め、織り、仕上加工までを一

貫生産できる希少なメーカーある。衣料用の綿織物であるデニム、ダンガリー、ダブルガーゼ、ド

ビークロスに加えて、技術的に難しいカシミヤ、シルク、ウール、リネン等の糸を使ったデニムを

生産している。 

同社は、2009 年にパリで開かれた世界最高峰の生地見本市「プルミエール・ヴィジョン」でウ

ールデニムが「ハンドル賞」を受賞している。これを機に同社の世界的な認知と信頼性の向上が進

んでいる。 

 

<沿革> 

1977 年：ロープ染色機を開発 染織一貫工場となる 

1991 年：岡山県地域産業事業活性化事業費補助による新商品開発 

2000 年：自動裁断機 CAM、自動延反機導入 インターネット販売開始 

2003 年：ロープ染色第 2 染色機稼働（カラー染、反染対応） 

2005 年：パリでのプルミエールヴィジョンに初出展 

2009 年：プルミエールヴィジョン 第 1 回 PV アワードにて、ウール 100%デニムで「ハンドル

賞」受賞 

2011 年：業界初超極細 60/-ロープ染色 開発 
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2012 年：綿花栽培＜ショーワファーム＞本格稼働 

2014 年：第 1 回ジーンズソムリエ試験合格  

2015 年：ジャパンクオリティ（J クオリティー）認証取得 

2017 年：ナイロンデニム特許取得、地域未来牽引企業に選定、はばたく中小企業 小規模事業者

に選定 

2018 年：アリオ倉敷 AT FAMILY に素材提供 キッズデザイン賞、SDA 賞を受賞 

2018 年：会長 片山雄之助 旭日双光章を叙勲 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社は、以前は商社からの注文を待って、それ応じて生産する受動的な経営体制であった。その

後、海外との価格競争に対応できず国内の生地生産業が衰退するなかで、同社は、設備や人員の効

率的な活用を進めるためには、主体的な経営体制に改めることが必要と判断した。 

まずは、価格競争に陥らない独自製品が必要と判断して製品開発を進めた。マーケティングに

よってある程度の需要がありそうな製品ではなく、他社にはできない製品を作ろうと考えた。そ

のために、これまで難しいとされてきた織り方や染色方法に技術者としてチャレンジすることに

した。こうした「技術屋魂」が、現在の同社のアイデンティティやモチベーションとして根付いて

いる。現在も現場作業を手掛けている片山会長は、当時を振り返って「生きていくためにはやるし

かなかった」と話している。 

デニムの一貫生産を始めたきっかけは、当時はインディゴ（藍色の染料）を使用する染色技術が

日本には無かったことである。そこで、インディゴの染色技術を自社開発して、織りだけではな

く、染色まで一貫生産できる体制を整えた。当時は、織りと染色は業者が分かれていたため、同社

の一貫生産体制は効率面で画期的であった。 

同社は、この一貫生産体制によって、製品、生産量、生産時期などを自社でコントロールできる

ようになり、商社を経由せず衣料メーカーに直接提供する主体的な経営体制を確立していった。 

ウールデニムやリネンデニムなどの独自開発製品は大量に売れるものではない。ただし、高価

でも一定量の需要が安定的にあることから、同社は、少量生産品を多品種化することで事業の成

長性と安定性を確保している。 

なお、開発に取り組んで製品化できる案件は 10～20 件に 1 件程度、ひとつの製品化には 5 年前

後の期間がかかっている。2017 年に特許取得したナイロンデニムは、開発から製品化まで 5～6 年

かかっている。 

また、チーズ染色など一部の染色工程や洗いなどの仕上げ加工の一部は、外部委託している。こ

うした特殊作業を委託できる業者が、少ないながらも、同社の周辺に存在していることが「産地の

強み」でもあるとしている。 

 

(3)ビジネスモデル 

 IoT 及び AI の活用、異分野・異業種との連携は今後の課題である。 

 

(4)商品戦略 
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<ウールデニム>  

2009 年に発売されたウールで作られたニットのような風合いのデニム。独自の二重織りの技術

によって作られた伸縮性と堅牢性を併せ持つ独自の製品。 

 

<ナイロンデニム> 

2019 年に開発されたタテ糸にインディゴ染めのナイロン糸を用いたデニム。一般的に染色が不

可能とされているナイロン糸の染めに成功した画期的な製品。部屋干し 3 時間で乾く即乾性を

有するデニムとして認知が進んでいる。 

 

(5)生産・調達戦略 

 同社は、染めから織り、仕上加工まで一貫生産している。織物メーカーとしては稀な一貫生産設

備を持つ工場である。糸を染め、糊を付け、織って最後に風合い良く仕上げるまで、社内にその設

備を有している。 

  

(6)チャネル戦略 

 商社を経由しないで衣料メーカーに直接生地を提供することで主体的な経営体制を敷いている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 世界のショーワを目指して、クリエイティブなデザイン、こだわりのモノづくり、メイド・イ

ン・ジャパンの生産技術を通して、ヨーロッパでもまねのできない商品をプロモーションしてい

く。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 サスティナビリティ（持続可能性）やトレーサビリティ（追跡可能性）が求められるなか、同社

では「リサイクル」や「オーガニック」、「草木染め」をコンセプトとした、エコロジー商品の開発

に力を入れていく。 

高いものであっても、日本のテキスタイルメーカーとして、原材料にはこだわっていく。有害な

薬品を使って肌のトラブルを起こしたり、地球環境に負荷をかけることがないよう、数々の試験

を繰り返し、安心・安全な布を提供し続ける。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 創業者は、「世の中に必要とされる会社であること」としている。 
 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 メイド・イン・ジャパンの強みをこれまで以上に伸ばし、海外販路を拡げていく。 

 

(2)中長期的な課題 
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他県の産地や他の強みをもつ企業とコラボレーションすることで、これまで思いつかなかった

ような技術の向上や品質の向上を目指していく。 

 

(3)人材戦略の実際 

同社は、近年の知名度向上によって、20 代女性や織物や染色の技術を身に着けたいとする若年

層の応募が少しではあるが増えている。 

人材面の課題は定着率の向上である。そのために、同社のものづくりに関する考え方やビジョ

ンを創業者や管理職が社員に伝承することに注力している。 

管理職は年間 8 回の定期研修で技術の継承、ノウハウの共有などを進めている。若年層はデザ

インや生産手法等に関する社外の講習会やセミナーへの参加、染色工場などの工場見学などを行

い、業界の見聞を広げたり、チャレンジ精神の育成を図っている。創業家が、過去の苦労話、最新

の生産技術、最新のファッショントレンドなどを説明・発信する機会を月に 1 回程度設定してい

る。 

また、一体感がある家族的な社内風土の育成にも注力している。 

創業家が日常的に社員一人一人に声をかける、暑気払いの立食イベントを開催する、育児休暇

が取りやすい環境整備なども行われている。 

今後は、海外販売、有名メゾン、ブランドへの生地の売り込みを進めていく。そのために、デジ

タルツールを使いこなして世界を舞台に活躍できる人材の育成を進めていく。 
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16.妙中パイル織物株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 妙中清剛 

所在地 和歌山県橋本市高野口町向島 193 

設立年 1950 年 9 月 

資本金 10 百万円 

事業内容 パイル織物製造 

従業員数 50 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 強みは、糸を仕入れて生地まで完成できることが１番にある。織ること、染めること、加工する

こと、梱包すること、これらすべてが自社内でできる。産地だとこれらは分業だが、一貫体制の工

場で行えることが強みである。最初は外部への委託もあったが、産地の勢いが衰えるにつれ、自然

と一貫体制の工場になった。一貫体制になってから 30 年くらい経つ。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 様々なニーズに応えて、必要とされるものを製造してきた。最初はアパレルだったが、インテリ

アや自動車のシートなど、必要とされるものを手広く対応した。 

これまで最も売上額が大きかったのは自動車シートの生地である。15 年間ほど続いた。設備投

資も行い、年商 45 億に届いた。従業員の数は 220 人くらいだった。ところが、バブル崩壊後に燃

費が良くて安い車が主流となった。自動車メーカーの大幅なコストダウン要求も厳しく、同社の

シートは高級車向けで重厚感のあるものということもあり、燃費に影響するといわれ取引が無く

なった。そこから赤字決算が続いた。借り入れの必要が発生し、銀行から最大限まで融資を受け

た。 

近年は液晶パネルの製造に伴う需要で売り上げを立て直し、黒字化したのが現状である。 

液晶パネル製造に使うラビングクロスは、コットンベルベットの技術の応用である。アパレル

素材として製造していたコットンベルベットのノウハウが活きている。 

液晶パネルのほかに、化粧パフも始めた。最初は、合成繊維である化粧パフの加工ができる染色

仕上げ加工業者がいないことを理由に依頼があった。ベルベットを染めていた技術があるので、

引き受けることにした。その後、加工だけではなく織りも引き受けたいと提案したことが、製造の

契機となっている。 

同社は高野口パイルの産地にある。そのため、合成繊維の扱い方については知見がなかった。使

う織機から、織機の扱い方まで違う。しかし、細いフィラメントに最適な織機を導入することな

く、従来の織機で織ることを技術的に可能にした。 

織機のメーカー（ベルギー）にフィラメントの織り方を問い合わせたが、そこまで細い糸で織る
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ことは不可能であると答えられた。しかし技術的に解決できると考え、3 年間の研究の末に可能に

した。北陸産地の企業に、直接聞きに行くこともあった。現在は生産可能になって、ある程度のニ

ーズがある。 

フィラメント織るときは、細い糸の集まりなので簡単に切れてしまう。そのため、糸に糊をつけ

るサイジングを行わなければならなかった。サイジングという工程は、この産地では全く無かっ

た。サイジングは今でも北陸産地に依頼している。この産地で細いフィラメント合成繊維を織っ

ているのは同社だけである。風合いを出す加工も可能である。加工については、完全に自社のみで

研究した。 

ある素材を別の製品に転じたり（コットンベルベットをラビングクロスに転じる）、技術に自ら

制約をつけず新たな技術を身に着けたりして（細い合成繊維を織る）、成長を図ってきた。 

 

(3)ビジネスモデル 

現社長の父である妙中正一が 1929 年に縫製工場を創業した。その後、製造業に転換。防寒着と

して使用するパイル生地を製造した。 

現在インテリア生地なども扱っているが、有毛織物専門の事業なので、秋冬向けの生地が中心

となるため、アパレルの比率は低くなっている。 

会社創立以来、営業担当がいた時期もあったが、基本的にはいない。技術力を訴求ポイントとす

る方針である。営業担当が必要になることもあるが、専門的な知識と経験を必要とすることと、営

業職のみとして採用するには十分な資金が不足しており、いまできる営業の方法を模索している。 

織から加工まで行い、フィラメントなど経験のない素材の取り扱いでも他の産地からアドバイ

スをもらって、ノウハウとして蓄積していく。産地間のやりとりは、昔と比べオープンになってき

ている。同社もアドバイスを提供することがある。 

商品ありきではなく、ニーズに対し技術で対応していく流れがある。そのため、特定商品を洗練

させていくというビジネスモデルではない。企業の中核にあるものは技術力である。 

この産地では、もちろんアパレルが中心にあるが、インテリア、寝装、玩具の生地（ぬいぐるみ

や着ぐるみ）も製造している。バブル期から比べると 10 分の 1 ほどまで事業者数が減ったが、得

意分野をもつ企業が残っている。そのため産地内での互いに対する協同精神が培われており、組

合などでも話がスムースに進む。不得意な分野での依頼があった場合は、産地内の別の企業に依

頼することもある。 

 

(4)商品戦略 

▼ラビングクロス 

ラビングクロスはラビング配向の液晶パネルを製造する過程で使用される研磨布である。液晶

パネルはこれまでラビング配向を主流としてきたが、この 10 年で有機 EL のパネルや光配向の液

晶パネルが普及してきたので、ラビング配向の液晶パネルは利用がすくなくなった。そのため、同

社はラビングクロスの需要が無くなるものと予想していた。しかし、医療器具やカーナビなどの

アイテムではラビング配向の液晶パネルが継続して使用され、現在でもラビングクロスの需要が

ある。 
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これまで国内企業の取引先から受注があったが現在は殆どなく、台湾や中国との取引に切り替

わった。同社では台湾企業との取引の割合が多い。国外とのやり取りは、台湾は現地の商社、国内

商社と共同で行っている。 

コットンベルベットの製造ノウハウが活かされている。 

 

▼化粧パフの生地 

ラビングクロスと化粧パフが売上の柱となっている。高野口産地はパイル生地の製造で、細い

フィラメントの合繊繊維を扱った製造のノウハウがない。しかし同社では独自でノウハウを取得

し製造している。 

 

▼アパレル 

コットンベルベットを製造・輸出している。防寒着用の内張の生地としてアルパカウールのフ

ァーも製造している。コットンベルベットはファッションでメインになることはないが、それゆ

えに競争も少ない。 

特定のアイテムだけを追い続けるのではなく、ニーズがあれば新たなアイテムを提案していく。 

 

(5)生産・調達戦略 

 アイテムによって変わってくる。糸を仕入れて加工して、反物にしてメーカーや商社に販売す

るまでが基本的な流れとなっている。 

 

(6)チャネル戦略 

 主にメーカーや問屋が販売先となる。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

売上の構成比が少ないアパレルを継続しているのは、展示会に出品するためである。アパレル

のプロモーションとしてではなく、技術を紹介して、想定していないような取引先からの依頼を

見込むことができる。 

インテリアはメーカーなど問屋にもちこんで、どのようなものができるか提案する。また、依頼

があればサンプルを預かって試作品をつくることもある。 

積極的な営業をかける方法はとらない。要望に対しものづくりで丁寧に対応することで、顧客

を囲い込む。 

産地の取り組みとして「ぷわぷわ」展を行っている。「高野口パイルファブリック」という切り

口でブランディングしている。高野口産地は織物もニットも対応できるのが強みなので、そこを

宣伝している。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

レピア織機の部品在庫がメーカーに殆ど無いので、対処を進めている。現在、同社ではレピア織

機を使用している。自動車シートの生地の需要が旺盛だったバブル期にレピア織機を大量導入し
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た。その後は積極的な入れ替えを行っておらず、社内にある最新のものでも 20年前の機種である。

メーカーにとっては、おおよそ 2 世代前の機種であるため、織機に使用する基板の供給がメーカ

ーにある在庫のみとなっている。レピア織機が動かなくなった時、この基板を新しいものに入れ

替えて直すケースがあるので、重要な部品である。この状況は産地にとっても課題である。先を見

越して、基板をストックしている事業者もいる。 

そこで、産地では同社の社長を中心に、互換性のある部品を開発する働きかけを始めた。高野口

で唯一、織機の修理ができ仕組みに詳しい電気事業者が 1 名おり、アドバイスにより部品の開発

が始まった。高野口産地では、レピア織機を使用している事業者が 12 にのぼる。台数にすると 60

台となる。1 台あたり 20 万円の出資を募り、開発をスタートさせた。ただしこの出資によって当

該の部品を買えるのではなく、部品を製造できる環境を整備するだけであり、開発が成功すれば

購入には別途費用が発生するが、取り組みはスタートしている。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

今後は産業資材の受注に注力をしていく。技術を残すということを最優先に考え、アイテム別

の戦略ではなく、技術を中核とした経営戦略を立てて柔軟に対応していく。 

ラビングクロスでは、台湾企業との取引の割合が多い。今後は、台湾企業との取引を堅持しつ

つ、中国でも積極的に新規開拓を進める。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

アパレル、インテリア、寝装などを手掛けているが、これからは産業資材関係の仕事を探す必要

がある。産業資材としてのパイル生地の需要が高い。シフトチェンジするわけではなく、アパレル

やインテリアも、引き続き手掛けていく。 

 

(2)中長期的な課題 

企業単独だけでは絶対生きていけない。産地や地域との関わりを保つ必要がある。また、電気関

連の事業者や、溶接をしてくれる企業など、産地が頑張っても産地の環境や状況含めて危うい状

況なので、事業継承に危機感がある。「事業承継」ではなく「産地承継」ということを考えないと、

先がない。 

日本に新しい機械が入ってこない。織機メーカーは、日本市場を向いていないのではないか。な

かには繊維業界にも見切りをつけたと思われる企業もある。 

近年は機械の価格が上がっている。部品も高く、修理して使うユーザーのニーズが考慮されて

いない。国の補助金を目当てに、買い替え需要を惹起する設定になっているのではないか。機械の

価格傾向や市場に対する危機感からも、産地内や産地間での協同意識が芽生えている。 

 

(3)人材戦略の実際 

 人材確保は厳しい状況にある。老齢化もある。工業高校の卒業生を数名採用している。しかし企

業の平均年齢は高く、厳しい状況にある。 
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製造には直接かかわってこない、産地にいる業者（水道ポンプの配置や溶接など請け負ってく

れる業者）の後継者がいないことが不安。一番不安なのが電気工事業者の存続で、織機を安定して

動かすには必要である。業者が一人でも欠けると、工場の動きが鈍くなる。 
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17.辰巳織布株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 辰巳雅美 

所在地 大阪府岸和田市上松町 3-8-5 

設立年 1960 年 4 月 

資本金 3,500 万円 

事業内容 綿・合繊織物製造業 

従業員数 38 名（2020 年 1 月現在） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

綿を主体とした、細番手の高密度の織物を製造できることが強み。細番手の高密度の織物は技

術的に難しいため競合がすくない。ヨーロッパ、中国から、ロット数の多い受注がきている。技術

が剽窃されると思っていたが、リピートも発生しているので、簡単な技術ではないと確信した。 

新しい素材に対する企画開発力がある。これまで、ヨーロッパのラグジュアリーブランドなど

とも取引を行った。顧客の要望に対して開発を進め、期待に応える。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

1981 年、エアジェット織機を導入したことが成長要因となっている。シャトル織機よりも効率

が良い。ウォータージェット織機もあって、エネルギーコストはかからないが、水を弾く素材でな

ければ使えないので、エアジェット織機を選択した。 

技術を磨く方針を長年変えないことが奏功した。太番手は比較的に難易度が低いが、細番手は

難しいということが分かっていたので、細番手の高密度の織物が製造できる技術を取得する方向

性を保った。ただし細番手になるほどコストがあがるので、どのようなマーケットがあるかは不

透明であった。従って、ハイエンド商品で量的に少ないというターゲットを想定した。これが現

在、想定どおりとなっている。 

加工を始めたことが現在の成長要因となっている。生機を取引先に卸しているだけだと、それ

がどのような最終製品に使われるか分からなかった。産業資材に使われているか、衣料に使われ

ているかということも分からない状態にあった。加工を始めることで、取引先とのコミュニケー

ションが活発化した。取引先からトレンドやニーズを聞いて、次の開発のための参考にし、精度を

あげていった。 

量から質へと転換したことも、同社の生き残り策として有効だった。ヤング向け衣料は量あつ

まるので価格競争になる。国内アパレル産業の生産背景が国外に移るバブル崩壊前までは同社で

も製造したが、現在は輸入品が市場を占めている状況にある。そのため、ボリュームは少なくと

も、単価の高い商品を製造することにした。それが加工まで行うことを考え付いた転機だった。 

2006 年に、糸のサイジングを事業内容とする「のりつけや」を子会社化したことが、現在の安
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定した経営に繋がっている。経緯としては、関連会社の仲谷サイジングが経営危機に瀕しており、

そこが潰れると同社の事業にも影響が及ぶので、子会社化することになった。子会社化にともな

い銀行からの融資を受け新たに機械も導入した。その結果、安定して細番手の糸で高密度の織物

が製造しやすくなった。もしサイジング事業者を子会社化しなかったら、成長はとまっていた。

「のりつけや」のテリトリーは、子会社化前だと大阪府内、奈良、和歌山、京都だった。子会社化

し機械を導入した後は徳島や西脇市（兵庫県）にまで広がった。 

失敗談としては 2010 年頃に紙糸（ペーパーヤーン）の研究を続けたことがある。エアジェット

織機がペーパーヤーンとマッチしなかったことが、失敗の一つの要因である。紙に限らず麻も同

様であるが、固い素材はエアジェットの力では織りにくく相性が悪い。もう一つの要因は取引先

が技術開示に難色を示したことである。具体的には、加工すると生機が全部溶けてしまったトラ

ブルが発生した。取引先に相談すると、ペーパーヤーンは架橋結合をしているので、晒工程（不純

物を取り除く作業）を行うと架橋結合が外れると後で教えられた。分かっていることを最初から

言わず、失敗したあとで言われることが続いた。技術開発が進まず、資金だけが減った。新しい素

材で生地をつくる際は、協力的な企業でなければ難しい。しかしこのペーパーヤーンに関連する

企業は、フルプライスで糸を販売し、技術開発をせず織らせるという姿勢だったため、技術研究の

開始から 2～3 年後「いっしょにものをつくっていこうという姿勢の無い企業や人とは仕事をしな

い」と技術研究を止めた。 

 

(3)ビジネスモデル 

創業は 1960 年である。泉州地域では、地主が田畑を売却して織機などの設備を導入した繊維企

業が多い。創業者は現代表の父で、営業職だった。「脱サラ」で岸和田に来たため、この地域にと

っては新参者であった。糸から織物を製造する事業は、当時から現在まで変化はない。設備や商品

は変化を続けている。 

 辰巳織布が、サイジングを行う子会社である「のりつけや」に、仕入れた糸のサイジングの 8 割

を依頼している。子会社「のりつけや」にとって辰巳織布は、取引先としてみると 30～35％の規

模となる。現在の主な取引先は 30 社となっている。サイジングのまえに、荒巻という工程があり、

荒巻に使用する機械が 7 台ある。サイジングの機械は 1 台となる。 

 

(4)商品戦略 

 素材は綿主体だが、ポリエステル、ナイロン、トリアセテート、キュプラ、スパンデックスとい

ったフィラメントがある。麻、リネン、シルク、ウール、長繊維と短繊維を組み合わせたもの等、

様々な生地を製造している。 

フィラメントは北陸が産地だが、長繊維と短繊維との複合をつくっている。 

紳士服のロードサイド店が成長期にあったとき、尾州のウールを主に扱っていた商社から紹介

してもらって製造を始めた。当時、尾州ではまだウールを織れるところが限られており短時間で

大量に製織できる設備が少なかった。尾州からは現在でも受注しているが、ウールが高騰し、それ

に伴いニーズが低下しているので、かつての盛り上がりはない。 

産業資材では、災害用テント地、濾過布、あるいは自動車に使用するベルト、スピーカーの内部
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など、生活していると意識しないところに使われているものが多い。特殊なワーキングウェア向

けにも製造するが、メーカーと共同開発する必要がある。 

価格については、加工反、生機、加工賃の順に高い。請け方により、それだけの違いが発生する。

例えば、50 円の価格で 5 円の交渉するのは厳しいが、1,000 円であればまだ考慮する余地がある。 

 

(5)生産・調達戦略 

自社で原糸を仕入れて織物を製造して相手先に販売する場合と、無償で取引先から原糸を引受

け、取引先の指示通りに織物をつくる場合がある。前者は売り買い形態、後者は賃織り形態と呼

ぶ。賃織は工賃だけなので、取引先が価格設定の主導権を握りやすい。そのため賃織りは基本的に

利益率が低い。ただしメリットとして、営業活動しなくてよいということと、糸の調達をしなくて

いいこと、配送準備をしなくていいことなどがある。一方、売り買いでは原糸を仕入れるのでリス

クになるが、取引先が価格設定で主導権を握ることは少ない。ここに加工を組み合わせると、技術

に対しても対価が支払われるため、利益率が上がる。 

 

(6)チャネル戦略 

以前は商社の賃織りが多かったが、採算が合わなかった。合成繊維系のメーカーは素材が新し

いこともあり、織りの研究も必要になるので、賃織りよりは採算がいい。技術研究でも協力的であ

る。このように、時代のニーズに則して取引先を変えないことには生き残りが難しい。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 内外の展示会に出展している。また紹介してもらい持ち込みを行っている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

ニューヨークや上海などの展示会に出展して、輸出に力を入れている。費用対効果の面からみ

ると、まだ特筆すべき効果はまだ表れていない。今後も注力していく。 

最近、3 台目のドローイングマシンを導入した。ドローイングマシンは、糸を準備する機械であ

る。それから、織機のモニタリング、倉庫の管理システムを導入。織機と倉庫の管理システムをリ

ンクさせ、いつ倉庫の経糸が無くなるかなど、情報の共有化を図った。関連会社に「のりつけや」

というサイジング専門の会社があるが、そこともシステムを共有し受注・製造の状況を明確化し

ていく。そのことによって、経糸の準備がいつまでに必要なのかが分かり、製造がスムースに進

む。「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」でおりた補助金を投資した。サイジング

は準備だけでも最短で 1 週間かかるため、1 日前に必要だと伝えてもすぐに準備できない。ここで

連携が失敗すると、大きなロスになる。自社工場内も、目視で状況を把握しにくい状況である。稼

働していない機械を減らすとともに、作業の滞りを解消することで、あらゆる機械の稼働を平準

化させる。 

 ここ 10 数年で加工に注力している。これまでは生機の製造販売に徹していた。付加価値を付け

て販売する方法を模索し、加工まで行うことにたどり着いた。これは自分で糸を買って自分で織

物作って、染工所に加工してもらい、取引先に売ることを指す。リスクが伴うし、資金が減けれど
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も、利益率は賃織りより向上する。加工反で販売するとなると、見本反が必要となる。見本反 1 点

つくるのに十数万円の費用がかかる。相手から試作を依頼されれば、費用は折半する。オリジナル

生地の場合は自社が負担する。オリジナル生地は現在、1,900 番ほどの種類がある。価格に転じる

と数億円の見本反を製造したことになる。 

加工まで事業領域を広げても、売上が急増するわけではない。10 点中 2～3 点売れると良い。た

だし加工まで事業を拡大した最初の 4～5 年は研究に徹し、実際に販売はしなかった。今では加工

反を販売している。 

設備投資で効率化、働きやすさを図っている。この 5 年で、ドローイングマシン導入し、2018

年はエアジェット織機 7 台入替した。工場内の機器の配置を変更するとき、重たいものを持った

り、織機の下にもぐって調整したりと、重労働になる。それが、導入後の織機だとテンキーだけで

調整できるようになっていく。糸の到達タイムを変更するためには、前は機械のしたにもぐって

調整したが、現在はテンキーだけでできる。負担が減り、調整しやすくなった。まだエアジェット

織機を導入したころは、1 品番の製造が、最低で３ヶ月か半年続いた。長ければ年単位で続いた。

ところが現在は注文が小ロット化しているので、商品が変わるたびに織機を調整しなければなら

ない。この負担が大きかったため、電子化した機械を導入した。その結果、作業者の負担が減りよ

り小ロットの受注にも積極的にタイムリーに対応できるようになった。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

より川下・消費者に近づき、織り方に力をつけることを目指してきた。これからもその目標を継

続させる。 

産業資材、特殊なワーキング・ユニフォームウェアに注力していく。一般的なワーキングウェア

は海外市場を見据えると、勝算が見えてこないため、独自性の高いものを製造する。また婦人衣料

は流行の波があるが、産業資材は安定して受注できる見込みがある。 

加工の割合を増やさなければならない状況にある。付加価値の高いものを製造していく方向性

にする。付加価値を訴求する方向にもっていかざるを得ない。 

設備投資も継続的に行う。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 
東京に取引先がある。さらに広げていくために営業活動を行っている。 

 

(2)中長期的な課題 

取引先を増やしていく。加工反だけで売り上げを立てることは難しく、取引先がそれほどない。

また、川下に近づくほど利益率は高くなるが、ロットが小さい。同社はあくまでメーカーであり、

生産現場を大事にしなければならないと考える。一定のロットに基づいた発注先でなければ継続

的な取引は難しい。しかし、大きいロットでは競合が激しいため、賃織も売り買いも必要である。

こうした状況があるため、加工反で取引をする取引先を増やすことで収益性の改善をはかる。 
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18.東和毛織株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 渡邉 淳一郎 

所在地 愛知県一宮市浅井町前野字新開 70-1 

設立年 1941 年 6 月 

資本金 30 百万円 

事業内容 特殊梳毛織糸、特殊梳毛メリヤス糸、特殊梳毛手芸糸 

従業員数 40 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 同社はウールや獣毛を活かした梳毛糸・意匠糸を提案しており、なかでもアルパカやモヘアな

ど毛足が長く紡績が難しいとされる獣毛原料を得意としている。毛糸の原料はメリノウールが一

般的だが、同社はそれに様々な獣毛を混ぜることによって差別化を図っている。アルパカについ

ては国内紡績の 50％のシェアを占める。原料の多様化により差別化を図っている。 

1897 年（明治 30 年）に名古屋で毛織物メーカーとして発足し、1951 年（昭和 26 年）に紡績事

業を始めており、この長年の経験から世界中より厳選した多種多様な天然繊維原料を取り寄せ、

ストックしている。特に、アルパカは様々なカラーと種類の原料を取り扱っており、輸入量は国内

トップとなっている。また、メイド・イン・ジャパンにこだわり、小ロット・多品種に対応できる

設備も強みとしている。 

 同社の差別化の取り組みは、「英式紡績」「仏式紡績」「意匠紡績」「染色」の 4 つである。 

「英式紡績」は、英国産ラスター羊毛及び繊維の長い羊毛用に開発された紡績方法だが、工程の高

速化、合理化の流れに衰退し今では希少な設備となっている。特に、モヘアやアルパカの高品質な

梳毛糸に適しており、どの工程も錘数が少なく低速回転で繊維に優しい品質本位の小ロット多品

種の紡出が可能となる。撚り込まれたスライバーはドラフトにより極限まで繊維が延伸され、整

理仕上げ工程でクリンプが復元し嵩高性のある糸となる。英式紡績は国内では同社ほか数社しか

運転しておらず、効率は劣るが、これでしか出せない味がある。 

「仏式紡績」は、スライバーに撚りを加えず、エプロンやフォーラーを使用することで均一なドラ

フトを行う。英式に比べ、生産性が高く、安定した紡績が可能なために現在主流の紡績方法とな

る。サイロスパンは、精紡機のドラフトゾーンに 2 本の粗糸を間隔をおいて供給するとサイロス

パン特有の撚り上がり現象が発生し、毛羽が少なくて丸味のある糸になる。エアリースパンは、糸

を構成している繊維が紡毛糸のような立体構造（耐久性のある微小なパイル）となっているため

空気を含んだソフトで軽いのが特徴となる。エアリースパンは 10 年程前に精紡機を改良したもの

であり、アパレルメーカーからも好評で、主力商品となっている。 

「意匠紡績」は、紡績工程で作るもので、トライスピンは飾り糸、芯糸、押え糸の 3 本（トライ）

からなる紡績意匠機で、芯糸に対して飾り糸となる無撚の精紡糸に送りを付けるとループ、ルー
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プを起毛すればタムタムヤーンにそれぞれなり、またスラブ、ノットも出来るため、あらゆるコン

ビネーション糸が出来る。ジョイントボビナーは、前紡最終工程のボビナーにおいて供給するス

ライバーを 3 本まで切り替えることが可能。同一素材で色を切り替えることで絣（かすり）調に、

異素材であれば染分けや表面効果の変化を表現できる。ファンシーリリーは、コーミングロータ

ーで開繊されたスライバーを空気流でリリー機（筒編機）に吹き込み毛羽を包み込んだファンシ

ー糸を紡出する。ソフトリリーは、ドラフトされた粗糸に仮撚りを加えペンシル型の筒編機でリ

リー編みする。本撚りではなく、ソフトで丸味のあるリリーヤーンになる。 

また、「染色」も紡績前の原料の状態で染めるトップ染めや単色ではなく数色を使う絣染めなど

によって差別化を図っている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 世界各地より輸入した様々な天然繊維を原料とし、織糸やメリヤス糸をはじめ、手芸糸などの

製造・販売を手掛けている。 

アルパカやモヘア・カシミヤなどの獣毛原料を主に取扱い、小ロット・多品種に対応できる強み

こそあるが、英式紡機は国内で数社しかない。コスト面や効率は悪いが、高品質のため、それがネ

ームバリューにもなっている。 

昔ながらの機械で良いものが作れるが、効率が悪いため、需要は減っている。しかし、それを使

い続けることで差別化が図られている。少量多品種のノウハウは、英式紡績で培っていると自負

している。 

 

(3)ビジネスモデル 

紡績開業時、数年は定番品を展開していたが、その後昭和 50 年代に意匠糸の開発にシフトした。

機械メーカーとタイアップして意匠紡績機を作った。当初はもともとあった英式紡績機を改造し、

その後トライスピナーやファンシーリリーなども設備投資していった。昭和 60 年頃、工場の建屋

新設に投資をした。 

売上については、製品としての出荷が 9 割、賃加工が 1 割程度。内訳は、ニット用糸が 6 割、

織糸が 3 割、手芸糸が 1 割程度。ニット用が増えており、織糸や手芸糸は減ってきている。 

 

(4)商品戦略 

目指している商品は、定番にみえて手に取ると違いの分かるものであり、メイド・イン・ジャパ

ンの商品としてプライスは高めになる。かつては百貨店アパレルが主力だったが、現在はセレク

トショップ、DC ブランド、海外コレクションや、ショップチャンネルなどの EC サイトが増えて

いる。 

上代の価格帯はニットで 1～4 万円となり、ブランド力も込みの価格である。 

 

(5)生産・調達戦略 

職人にしか分からないような違いではなく、アパレルメーカーや消費者にも違いが分かるよう

な差別化が重要。商品を実際に手に取ってもらい、品質の良さ、他の商品との違いが分かるものを
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いかに生産していくかが重要とみている。特に、毛が細いほど高級感があるため、見つけ出す努力

をしている。原料は、商社からの情報を通じて、数 10 トン単位から、少ないものでは数百キロ単

位で世界中から探し出し、調達している。 

 2019 年はアメリカメリノウールを提案しており、原産国からこだわりのモノ作りを通し、スト

ーリー性をうたえる商品を揃えている。 

 

外注先が減少していくことを見越して、内製化を進めており、見本程度であるが撚糸機を設備

投資した。 

古い型の紡績機械のためメーカーがおらず、交換部品の調達は難しい。交換部品は別注で用意

したり、中古機械を部品取り用にストックしたりしている。 

生産管理システムは、この数年で刷新しており、全ての工程の情報は集約管理されている。ただ

し、古い機械であるため動力のコントロールはできていない。海外に残る紡績機械メーカーの協

力を得ながら効率化を目指している。また、海外から紡績機械を購入しても国内にエージェント

がおらず、メンテナンスができない。 

設備の稼働率は、3～9 月は秋冬物に向けて設備の稼働率が高いが、10～2 月は稼働率が低くな

る。 

 

(6)チャネル戦略 

EC 展開を強化している。それは、手芸糸は良いものを作っても陽の目を見ないことが多いため、

EC で訴求することで認知度を高めている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

エアリースパンとしてのブランド力向上に力を入れている。一定の在庫を抱えることになるが、

アパレルメーカーからの注文に迅速に対応するための生地見本帳を用意したり、最終製品に取り

付け可能な商品説明タグを一緒に納品したりするなど、この 10 年ほど前から取り組んでいる。こ

れらは他社が徐々に取り組まなくなってきているのが実情である。 

プロモーションの一環として、工場見学を開催し、服飾を学ぶ学生や企業の若手社員などを招

待している。また毎年 2 月に開催される「ジャパン・ヤーン・フェア＆総合展」と 12 月に開催さ

れる「ジャパン・ベストニット・セレクション」にブース出展している。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 人材確保を注力している。2000 年頃は、営業は 50～60 代が多かったが、現在は 20～40 代が中

心となっている。工場は 70 代まで雇用を続けている。ここ 5 年で若返りを図ってきている。また

外国人雇用も視野に入れた雇用体制も検討している。 

古い機械を継続的に使わざるを得ないため、機械そのものを知る人間、ある程度理解している

人間でないと作業は難しい。一人前に育てるまでに 5 年、10 年かかることを、例えばギアの設定

などをデジタル化にするなど技術的なハードルを低くすることで、少しでも若い世代が働きやす

い環境にしたいと考えている。 



 - 144 - 
 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

国内マーケットが厳しいため、海外への販促に注力していかないといけない。今ある柱以外の

新しい分野（資材分野、インテリア分野など）の商品開拓をしないといけない。ただし、カーテン

や壁紙のような要尺の多いものはコストがかかりすぎるので難しい。 

中国の生活水準が上がってきているため、中国のアパレルメーカーが、高級品については日本

製の糸を採用するケースも加速していくとみている。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 人の確保が厳しい中において、染めなど今まで当たり前に出来た作業ができなくなりつつある。

これまで外注で対応していた仕事も自社で請け負わざるを得なくなりつつある。そのため、自社

で完結できるための仕組みを構築していかないといけないと考えている。 

 

(2)中長期的な課題 

 100 年以上受け継がれた技術力の継承は 1 つの課題。また、メイド・イン・ジャパンにこだわっ

た小ロット・多品種に対応できる設備の維持、及びその機械から生まれる素材をいかに顧客へ信

頼され且つ期待され、必要とされるメーカーであり続けられるかが課題。 

 

(3)人材戦略の実際 

 人材確保を注力し、今後も若返りを図るべく、外国人雇用も視野に入れた雇用体制も整えたい

としている。 
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19.株式会社ドゥ・ワン・ソーイング 
 

〔会社概要〕 

代表者 土井順治 

所在地 大阪府大阪市中央区久太郎町 2 丁目 2 番 7 号 山口興産堺筋ビル 9F 

設立年 1982 年 4 月 

資本金 4,000 万円 

事業内容 シャツ製造 

従業員数 130 名（2019 年 4 月） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 紳士のパターン・メイド・シャツの製造を主な事業とし、テーラーや専門店向けに販売を行って

いる。強みは１枚からつくれることである。注文が 500 件入れば 500 枚の指図書が必要になる。

情報が煩雑になるが、瞬時に処理し伝達しなければならないため、独自のシステムを開発してい

る。現在は年間 18 万枚を生産している。 

 競争力を高めるために、究極の小ロット数を突き詰めた結果、１枚ということになった。消費者

にはオーダーシャツと認知されているが、同社は、1 枚から製造する既製品であると認識している。

合理的なオーダーシステムによって、顧客の体形や好みに合わせ幾つかの基本的なボディスタイ

ルやカフス型、衿型などを組み合わせている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

2005 年、経済産業省の中小繊維製造事業者自立事業に採択された。この助成金が転機となり、

賃加工受託の下請体制から脱却した。助成金は、機械や直営店、材料など、短期的な課題に利用せ

ずシステムに投資した。助成金が交付されるまで、倒産寸前だった。背景には、アパレル業界の

QR（クイックレスポンス）体制の提唱がある。生産したものが売れるという時代が終わり、必要

なものを、必要な時期に、必要なだけ生産するというトヨタ式の生産体制の要求が始まった。 

以前は１品種に対し、500～1,000 枚のロット受注があった。生地はシャツ 1 着につき 2m 使うの

で、生地に換算すると 1,000～2,000 メートル分の発注である。アパレルが売れなくなると、ロット

数が約 100 枚に減少した。1 日 500 枚の生産なら指図書が 1 枚でよかったが、ロット数が 100 枚の

ものを 1 日 5 件作業すると、指図書が 5 枚になる。するとロットが変わるたびに、機械や人の配

置をやり直すので時間ロスが発生した。1 反（60m）でできるシャツは 30 枚なので、1 日 500 枚や

ろうとなると、10 品種以上になる。多品種・少量・短サイクル生産を提唱した時代の背後には、

このような現状があった。 

QR は売れ残らない、セールしなくていいという、ロスを含まない生産体制の為にその分工賃が

上がるという触れ込みだったので、同社は 1990 年岡山県玉野市に新工場を設立した。トヨタ・グ

ループであるアイシン精機の縫製機器を導入した。その縫製機器は TSS（トヨタ・ソーイングマネ
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ジメント・システム）という、多品種少量短サイクルに対応できるシステムである。この縫製機器

にはキャスターがついていて、ミシンの配置変えが用意だった。立ちミシン方式なので、オペレー

ターの多能工化が可能なシステムである。 

新工場を設立し、機器を導入し QR 体制を完備したにもかかわらず受注単価は変わらず、値下げ

交渉が発生した。背景には、人件費が安い中国に日本企業が生産拠点を移し始めていたことがあ

った。 

このような事情があり、銀行からは融資の期限前の返済を迫られた為、経済産業省の中小繊維

製造事業者自立事業の支援を受け、下請け体制の脱却を図るとともに自社製品に注力するように

なった。 

 

(3)ビジネスモデル 

今のアパレル業界は多様な消費者ニーズとの乖離があるにも係わらず、大量生産・大量消費の

高度成長期時代の生産・販売方法を未だに継承しているため、サプライヤー間に多量の在庫が発

生している。その在庫処分の経費を販売価格に転嫁するため、品質と価格が釣合わず、消費者不信

を招き更に販売不振となる悪循環に陥っている。このような現状において、同社は 1 枚生産技術

というノウハウにより、受注してから生産するという流通間にムダな在庫が発生しないビジネス

モデルを確立した。 

また、国内の縫製工場は社員の高齢化が進み、廃業・倒産が相次いでおり、最盛期の 10 分の 1

といわれるほど存続の危機にある。そのため、国内の縫製工場を存続させることを目的に、4 年前

から他社の縫製メーカー10 社と協業して技術交流会を年 2 回開催している。 

 具体的な活動としては、新卒雇用の意見交換や工場視察、独自の布帛縫製 1・2 級検定試験を実

施し、お互いに技術や情報をオープンにする土壌を作り上げ、国内縫製工場の社会的地位の向上

に努めている。 

 

(4)商品戦略 

 同社は製造に携わっているものの、ブランドタグにはテーラーや専門店の名前がつけられ、ド

ゥ・ワン・ソーイングの名前は表記されない。 

 アイテムはシャツ、パンツ、ジャケット、ネクタイ、ベルト、セーターなど、全８アイテムあり、

いずれもオーダー受注となる。このうちシャツのみ、独自システムを使っているが、他アイテムに

ついてはそれぞれのメーカーに製造を依頼している。 

 ターゲットは 30～40 代のエグゼクティブ・ビジネスマンである。服装によって自己を社会的に

表現する層を想定している。シャツの中心価格帯は 1 万 3,000 円。 

 エンドユーザーを飽きさせないことや、小売店への来店頻度を上げる販売支援ため、サンプル

生地を年に 8 回、各 30 色を 650 店舗の得意先に配信している。 
毎回新色を投入することで、エンドユーザーのリピート率を増やしている。 

 

(5)生産・調達戦略 

 独自システムの導入前は、紙ベースの情報伝達を行っていた。現在は Web 上でオーダーシート
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に店舗側が入力を行うことで受発注が可能となっている。約 650 社ある専門店を中心とした取引

先はすべて同じ発注システムを導入している。 

幅広い顧客ニーズに対応する為、素材調達については色柄などバリエーションを豊富に持って

いる。ただ、売れるかどうか分からない特殊なものは最小限で仕入れる。 

オーダー商品は販売時点での生地在庫の有無が重要な要素である。休日は小売店が繁忙時であ

るが、同社は休みの為問い合わせに対応できない。24 時間 365 日、正確に生地在庫を管理しなけ

れば売違いなどで小売店に迷惑が掛かる為、約 1,300 柄ある生地のストックは着分単位でリアルタ

イムに管理し、売り越しが発生しないよう体制を整えて小売店が安心・確実に販売できシステム

を構築した。 

この独自システムは、販売店と生産工場を直接繋げている。Web 上で色柄を選ぶことができ、

「紺」「チェック」の条件で検索をかけると、在庫があるかを確認でき、注文を確定するとその場

で在庫をキープすることができる。サイズなどの基本データを入力し発注した情報はダイレクト

に CAD に届き、これまではオペレーターが紙ベースの仕様書を「翻訳」し CAD に入力していた

ものが、データが直接届くことで入力ミスや見間違いなどの作業ミスが無くなった。 

製造中の商品はトラッキング可能である。Web 上で確認すれば顧客の注文品がどの過程にある

か検索可能になっており、仕様変更の依頼が顧客からきた場合でも、裁断前ならば変更可能であ

ると案内することが出来る。 

また、iPad を岡山工場のミシンに設置しており、指示書がタブレットに表示されるので、製造品

をすぐ次の工程に流すことができる。iPad 導入に伴いペーパーレスになった。これまでは指示書

を 4 枚コピーしそれぞれに生地見本を添付して使っていた。日産 700 枚なので、印刷に対しかな

りコストと資源を使っていたが削減できた。縫製は平均で 30 工程になる。 

取引先（専門店など）からネームを預かり、それを付けている。当社の名前やブランドである

「土井縫工所」は明記されない。 

 カスタマーセンター（B to B）は岡山の工場にあり、例えば納期についての連絡もダイレクトに

届くようになっている。工場の判断で対応の可否を考える。 

 

(6)チャネル戦略 

 2006 年頃にターゲットをアパレルや商社から専門店へシフトした。約 650 社のテーラーや専門

店を販売先としている。自社製品（既製品のみ）の販売は EC サイトでのみ行っている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 当社は販売先がテーラーや専門店であるため、取引先の専門店の活性化につながる販促活動を

行っている。 

 メジャーだけでは着用感がわからないため、ゲージ服を配布している。それだけでなく、販売店

が受注しやすいように受注マニュアルや、生地の見本なども配付している。 

 Web の発注システムでは、受発注だけではなく販売用ツールとして仕上がりのシミュレーショ

ンのイメージ画像を用意している。これは生地見本だけではシャツに仕立てた時どのような印象

になるかイメージが難しいためである。このシミュレーションでは、シャツの色柄だけでなくネ
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クタイやジャケットをコーディネイトした時のイメージを変えたりすることが可能となっており、

店舗の販促ツールとして活用されている。 

ブラウザ上で発注できるので、iPad などでも利用できるのが強みである。PDF データもタブレ

ットに入れればすぐに見せることができる。外販の取引先には、発注システムが電子化しており、

しかもブラウザ上で可能になっていることが重要となる。 

閑散期に行うフェアでは、店頭に現物生地を送る。顧客は巻いた生地を 2 つ選び、2 本セットの

価格で購入する。このように店頭での見せ方の提案も行っている。その他にオプションフェアも

やっている。フェアや DM で来店頻度を上げることで、店舗を活性化し取引先を維持する。DM は

社名であるドゥ・ワン・ソーイングや、ブランド名である「土井縫工所」の名を出さず、店舗の名

称で出している。 

 当社は自社製品を「土井縫工所」というブランド名で打ち出している。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 海外展開の準備を進めている。ニューヨークに社員が 1 名いるが、中小企業がニューヨークに

拠点を置いて商売するのはハードルが高い。特にビザの入手が難しい。メイド・イン・ジャパンを

海外に売り込み、ニューヨークでブランディングしたものを逆輸入して価格競争から脱すること

が理想である。当社のシステムはネット環境があればどこでも受注できるので、アメリカと繋が

ることもできる。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 オーダーシャツはオーダースーツの流行に伴い価格競争になっている。大手の上代価格と当社

の上代価格に 2 倍ほどの差がついている。差別化をはかり、価格競争から脱却することを目標と

している。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 オーダーシャツはオーダースーツの流行に伴い価格競争になっている。大手の上代価格と当社

の上代価格に２倍ほどの差がついている。どのように差別化し、価格競争から脱却するかが課題

となっている。 

 受注システムはこれからもバージョンアップする必要がある。 

 

(2)中長期的な課題 

 当社のブランド「土井縫工所」は自社 EC サイトで展開しているものの、取引先の専門店では専

門店のネームを付けているため、露出度が低い。ブランディングをどう行うかが課題となってい

る。 

海外展開の準備を引き続き行う。海外での展開が成功すれば、ドゥ・ワン・ソーイングが海外で

のハブとして役割を果たし、日本の縫製企業の海外進出の足掛かりとなりたい。難易度が高いた

め、政府にも動いて欲しい。 



 - 149 - 
 

 

(3)人材戦略の実際 

 社員の平均年齢は 29.8 歳。殆どが女性、正規社員でパートは 6 名程となる。 

働き方改革に取り組んでおり、産休を取得している女性は現在 6 名いる。人手の確保には経済

的安定、生活の安定が必要である。 

国内は働き手不足といわれるが、潜在的な働き手がいる。9 年ほど前から玉野市の高校でリクル

ーティングを行っている。明るくて元気な生徒は企業が取り合うが、当社は、喋らなくて、明るく

ない生徒を要望している。工場はラインなので、明るく元気な性格の人にとっては働きづらい現

場となる。また傾向として、地元に留まりたいと考える若者が増えてきている。日本全国で雇用者

と被雇用者のミスマッチが起きているので、それを考慮したうえでリクルーティングを行えば人

手はまだ潜在的にいる。 

 20 年前に技能実習生を招いた。日本人でなり手がいなかったためである。現在ベトナムから 15

人、来日して労働している。しかし、残業や日曜出勤が発生すると採算が合わないことからも、

2021 年に技能実習生を終了する方針である。 

受注に波があるので平準化に取り組んでいる。取組みの一つとして、繁忙期には協力工場に依

頼をしている。また、閑散期にフェアを行っている。フェアの時期は 2 枚購入すると実質的な値

下げになり、閑散期に受注を増やすことで平準化している。 

実際的な教育として、作業のピッチタイムを指標として技能向上の指導を行っている。 

小学校にミシンを持ち込み縫製についての課外授業を行うなど、さらに若い世代に対する地域

活動も行っている。 
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20.株式会社野呂栄作 
 

〔会社概要〕 

代表者 野呂卓生 

所在地 愛知県一宮市浅井町大日比野下田 55 

設立年 1975 年 8 月 

資本金 1 億円 

事業内容 手編毛糸製造 

従業員数 18 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 同社は原材料から製品までの独自生産技術、独自販売・販促活動を活かし、「NORO」「野呂英作」

ブランドの高級手編毛糸として、世界市場へ販路拡大している。ウール一貫生産が大きな強みで

ある。 

また自社工場を保有し、糸の企画を自社の社員が行っている。本社の隣に工場があり、企画した

ものがすぐ試作～本格製造までできるフットワークの軽さも強みである。クイックな対応ができ

るうえ、トライもしやすい。しかし、糸にするまでの生産工程は早いが、大量生産ができない。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社は「人の手で糸を紡ぐ。人の手で出来ないところだけを機械で補う」というのが自社の糸づ

くりの原点としており、熟練の職人たちが美しく染めた原毛を一色一色手で計り、手で感じなが

ら並べ、数々の工夫と改良を施した設備を使い、出来るだけゆっくりとした速度を保ちながら紡

いでいる。同社は手作りの糸を「ノロヤーン」と呼んでいる。1 本の糸で編むごとに現れるグラデ

ーションは絵画を連想させ、その日本独自の色使いは世界 20 カ国の人々に支持されている。 

同社は北欧が最大の出荷先で自社製品「ノロヤーン」を市場拡大してきた。代理店は 1 社のみ

である。2005～2007 年頃にアメリカで手編みブームがあり、代理店を介さずに販売したいという

問い合わせが相次いだが、それらを断っていた。その後、断った企業が「ノロヤーン」の悪評を立

てたり、流したりするなど被害を受けた。このように、販売を阻害されるような嫌がらせを受けな

がら市場拡大に努めてきた。海外企業と仕事をすると色々な問題があり、このような嫌がらせな

どを受けるということを身をもって知った。現在は、野呂ブランドを理解し、共感してくれるパー

トナーのみと事業を進めている。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社はウールやモヘヤなどの動物繊維で牧場発の洗い上げ原毛を直輸入し、原毛の調合からカ

ードなどの前工程、ミュールとリングの紡績による糸作り、撚糸加工までの自社一貫生産が特徴

である。 
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製品は「ノロヤーン」として、国内よりも欧米で一定の知名度を有している。1981 年に大阪で

開催された展示会でアメリカの毛糸流通業者の目に留まり、2 年後にアメリカの 100 店舗で自社製

品が納入されるようになった。2007 年にはアメリカでは年 2 回の展示会が開催され、700 店舗以

上で同社の毛糸が販売されている。 

また同社はアメリカでの実績を持って欧州での販売のためにパリに現地法人を設立。現地で採

用した従業員とともに小売店を訪問して顧客開拓を図った。そこでは現地の代理店を通じた販売

を進めている。2007 年にイギリスとドイツにもそれぞれ 200 店舗の小売店で取り扱いがある。 

同社は、基本的に手作業でしかできない糸が特徴で、デジタルでは難しい部分があり、手作り感

を重視している。素材のコンディション、機械の音、洞察力などはコンピュータでは計ることが困

難な部分があるとみており、人間の手、感覚、感性を大事にして生産している。 

近年は、キャンプやアウトドアと連携して屋外、野外でワークショップを提案している。ウール

を使った新商品を軸にアウトドア・キャンプ市場の開拓を進めている。原料加工から紡績までの

ウール一貫生産の強みを生かして、ウール商品を提案している。2019 年 4 月に愛知県一宮市で行

われた、キャンプに関するモノ・コト・体験などの総合イベント「キャンピクニック」に参加した。 

 

(4)商品戦略 

同社の主な製品は、風土の厳しい南大西洋のフォークランド島で取れる上質な羊毛 100％を使用

して作られる段染め糸「くれよん」で、その羊毛に絹とキッドモヘアをブレンドした「シルクガー

デン」などもある。 

同社製品は海外向けが 70％、国内 30％となり、海外で高い知名度を有する。 

商品構成は手芸糸 70％、ニット向けなど工業糸 30％となる。 

 

(5)生産・調達戦略 

企画は自社、調達は英国の原材料メーカーが担っている。オーストラリア、ニュージーランド、

南アフリカの原材料の商社に、日本の商社を通じて調達している。 

生産は基本的に自社だが、染色は一部で外部委託している。物流は代理店を通じて外部の倉庫

に一時保管している。 

 

(6)チャネル戦略 

国内では小売への卸売りが 90％以上で、一部工業用横編み毛糸で 10％未満。今後は自社 EC サ

イトでの出荷も見込んでおり、将来的には 1 つの柱としたい。売上の 25％くらいを担いたい考え

である。 

販売人員は、社内ベンチャー2 人でプロジェクトチームを作り、国内で企画を練り、新規ファン

獲得に注力している。主に SNS を駆使した取り組みで「ノロヤーン」を通して人との繋がりを増

やそうとしている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

同社は 2003 年からイタリア・フィレンツェで開催されるニット用糸の専門見本市「ピッティ・
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フィラーティ」に出展しており、アルマーニやピエール・カルダンなどの著名ブランドも同社の製

品を採用している。パリでの糸見本市、エクスポフィルにも出展している。これら世界の展示会を

通して、「ノロヤーン」の知名度を高めている。 

また近年は SNS の取り組みや手編専門誌への製品紹介など、あらゆる媒体での露出にも注力し

ている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 今後は海外よりも国内に販売チャネルを広げようと考えている。 

設備投資としては、調合機、ミュール紡績機、撚糸機、毛羽立て機など、染色工程を除く全ての

製造設備を所有しているが、トップ染め染色は専属契約の工場に外注している。使用する染料は

独自のものを指定しているため、各工程に専業する他社と比較すると非効率であるが、理想の商

品の開発のために必要とみている。特殊な製品のため、準備機やミュール紡績機などを社内の人

間で改良するなどして対応している。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

今後は「モノ」を売るだけではなく、「コト」も重要である。糸のストーリー、感動・体験など、

人に楽しみを与えられる製品を生み出さないといけない。自社の糸で編んで楽しんでもらうこと

が大切である。自社工場の見学会もコト消費の一環で、海外からの問い合わせも多い。旅行会社か

らは、工場見学をセットにしたツアーのパックが提案されている。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 アジア（タイ、香港、台湾）で自社ブランドの知名度をより広げていき、国内にも訴求したい。

海外の代理店（韓国、中国）との連携をより強固にしていくために、こまめなやり取りが必要であ

ると認識している。 

 

(2)中長期的な課題 

同社は開発において、「効率は考えない」「デメリットのかたまり」「売れないものを作る」の 3

つをポリシーとしており、それが世界中で「野呂でないと製造不可能な商品」として認められてい

る。このポリシーをもって、今後も企画生産に取り組んでいくことが大きな課題でもある。 

 

(3)人材戦略の実際 

人材育成も課題の 1 つで、社員 1 人 1 人に仕入、企画、製造、営業まですべてを経験させるた

め、一人前になるまでには一定の期間が必要である。その中において働き方の改善も図りながら、

攻めの体制を崩さず取り組むことが重要としている。 

 

  



 - 153 - 
 

21.中伝毛織株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 中島幸介 

所在地 愛知県一宮市三条字郷内西 1688 

設立年 1960 年 12 月 

資本金 98 百万円 

事業内容 婦人紳士向毛織物、化合繊織物、ニット服地の製造販売 

従業員数 152 名（含むパート 24 名、平成 30 年 6 月現在） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

織物やニット、糸染め、整理工場を自社（あるいはグループ会社）で所有し一貫生産が可能なほ

か、尾州産地として周辺に工場が集積しているため、幅広い要望に柔軟に対応できる点が強み。産

地では自社で生産設備を持たないテーブルメーカーが多いことから、染色工場で他社の仕事を請

け負ったり、織物工場の一部を他社に開放したり、地域内で連携をしている。他社が生産設備を手

放していった時代も、同社は外注先の人材不足や設備の老朽化が進むことを見越して、自社設備

への投資をしていた。ただし、デフレの時代には、自社設備による生産よりも、外注したほうが低

コストで済む場合もある。ウールは綿や合繊とは異なり、縮むという特性があり、この加工ができ

るのは尾州産地しかない。 

また、それぞれの工程に専門技術を有する技術者が存在している点も強み。地元の専門学校等

から積極的に人材を採用し、熟練の技術者と若手・中堅の人材をバランス良く配置するなど、人材

育成や技術の継承も戦略的に行っている。 

 

 (2)市場機会の発見と成長要因 

尾州産地は秋冬物が主力なので、仕事に波がある。工場の稼働率を平準化することが重要であ

り、コンバーターには閑散期の稼働を埋める役割がある。コンバーターを介すと工場の稼働率を

平準化できるメリットはあるが、粗利率が低い点がデメリットでもある。 

2010 年あたりから閑散期の期間が年々長くなっているというのが現状で、アパレル小売向けの

仕事が減り、コンバーター比率が上昇している。自社設備なので、人員や設備を埋めるためにもコ

ンバーターは必要。ただし、尾州産地はあらゆるものを加工できる技術力が特徴であるため、それ

を強みとして市場機会を作っていきたいと考えている。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社はこれまで、毛織物、化合繊織物、ニット服地を製造し、多様な販売チャネルに対応する企

画力で生産力は業界トップクラスを誇る。中国に合弁梳毛紡績工場を持ち、安定した素材を確保

している。近年はトレンドに即した、SNS を活用した情報発信も注力している。 
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同社は 2019 年に会社設立 60 周年の節目を迎えた。持続可能な成長（SDGｓ）を目指し、企業環

境の整備も進めており、働きやすい職場環境整備や地域社会への貢献などを強化する。 

経産省が進める「健康経営優良法人」の認定を目指しており、職場の完全禁煙化、福利厚生会社

との契約による福利厚生面の充実、託児所契約に際しての負担などを進めている。 

 

(4)商品戦略 

同社が手掛けるウールは、中高級路線で重衣料をメインとして扱っている。しかし、ウール比率

はこれまで 80％程度あったが、近年は綿との組合せで 50％程度となっており、ウール比率は低下

している。 

ウールのアイテム構成としては、売上の 70～80％がレディス、20～25％がメンズとなる。同社

の販売先は、時代に合わせて百貨店向けが減り、SPA や EC、セレクトショップ向けが増えている。

なお、同業他社の販売先はコンバータや問屋が中心。原料価格は上昇しているが、上代価格は減っ

ている。ハイブランドから、格安小売店まで幅広く取引しているので、中心価格帯は一概には言え

ない。ウールの織物やニットは製品毎に仕様が異なり、何種類もあるが、在庫リスクは問屋が負っ

ている。 

オリジナルブランド商品については、新進デザイナーとの取り組みも推進している。ブランド

のオリジナル性が発揮できる差別化素材を積極的に提供している。 

ターゲット層は、SNS など今の時代に合わせた取り組みを通じて感度の高い客層に対して訴求

している。そのため、若いデザイナーを採用し、そのデザイナーとつながりのあるセレクトショッ

プで展開したり、EC サイトを展開したりしている。 

価格は全体的に高めに設定しているが、一部で低価格帯も提案している。EC は人件費や店舗の

賃料が抑えられるので、商品価格を抑えることもできる。 
 
〔オリジナルブランドとコンセプト、特徴〕                             ※同社パンフレット

より 
ブランド名 コンセプト、特徴 

TEXTOR/ 
TEXTOR basic 

「TEXTOR」は、イタリアのテキスタイルデザイナーとのコラボレーションによるオリジ
ナルブランド。 
「TEXTOR BASIC」は、TEXTOR ブランドにおいて定番品にカテゴライズされる
品番のコレクションとなる。 

Tækt 匠人/ 
Tækt azzurlo 

「タクト(匠人)」は、原料・機械・加工すべてにおいてこだわりぬいた本物志向で、
尾州の匠達(匠人)の技を集結した最高級素材としている。 
「タクト アズーロ」は、タクト(匠人)から派生し、トレンドに遊び心をプラスした最高
級カジュアルラインと位置付けている。 

LAMB TAS 100 「ラムタス 100」は、タスマニア島の厳しい自然条件の中で育ったラムの原毛を用
いた上質なウールで、とても軽く、弾力があり、すべすべした肌触りと光沢は、高
級ウールの風格を備えている点が特徴。 

FlindersIsland 「フリンダーズ・アイランド・タスマニア」は、フリンダーズアイランドというオーストラリアタ
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TASMANIA スマニアの一部の島で、2,000 平方キロ余りの面積となる。その島で育った羊毛
は、純白で細く柔らかく、強いハリ、コシを持った稀少な高級ウールとして評価され
ている。その純粋なウール本来の魅力を、同ブランドで提案している。 

originali 織地也 「織地也（originali）」は、設立 60周年を記念したブランドで、同社のファクト
リーブランドとして位置づけている。大人が納得して着られる服、若い世代に本物
を伝える服を、素材から考え、納期やコストに縛られず時間をかけて製作。撚
糸・染色･製織・縫製まで、すべて自分たちの目で確認しながら、日本で作り上
げる事が、自社に出来る服づくりの形と考えている。 

尾州の匠 「尾州の匠」は、職人たちの独創的な技（紡績・染色・撚糸・製織・整理の技
術）を集結したブランドである。 

 
(5)生産・調達戦略 

自社設備により生産しており、織りが 80％で、編みが 20％程度。生産規模が大きく、織りも編

みも時代に合わせてターゲットを変えている。EC 向けが増え、計画生産ができなくなり、少量多

品種になっている。調達も時代とともに変化してきている。これまでの調達先は中国の紡績工場

がメインだったが、より安価でかつ安定供給できるインドへ移行している。一般的に、スーツに使

われる太い紡毛の 7 割は国産であるが、同社が扱う紡毛は 9 割以上が国産となる。 

 また、同社は毎年テーマを掲げ、設備投資や設備更新を継続的に実施している。多様な国産テキ

スタイルへの対応などを目的に、積極レピア方式のドルニエのレピア織機、素材開発の多様化を

目指し島精機製作所の緯糸挿入型自動横編み機を導入している。また、イテマグループ（旧スルザ

ーの後継メーカー）の新型レピア織機を 6 台導入し、同型機種を新型設備に更新した。今年度は

ピカノールのレピア織機を 4 台導入し、同様の設備更新を図る。 

 

(6)チャネル戦略 

EC での展開は、アイテムが多品種になっている。設備更新を中心に生産体制を拡充する一方で、

若手デザイナーなど新たな販売ルート開拓の取り組みを強化している。 

販売面では大手テキスタイルコンバーター向けのほか、アパレルメーカー、デザイナーブラン

ドなどに対応しているほか、メンズやスポーツなどにも販路を拡大している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

各イベントでの尾州ブランドをアピールしている。特に、海外（パリコレなど）では「尾州」を

前面的に押し出して訴求している。また各デザイナーに「尾州」の名前をアピールしてもらい、知

名度アップに努めている。海外の有名デザイナーに採用してもらうことで、国内のセレクトショ

ップなどから問合せがくる。ただし、生地は最終製品ではないのでブランド化が難しく、尾州産地

も、尾州や一宮、尾張と呼び方が統一されていない。 

 

 (8)ここ 5 年で注力している点 

 同社はこの数年、市場の国産素材ニーズに対応して汎用機および新型機を積極的に導入してい
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る。特殊な機械を設置することで、他社にはない差別化要素につながっている。 

見本反製造・小ロット対応を進めるため見本整経機 1 台を追加導入した。安定した生産体制の

整備のため、既存設備の更新も順次行っている。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 人材確保が当面の課題である。営業も生産現場も人材が不足しており、女性は専門学校でアパ

レル科の代わりに最近増えてきたテキスタイル科などから採用できているが、自動車産業が盛ん

なこの地域では男性が特に不足している。なお、総務や経理にはメインバンクからの外部人材を

取り入れている。今期の業績は、受注高が前年同期比増ペースで推移するなど堅調に推移してい

る。 

 

(2)中長期的な課題 

 製造業で、いかに国内で生き残れるか、いかに内製化していくかが課題としている。 

 尾州産地は羊毛価格の上昇、生機（きばた）生産を支える子機（委託加工型機屋）の高齢化・撤

退による生産能力の低下、糸染めや撚糸、ワインダーなど分業業種の衰退など厳しい生産環境が

続いている。尾州産地への発注は意外に堅調だが、生産能力の衰えから対応に苦心する親機（企画

販売を担う機屋）が増えている。こうした中で、原糸を調達できる資金力、自社および子機の生産

力が重要とみている。 

  

(3)人材戦略の実際 

 働く側の高齢化が深刻になる中で、人材育成が目下の課題である。特に、次世代の担い手が厳し

く、男性の営業がいない。ファッションや服が好きな人間でないと、しっかりとしたプレゼンがで

きず、結果的に次につながらないため、いかにモノ作りやファッションそのものを好きでいるか

が重要である。 

また、女性従業員の働き方もどのようにしていくかが課題である。女性の働き方改革としては

託児所を用意するなど、キャリアや経験を無駄にしないようにしていく施策を検討している。 
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22.長谷虎紡績株式会社  
 

〔会社概要〕 

代表者 長谷享治 

所在地 岐阜県羽島市江吉良町 197-1 

設立年 1947 年 1 月 

資本金 3 億 6,000 万円 

事業内容 各種繊維製品ならびにカーペットの製造加工および販売 

従業員数 92 名  

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

同社は、他社で真似のできないオリジナリティを追求しており、より良い製品をより早く、適正

価格で提供し続けている。プラスアルファの発想をもって、クオリティを追求した高付加価値を

提供している。 

同社は繊維業界を幅広い視野で捉え、原材料の手配から製品出荷までを一貫体制でモノ作りし

ていることが強みである。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 ミズノ社製の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」は、もともと 20 年前から同社が手掛けており、商

品化まで実に 10 年を要した。 

アウトドア用品の「ザ・ノース・フェイス」に用いられている素材も約 30 年前にともに開発し

ている。アクリルを使用した靴下や山登り用として取り入れたインナーウェアなどから始まり、

現在は様々な機能素材を使いニーズに合わせたアイテムを開発している。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社は 1887 年に創業、2020 年で 133 年を迎えた長い歴史を持つ。ピーク時には 6 万錘の設備を

擁したが、1989 年頃に量産型から多品種少量型に転換し、設備の減少と工場の集約を行った。 

現在の設備は約 8,600 錘で、綿や化合繊など多様な糸を作り、付加価値の高い機能素材を生産し

ている。「工場」というスタンスは変わらないが、単なる下請けでなく、主体性を持ったビジネス

を目指し、顧客や市場のニーズを見据えた開発に注力している。 

同社の事業は紡績糸の製造とカーペットなどインテリアから構成される。紡績では衣料用、産

業用、生活関連の分野に分かれ、産業資材の宇宙ロケット用ノボロイド繊維が好調であるが、ほぼ

各分野は同じ割合で生産している。衣料用はスポーツ・アウトドア向けが中核となっている。スポ

ーツ・アウトドアブランドに対して糸を開発し、生地や製品にして提供する。また、自社のデザイ

ンカーペットは使用目的に合わせたオンリーワンカーペットとして、ホテル、結婚式場、ゴルフ

場、シネマコンプレックスやショッピングモールなどで使用されている。 
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(4)商品戦略 

同社が素材開発を行っている商品は、ミズノ社製の吸湿発熱繊維素材「ブレスサーモ」吸放出繊

維素材「ドライベクター」、インビスタ社製のウェア「ダクロン QD」「クールマックス」、子会社

のファーベスト社製のインナーウェアなどがある。また、ファーベストの保温素材「光電子」を加

工した合繊をアウトドアブランドのハイブリッドダウン向けにも開発している。吸水速乾や消臭、

抗ピリングなど、スポーツやアウトドアのシーンで求められる高い機能を有している。 

また、産業用紡績糸では、船や発電所等の内燃機関のエンジンオイルをろ過して水分を吸着す

る繊維を紡績しておりフィルター用途に使用されている。同社のノボロイド繊維はカーボン化さ

れ、国産の H2 ロケットの部品として使用されている。 

カーペットでは、日本で最初にカーペットを国産化したとして、業界の草分け的存在に位置付

けられている。 

 

 (5)生産・調達戦略 

同社は、紡績糸の製造とカーペットの製造を二本柱とし、紡績糸、カーペットのいずれも高機能

商品、高付加価値商品の生産に重点を置いている。 

営業は主に企画、工場は新素材の調査と提案を行い、綿の調査、国内外の合繊メーカーに買い付

けしている。 

 

(6)チャネル戦略 

同社の主な販売先は、紡績糸ではミズノやゴールドウイン、デサントなどスポーツアパレルや

ダスキンなどのレンタル分野など。カーペットではサンゲツ、川島織物、住友ゴム（人工芝）、ト

ヨタ自動車（自動車用カーペット）などが主な納入先となる。 

また、自社では色の付いた糸などは生産できないため、その場合は他の紡績会社へ紹介するケ

ースもあるが、その一方で他社から依頼されるケースもある。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

自社サイトは、カーペットデザインのページが主だったが、紡績の紹介ページを新たに加え、問

い合わせフォームを追加すると、5 社の新規取引につながった。「糸にしたいものは長谷虎に」と

いうイメージが広がっている。 

また、自社サイトではブログの更新を強化している。各部門で月に 2 回以上の更新を行い、ホ

ームページの活性を図っている。 

地域密着、地域貢献の一環として、11 月 3 日にバザーを開催している。自社商品の販売を行う

ことで宣伝効果にもつながっている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

近年は、ナノファイバーの関連会社やファーベスト、スパイバーとの子会社化や事業提携など

グループ一体となって事業に取り組んでいる。 
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工場見学も注力しており、学生による見学希望者が増えている。特に、地元の学生に来てもらえ

るように仕掛けをしている。 

  

(9)中長期経営戦略と目標 

同社は環境に負荷をかけない製品を開発中で、アウトドア用途を想定して 2020 年以降の完成を

目指している。 

スポーツやアウトドアだけでなく、環境に配慮した取り組みを続けていく。同社は 2030 年まで

に、生産する糸の 80%以上は環境に配慮したものにしたい考えがある。またナノ化、ナノファイ

バー技術等を用いて、これまで中綿など手掛けていなかった素材にも取り組みたい方針である。 

同社の地球環境を配慮した取り組みの一環として、2019 年 11 月より「地球のためにできるこ

と」をテーマにした「羽毛リサイクル」を始めている。家庭で不用となった「羽毛ふとん」や「ダ

ウンジャケット」の無料回収を行っている。回収したものは専門業者が解体し、羽毛を取り出して

殺菌・洗浄して再利用され、社会貢献と災害復興義援金などに使用される。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

同社の販売先は 9 割以上を国内で占めている。しかし、市況の変化によって化合繊中心から他

の繊維へシフトしなければならない状況に陥ることも想定して、今後は独自ブランド開発や海外

販売なども課題としている。 

  

(2)人材戦略の実際 

 現在、従業員は 60 代が多く、40～50 代が少ない。人材育成のためにもさらに若い世代の採用も

進めたい。数年前から紡績部門に毎年、1～2 人の新卒者を採用している。ホームページの刷新や

地元の高校へのアピールを継続しながら、製品や市場への理解を深める教育を進めている。 
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23.HITOYOSHI株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 吉國武 

所在地 熊本県人吉市鬼木町 1751-1 

設立年 2009 年 9 月 

資本金 2,450 万円 

事業内容 布帛シャツ縫製・製造 

従業員数 120 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 カジュアルシャツのニッチ戦略を事業の柱としている。アパレル業界はハイエンド商品とボリ

ュームとに二極化し中央価格帯が空洞になっているので、当社は設立時に技術力を活かすことの

できるハイエンド向け商品にシフトした。限界生産着数の 15 万着を超えることなく受注コントロ

ールし、単価を上げている。服を大切にする消費者をターゲットとしており、納期が半年後でも受

注を見込めるファン層が発生しているのも強みである。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 衰退しつつある国内の縫製工場とエンドユーザーの距離を近くすることに市場機会を発見した。

欧米では地名をそのまま商品の代名詞にする習慣がある。モノづくりの拠点として地名をブラン

ドにすることで、縫製工場とエンドユーザーの距離を縮める。HITOYOSHI は人吉市からとった

「ファクトリーブランド」であるが、ライセンスブランドにすることは考えていない。 
9 年間コレクション（展示会）をしなかった。2018 年に初めて開催し、想定せぬ相手とのコネク

ションができた。早くやればよかったという気付きを得た。 

商品については価格帯の幅を広げて展開した時期があった。ところが低価格帯の方に注文が集

まったのと、価格帯によって作業工程が違うことが、デメリットになった。現在は価格帯の幅を絞

り込み、ターゲットを明確にしている。品番も多いので、HITOYOSHI といえば白いシャツという

イメージに結び付くようにしている。 

 

(3)ビジネスモデル 

ドレスシャツを製造販売していた上場企業のトミヤアパレルは、約 123 億円の負債を抱え、2009

年 2 月 26 日会社更生手続きを申請、同日に保全命令を受けた。更生手続き前は東京と大阪に営業

本店があり、国内直営工場は全国で 16 カ所、海外工場は 3 カ所あった。ドレスシャツの年間生産

着数は、国内外向けで 1,270 万枚であった。 

更生会社となったトミヤアパレルは、全社的な再生ではなく事業の一部のみを再生することに

なった。現社長と現工場長はトミヤアパレルの工場（人吉市）を MBO で再生したいと申し出た。
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現社長と現工場長の二人で、同年 2 月 26 日から 9 月 24 日の間に立ち上げた。 

熊本県人吉市の工場だけを選んだ理由は、16 か所ある工場の中で一番技術が高かったからであ

る。アイテムはドレスシャツに絞った。 

効率化が必要な部分には設備を導入するが、積極的に IoT や AI などを活用することは想定して

いない。多品種小ロット大量生産のビジネスにギアを入れていくなか、技術力を活かす人材育成

に注力が必要であると考えている。 

 オーダーシャツを始めたのは、受注生産の究極の形式がオーダーカスタムであると考えたため

である。同じものを大量生産していると売り上げが安定せず、企画開発がしにくい。 

 

(4)商品戦略 

 ドレスシャツをメインに展開している。なかでも白いドレスシャツは、同社のアイコンとして

積極的にプロモーションしている。 

ターゲットは、洋服に興味があり洋服に対してお金を使う人。価値観を共有できる人が買って

くれるという想定をもとに、職種ではターゲットを分けていない。価値観を共有できていれば、半

年程の納品を待ってもらうことが可能であると考える。ただしハイエンド商品であるため、一定

の所得層を想定している。対象としているエリアは、平均所得から考えると政令指定都市に絞ら

れる。 

限界着数が 15 万着で、キャパシティを超えるような受注はしない。エンドユーザーがすぐ買え

るファストファッションのビジネスはしない。 

 

(5)生産・調達戦略 

 製造業（いわゆるカッター）にとって重要なことは素材調達である。インド、パキスタン、西イ

ンド諸島などは綿花のメッカであるが、地元の労働環境や自然環境を大切にするというサステナ

ビリティの視点が重要になる。安さや、代替品だけでは業界に持続性がなくなる。そのため

HITOYOSHI ではベター・コットン・イニシアチブ（BCI）に取り組んでいる取引先との関係を重

要視している。また地産地消という観点から、西脇（兵庫県）や浜松（静岡県）といった産地から

仕入れている。 

 縫製加工は人吉という土地にこだわっている。ファクトリーブランドを確立していくためには、

国産というだけでなく、どこで生産されたかを発信していかなければ、どの縫製工場も淘汰され

ていくと考える。 

 OEM の場合は縫製仕様書とパターンがメーカーから送られてくる。確認後に製図する。オーダ

ーシャツも同様に、届いたデータを基に製図する。検反は裁断後に行う。縫製だけで 60 工程ある

ので、3 つの班分けを行っている。以前は縫製するものが大量にあり、形も同じだったため、自動

ミシンでボタンホール、ボタン付けなど全部で行っていた。しかし現在は多品種少ロットなので、

自動ミシンだと対応できなくなり廃棄した。現在導入している自動機器は、裁断機、プレス機など

と少ない。反対に裁断は CAD と機械を使わなければ、多品種小ロットには対応できない。オーダ

ーシャツは１枚１枚裁断しているが、ある程度似た形のものをロットにして縫製に流している。

プレス機でも全体をプレスするものは多品種に向かないので、１面ずつプレスする機械を導入し
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ている。 

すべて人の手でやるわけでなく、効率のよい方法をとっていくと自然と人の手が多くなった。 

 受注生産なので物流センターがなく、店舗直入などの直接配送となる。ベトナムのホーチミン

に協力工場がある。ベトナムで仕上げたものは、ベトナムから日本へ直接納品している。 

 

(6)チャネル戦略 

 現在は 3～4 割がオリジナル商品、他が OEM で占めている。オリジナル商品には一部オーダー

シャツも含む。都市型のデパート、セレクトショップの OEM などが具体例となる。 

 セレクトショップから「ファクトリーブランドを出したい」という依頼が増えている。そうした

セレクトショップとはコラボという形で、HITOYOSHI のネームも付けており、エンドユーザーへ

の露出が増えている。 

カナダ、ドイツ、オーストラリアなど海外からの問い合わせもあるが、海外の販路はまだ積極的

に開拓していない。今後、越境 EC サイトの展開は考えている。 

 自社製品は自社 EC サイトでも販売を行っている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 売場での露出は少ないため、新規顧客とリピーター顧客向けに、ウェブ検索すれば上位に表示

されるようなプロモーション戦略を図っている（SEO 対策）。SNS などでの口コミも重要視してい

る。 

 また、広告代理店が中心となった九州の観光・企業・おみやげ品などのプロモーションや、地域

雑誌での露出も行っている。EC サイトでは商品が羅列されて表示されるが、ブランドイメージを

定着させるプロモーションが必要である。 

 展示会は、想定していないコネクションを得ることができるため、継続して行う予定。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 これまで OEM、ODM 中心だった。近々の 3 年間はブランド「HITOYOSHI made in japan」をつ

くり認知度向上に努めた。設立から 3 年間は、倒産した会社というイメージを払拭するために、

ものづくりができる工場運営に努めたが、ここまできた。HITOYOSHI といえば白いシャツ、とい

うイメージづくりにも注力してきた。縫製工場が認知度を高めることで、エンドユーザーに近づ

いた。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 生産限界枚数は 15 万着である。ここ 2～3 年はキャパシティを超える注文がきた。課題はキャ

パシティの増幅ではなく、単価を上げることである。顧客の満足度や、工場の技術力向上を考慮す

るならば、単価を上げクオリティも上げていく方向性が適切である。そのため、この先６～７年を

めどに既製品をカスタマイズシャツに切り替えていく。既製品だと 1 デザイン 1,000 枚作るが、単

価が安くなる。ロットが少なくなるほど、単価を上げることができる。 
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２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

販売方法やアイテムラインナップ含め、顧客のユーザビリティを向上させる。品番が多く選ぶ

ことが簡単ではない。ホワイトシャツを HITOYOSHI の象徴的な商品とし、ブランドとしてアイテ

ムを絞ってしていくことで、ユーザーの認知とユーザビリティを向上させる。2020 年度は「シャ

ツのある生活」をテーマとしている。 

EC サイトでカスタムシャツを発注できるようなシステムを構築中である。いまは自社 EC サイ

トがあるが、他社 EC サイトでの出店も検討している。また、自社以外の EC サイトへの出品も検

討している。 

 オリンピック・パラリンピックでメイド・イン・ジャパンは注目されると想定できるものの、イ

ベント後の景気が見通せない。 

 

(2)中長期的な課題 

 エンドユーザーとのタッチポイントを増やすため、エンドユーザーに近づく。これまでは下請

けを中心とした工場の体制からファクトリーブランドを強化してきた。さらに「ファクトリー」か

らメーカーになることを長期的な目標としている。工場は B2C に近づかなければ衰退してしまう。

企業はどこで売れているか分からない、顧客はどこで作られているか分からないだと価値観が共

有できない 

 現在は百貨店に対しセールの協力は行っているが、セールありきの商売でものづくりを行って

いない。中長期的には、クリアランスをしないようにしたい。 

 国内アパレル需要は縮小傾向にあるため、D2C の体制をとっていかなければ、どの縫製工場も

厳しくなる。同社も D2C を目標とする。 

 人材に資金を投入していかなければ、メイド・イン・ジャパンが消滅する。人材育成のための投

資資金は課題である。ここでは移住支援や世帯の支援なども人材育成のひとつと考える。 

年間 15 万枚の生産キャパシティがある。限界枚数を超えないように受注を超えないようにコン

トロールする。15 万枚の価値を上げていく。工場のスペースはまだ半分空いており、少なくとも

2 万着キャパシティを広げることができるが、その時期ではない。小規模でありながら事業価値を

高めていく。 

クールビズが流行し、スーツやネクタイは売れなくなっている。シャツもそのうち、売れなくな

る可能性もある。これには、メディアのステレオタイプな報道が影響している。ストレスのない、

清潔な、リラックスできる服は、洗えば洗うほど価値のあるものである。「暑いからネクタイを外

せ」という極端な方向性になっているが、ストレスがない服イコール、カジュアルではない。着る

人のことを考えたモノづくりでないと、T シャツでも着心地は悪い。そのことを伝えるため、もの

づくりにはストーリー性が必要になる。 

会社は価値観に基づくファミリーであるので、事業継承について考えるならば、価値観を受け

継いでくれる人たちに、事業を継承してもらう。 

 

(3)人材戦略の実際 
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人材が一番必要である。技術を要する作業なので、人材育成、教育が必要。九州に限らず、どこ

でも構わない。自力では難しいが移住支援も視野に入れている。 

従業員の殆どが、入社前まで本格的なミシンを使ったことがない。人吉市には専門学校がない

ので、採用した人の殆どは未経験である。技術がある人を採用するのではなく、技術を教えていく

ことが本当の地域活性化と考えている。覚えるのには大体 1 年ほどを見込んでいる。 

ベトナム工場に働く人の賃金に関しては、物流コストを加味している。 
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24.ファイブワン・ファクトリー株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 森俊彦 

所在地 大阪府枚方市長尾谷町 1-54-1 

設立年 2009 年 4 月（創業 1964 年 6 月） 

資本金 1,792 万円 

事業内容 紳士既製服の縫製加工並びに販売、オーダースーツの縫製加工並びに販売 

従業員数 75 名（2019 年 12 月 12 日現在） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 競争力の源泉は、効率化を図らないことである。たとえば同社では、自動裁断機がない。自動裁

断機を使うと効率は上がるが、顧客は 1 着に投じられた時間と手間に価値を見出しており、それ

が競争力と差別化の源泉となっている。効率化を図ると商品価値が下がり、ビジネスモデルが崩

れる。オーダーで縫えないものがないという技術力も競争力の源泉となっている。また、専門店と

の取引が多く、エンドユーザーに対してファイブワンファクトリー製スーツを理解してもらえる

環境がある。セレクトショップの場合、パターンは持ち込みだが、専門店の場合はファイブワンフ

ァクトリーのパターンで販売する。従ってエンドユーザーとのタッチポイントが専門店によって

多くなっている。また、その工場で作った服を目当てできている客を抱える専門店は仕入先工場

を変えにくいので、フェアな取引を目指し、工賃の値上げも要求しやすい。実際にこの 10 年で工

賃も値上げをできている。5 年程前から OEM を辞めて、専門店に切り替え、仕事が平準化し安定

している。専門店はオーナー店長が多いので、意思決定も早い。 

 もうひとつ事業の強みとして、現社長が異業種からきたことがある。現社長は前職で営業を経

験し社長も務めており、新規の仕事を取ることより上手く断ることが難しい、作れば赤字になる

ような仕事は断るという理念を持っている。アパレル業界では古い付き合いの取引先であれば安

くとも請けるという旧態然とした商慣習があるが、現代表は商慣習を気にせず、マイナス要素と

なるような取引を止めるよう社員教育をしている。社員もまた、会社にとってプラスかマイナス

か自ら判断することができ、営業職だけに判断の権利が委ねられていない。工場の従業員はもの

づくりに比重を置いているので、営業拠点は心理的に流されないように、他の場所に設けている。 

 他社が断って最終的に仕事が同社に来る場合、技術的難易度が高いが、その分だけ工賃も上が

っている。スポットの仕事ではなく、次もある仕事を選ぶようにしている。新規の作業ばかりだ

と、手間が増えてしまう。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 2009 年に立ち上げたファクトリーブランド「ファイブワン」を、諦めずに継続してきたことが

成長要因である。採算がとれない時期もあったが、縫製工場がエンドユーザーに認知されるには
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ファクトリーブランドしかなく、これまで続けたことによりエンドユーザーの認知が高まり、リ

ピーターやファンの発生につながった。 

 また、日本政策金融公庫から約 5,500 万円の資本性ローンを無担保・無保証でうけることができ

た。これがなければ、ファイブワンというブランドは諦めざるを得なかった。販管費と広告費で赤

字になっていたので、普通の銀行では借りることができないと考えていた。ただし、資本性ローン

のため、30 年間は返済できず、収益を上げるほどに返済が増える仕組みなので、それがゼロ金利

の今の時代となっては厳しく感じる。 

 ファイブワン工業から事業を引き継ぐ時点で、既製服だけを製造していた。それを見て、オーダ

ースーツと小売をやれば、業績が伸びると考えていた。会社設立後、実際にシフトチェンジを行い

大阪や東京に店舗を構えたが、販管費や広告費などがかさみ、商品は売れるものの採算の合わな

い時期が続いた。オーダースーツをはじめたころは、ちょうど他社でもオーダースーツの勢いが

出てきて、乱立し価格競争になっていった。そこで工場の技術力でファクトリーブランドとして

の認知度をあげ、ハイエンド商品の展開に注力をし続け、ファン層ができあがった。 

 なお、大手メーカーからは、安価でイージーな商品もオーダースーツを名乗って市場に供給さ

れていることから、これらとは技術的レベルの異なる同社のオーダースーツが価格競争に巻き込

まれないよう、線引きが必要であると考えている。 

失敗体験は、限界着数をオーバーしたことである。オーダースーツを始めたころ、受注の波が激

しかった。工場の月限界着数が 1,500 着だとしたら、2,200 着ほどの受注があった。オーダー品な

ので、まとめて作るなどの生産調整ができず、そうなると 700 着は作れないので現場が混乱した。

さらには滞納でペナルティが発生し、ミスとクレームが増えた。その後、早割のフェアで平準化を

行ったが設定を高くしたため赤字が続いた。現在は設定を低くし採算が合うようになった。 

 2009 年、新会社である同社を設立して赤字経営だったファイブワン工業から事業を引き継いだ。

250 人いたファイブワン工業の社員から 100 人ほど希望者を募った。取引先も絞ったが、当時の幹

部が選んだ取引先だったので、利益があがらなかった。業界には古い付き合いや、生産量によって

単価を下げる慣習があり、当時の幹部が懇意にしていた取引先はこうした不採算あるいは採算性

の低い取引先であった。当時の幹部は現場でも権限が強いため、古い付き合いの取引先からきた

単価が安く納期の早い受注が優先され、他の作業を割り込んだ。こうしたため現場では混乱が生

じた。他の取引先である小売店に対しても、割り込みを理由に納期を１か月後ろ倒しにすること

も発生した。2017 年にファイブワン工業の元幹部が全員辞め、取引先を絞り込むことができた。

そこから自社のオーダースーツや、実用新案を出している自社製タキシードなどコントロールし

やすい仕事を中心にし、生産計画どおりの生産が可能になった。今は自社ブランドの小売を続け

てきて、ブランド価値が高まり、コアなファンも育ってきている。 

 

(3)ビジネスモデル 

 1964 年 6 月、ファイブワンが創立した。その後、ファイブワン工業に社名変更。2008 年に累計

7 年の繰り越し損失で、約 2 億 4,000 万円の損失を出した。現ファイブワンファクトリーの代表は、

事業の譲渡を受け、新たにファイブワンファクトリーを設立した。設立にあたり、過剰だった工場

の規模を 3 分の 1 に縮小するとともに、ファイブワン工業の正社員 150 名、パート 100 名のなか
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から、100 名ほど希望者を募った。 

 現代表の前職は人材アウトソーシング企業で、取締役社長だった。コストカットの手腕を買わ

れ、前職を退社した後にファイブワン工業の事業引き継ぎの話がきた。異業種ではあるが個人的

に服作りをある程度知っており、ファイブワン工業のスーツを買って着ていたため、事業引き継

ぎに乗り出した。しかし、コストカットの余地がないことを知り、取引条件の改善を目指した。 

ファイブワンファクトリー設立当初は OEM のみ受託していた。現在の売り上げは、60%ほどが

自社企画商品となっている。製造も既製服からオーダースーツに切り替わっていった。既製服よ

りもオーダースーツのほうが工賃は高く、ビジネスが成立している 

 セレクトショップのスーツをつくっているが、袖口にファイブワンファクトリーのタグを付け

ている。業界では一般的に、メーカーが縫製工場の名前を出すことはない。生産背景を隠すことで

競合と差をつけようとしたり、あるいは自社に特定の縫製工場のイメージがついたりすることを

避ける傾向にある。工場は自社の名前が一切出ないので、製造品がブランドイメージに反映され

ず、経営が厳しくなるという環境にある。こうした環境が変化しつつある。一部セレクトショップ

はファクトリーブランドとダブルネームで商品展開することの相乗効果を見出しており、ファク

トリーブランドの認知度があがるようになった。 

 

(4)商品戦略 

 売り上げの半分は自社ブランドの小売や卸売である。タキシードの OEM も自社企画であり、結

婚式場へ製品として販売し、売上は 10～20％程度。 

 アイテムはオーダースーツが「YMJ シリーズ」「RJ シリーズ」「SH シリーズ」の 3 つのモデル

に分かれている。他にレディススーツも取り扱っている。縫製技術は同じで、生地の種類によって

ベース価格が異なり、BLUE LINE（70,000 円～）、GOLD LINE（92,000 円～109,000 円）、PLATINUM 

LINE（109,000 円～127,000 円）、BLACK LINE（127,000 円～）となっており、BLACK LINE 以上

の用意もある。基本的なターゲットは 30～40 代だが、BLUE LINE は 20 代向けである。若者向け

のラインを設けていないと、いま 20 代の人は一生涯来店しなくなるという危機感をもっている。 

 ブランド「ファイブワン」を 2009 年にスタートさせた。「ファイブワン」は小売店だけで露出し

ている。他はブランド名を付けていない。実用新案を出したタキシードもブランド名はつけてい

ない。これは結婚式のあとで襟をはずして普通のスーツに仕立て直すというサービスで、ブライ

ダル事業者に卸している。 

 

(5)生産・調達戦略 

 1 か月の生産計画をもとに、1 か月単位で工場が回転するように調整している。オーダースーツ

の生産では検品をすればすぐ出荷してしまうので、在庫は積んでいない。生地の調達は商社を経

由しており、生地の半分はイタリアや英国などの海外である。生地についてもバルクのように在

庫がたまることはなく、オーダーなので 1 か月単位で消費されていく。なお、納期は過ぎた分だ

け赤字になってしまうので、納期内に生産を終わらせることに注意している。 

 受注の波を平準化している。主にリピーター向けに 7～8 月のあいだで秋物冬物先行フェアを行

い、9～10 月に見込める受注を先取りしている。9 月からは新規顧客の受注を見込んでいる。 
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 生産では可能な限り人の手で行っている。接着剤などを使うと消耗品になってしまうので、ア

イロンで立体的に仕上げることで羽織ったときの体に対する負担を減らしている。 

 動物愛護の観点から、水牛ボタンなどの附属品が値上りしている。中国製の附属品は安いが、日

本製と比べると品質が劣る。日本の各産地の素材には、スーパーブランドに採用されている素材

もあり、スポットを当てたいと考えているが、価格が高くなり、店頭の対面販売でなければ良さが

伝わらないので、売り方が難しい。 

 

(6)チャネル戦略 

 販売先はセレクトショップ、小売である。セレクトショップの場合は、取引先がパターンを持ち

込むことが殆どである。小売の場合は、取引先がファイブワンファクトリーのパターンを使用す

ることが多い。自社製品は自社のショップや EC サイトで販売を行う。 

 日本の市場が縮小しているので、香港にも 1 店舗、自社ショップがある。香港でビジネスが成

功すれば、中国に展開すると考えている。 

 直営店をもつことがデメリットである。取引先は顧客を奪われるのではないかと疑心暗鬼にな

る。しかし同社としては、スーツに対するこだわりが強く、スーツにお金を使う人々をターゲット

としているので、セレクトショップのターゲットと重なることはないと考えている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

新規顧客向けの広告を一度取止めたところ、注文が減った。2～3 年前なら大丈夫だとは思うが、

近年はグーグル検索で上位にでてこないと新規開拓に結びつかないので、リスティング広告が欠

かせない。店舗だけでも固定費がかかるところを、広告費も固定費と化している。ほか SNS や

Youtube などでの情報発信、オーダースーツのスクール、展示会などにも取り組んでいる。国内市

場は新規顧客を取り込み続けないといけない。 

 セレクトショップとのダブルネームも、ブランド発信として効果がある。ただし、メーカーは生

産背景が知れ渡り、ブランド以外の色がつくことを嫌がるので、ダブルネームとなるケースは少

ない。同社は直営店を持っているが、セレクトショップの客層までターゲットにしているわけで

はなく、セレクトショップで対応できないようなこだわり派の客層をターゲットにしている。一

部のセレクトショップでは、同社のダブルネーム製品のほうが差別化を図れるとして、オープン

な対応をみせている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 外注先の人材が高齢化しており、内製化を進めるため、工場内に機械を入れるようにしている。

今は稼働していないが、外注先が廃業等した場合、新たに外注先を探さずに対応できるよう、いち

早く情報を掴むようにしている。ただし、仕事量に波があっては内製化ができない。一定の利益が

出るように、人員や設備の平準化のラインを低く設定しているが、この数年はさらにそのライン

を割ってきている。 

 また、人件費や材料費の高上に伴い、工賃を上げてきた。アパレル業界では材料費や人件費の増

加を縫製工場が負担する慣行がある。そのため、工賃を上げることは簡単なことではなかった。な
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かには取引を中止する企業もあった。また連絡を無視する取引先には内容証明を書留で送るなど

の手段を取らざるを得なかった。人材不足や従業員の家族、材料費の上昇などに対処することは

業界そのものの存続にも関わることであり、慣行通りにコスト増を自社で吸収することはしなか

った。しかし景気が厳しいこともあり、工賃上げは一服した。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 ファクトリーブランドを強固なものにするために、商品の幅を広げていく。いま展示会用にデ

ザイン性の高いシャツを縫っている。ズボンは量産やパターンオーダーではなく、ビスポーク（そ

の人のためのパターンをつくるオーダー）に挑戦する。既存の需要だけでビジネスをしても、若年

層の共感の得ることは難しい。また、職人たちも新しいことに取り組まないと、技術が停滞する。

消費者側、働き手にとっても、新しいデザインや需要発掘は重要である。 

また、外部に委託していた注文を内製化し、縫えないものがないような状態を目指していく。 

 
２．短、中長期的な課題等 
(1)短期的な課題 

 安定して多くの受注を得るには、専門店との取引に注力する必要がある。ある程度まとまった

仕事は数が多いものの、安定していない。しかし専門店は取引先が多く、1 店舗あたりの単価は低

いが安定した受注を見込める。 

 

(2)中長期的な課題 

 ファクトリーブランドとして海外の主要都市販路をもって、日本製スーツを発信していく。そ

れと同時に、カジュアルの展開で幅ももたせて、ショップ展開していく。 

 日本の市場が縮小しており、香港に 1 店舗構えている。香港でのビジネスが成功すれば、中国

にむけて展開を行う。香港の情勢が落ち着くことが一番重要である。どうしても香港というわけ

ではなく、海外の市場を探すと香港が最適だった。 

 ファクトリーブランドを強固なものにするために、スーツ以外でも商品の幅を広げていく。イ

タリアのエルメネジルド ゼニアやイザイアの成功事例のように、「ファクトリーブランド」とし

ての世界に展開していきたい。 

 受注の波が大きくなったときは中国などで生産対応するなど柔軟な方策が必要となってくる。 

 

(3)人材戦略の実際 

2013 年くらいから新卒採用をはじめ、毎年 3～4 人の専門学校の新卒を採用するようになった。

年によっては 8 人採用したこともある。現在は全体で 75 名の社員がいるが、うち半分くらいが新

卒採用になった。 

 オーダースーツの閑散期である 7～8 月に早割サービスにより受注を増やし、9 月からは新規顧

客を待つ戦略とすることで工場の稼働率を平準化し、波の激しさによるストレスの軽減や、閑散

期の稼働率上昇によって、社員に安心感を与えている。本格的に受注の平準化に取り組み始めて

から離職率が低下した。 
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 また、休日には若手職人を対象とした研修会を実施している。本来は、顧客の服を作ることを通

して、他の工程も学んでほしいが、なかなか機会がないため、研修により多能工化を進めている。 
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25.フジチギラ株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 代表取締役社長 加藤誠 

所在地 山梨県富士吉田市下吉田 2-25-26 

設立年 1973 年 6 月 

資本金 20 百万円 

事業内容 繊維卸商社 

従業員数 6 名 

 
１．営業・事業活動の実態 
(1)事業の特徴と強み 

 フジチギラはもともと総合商社である蝶理株式会社の山梨出張所として、現在の山梨県富士吉

田市で事業を開始し、1973 年 6 月に山梨蝶理株式会社として独立した。2007 年、蝶理が群馬県桐

生市の株式会社千吉良に同社の全株式を譲渡し、フジチギラに商号変更をした。 

 事業内容は糸の卸売、テキスタイル販売、製品 OEM 事業の 3 つで、売上高構成比は糸の卸売が

50％強、テキスタイル販売が約 30％、20％弱が製品 OEM 事業である。売り上げ構成のトレンド

として、製品 OEM 事業は減少傾向にあり、糸の卸売が増加傾向にある。 

 フジチギラの主力事業は糸の販売である。シルクの糸から合繊、金属の特殊な糸など取り扱い

数は非常に多い。近年は製織を行う機屋に卸す前の糸の準備工程を行う職人が減り、撚糸から染

色、整経（たて糸を整え、製織できるようにセッティングする）までの工程を行う場が減っており、

この準備工程をフジチギラが行っている。産地とは本来、糸から織物までの各工程をこなす企業、

工場が集積している状態を指し、製織までの準備工程が抜けてしまうと、産地が機能しなくなっ

てしまうためだ。 

 
(2)市場機会の発見と成長要因 

 このように撚糸から整経までのプロセスを行う職人、事業者が減り、後継者もいないため、フジ

チギラはこの準備工程を請け負っている。これは同社にとっては事業機会の発見といえるが、産

地機能の維持という意味合いもある。製織までの準備工程を行う職人が減っているのは富士吉田

だけでなく、国内の他産地も同様であり、同社はその需要を獲得している。 

さらに、整経した状態の糸（おまき）の輸送も同社が請け負っている。おまき
．．．

の状態の糸は輸送

中の衝撃などで製織できなくなる状態になることがあり、一般の物流配送事業者は扱うのをため

らう。そこで同社が配送業務を代行し機屋に配送している。現在は親会社がある群馬県桐生市と

富士吉田市間だが、将来的には他産地への配送も検討している。 

フジチギラがテキスタイルや製品を製造していれば、一般向けに産地のアピールをしやすいが、

同社の強みである糸は最終製品ではないため、プロモーションをしにくい。そこで、染色に着目

し、草木染めという草の根や葉を染料とした染色体験や商品の開発を始めた。一般向けに富士吉
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田市の産地に関心を持ってもらい、知名度を向上させ、織物に興味を持ってもらうことが狙いで

ある。 

 草木染めは日本古来からある染色方法で、日本茜（富士茜）や日本紫（富士紫）、藍の根や葉を

使う。藍は生葉染めができるため、煮出すための火を使わずに子供も安全に染色体験ができる。年

に一度の大型キャンプイベントの他、市内の畑や会場を借りて染色体験イベントを行ってきたが、

現在、本社の 2 階にそのためのスペースを改装している。 

 ただし、草木染めは天然染料であるため、堅牢度で百貨店が取り扱う品質基準に満たない。日光

に長時間当たると色落ちするためだ。 

 草木染めは産地、織物に対する知名度、関心を上げるためには効果的だが、製品として出荷でき

ないため、事業として成り立ちにくい点が難点である。 

 

(3)ビジネスモデル 

 東レ、帝人、日清紡、富士紡などの原料メーカーから糸を仕入れ、機屋などに販売しているが、

単に仕入れて販売するだけでなく、独自の加工を施すなど付加価値を高め、販売している。 

 

(4)商品戦略 
 フジチギラは糸、テキスタイル、製品 OEM の 3 タイプの商品を扱う。 

糸の販売は合繊、綿、シルク、ウールなどの糸を東レ、旭化成、帝人、日清紡、富士紡などのメ

ーカーから仕入れ、整経し、機屋に卸売をしている。 
 テキスタイルは協力工場（機屋）に委託し、アパレルや卸（商社）に販売し、製品 OEM ではセ

レクトショップを主な販売先とし、コートからパンツまで、国内外の縫製協力工場で生産してい

る。 
 
(5)生産・調達戦略 

 メーカーから糸を仕入れ、テキスタイルまで一般的なリードタイムは 30 日間である。 

テキスタイル（織物）が完成するためには次の工程を経なければならない。 
① 撚糸 

② 綛
かせ

上げ 

③ 染色 
④ 繰り返し 
⑤ 整経 
⑥ 撚り付け 
⑦ 紋意匠 
⑧ 製織 
⑨ 整理加工 
⑩ 検反 
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市場が要求する最終製品までのリードタイムは短縮しているものの、糸を在庫として持ってお

くのはリスクである。現に在庫リスクを持てるほど財務基盤の安定した同業者は減ってきている。

しかし同社は機屋、アパレル、卸の注文にすぐに対応できるよう、最小限の在庫を持っている。 

フジチギラが扱う製品の加工場所は富士吉田市中心である。 

 毎年 2 月ごろより繁忙期になり、年末に業務が集中することはない。 

 

(6)チャネル戦略 

 フジチギラの販売先は、糸は地元の機屋、二次糸商、テキスタイルはテキスタイル問屋、商社、

製品はセレクトショップなどの小売業である。 

 総販売先数は約 100 社、うち糸は 70 社ほどに販売している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 山梨県富士吉田・西桂は歴史ある機織りの街として、山梨県産業技術センター、富士吉田市産業

観光部商工振興課、富士吉田商工会議所らは「山梨ハタオリ産地」の知名度向上に力を入れてい

る。 

 山梨県産業技術センターの近年の取り組みは機織りで有名な富士吉田市のバスツアーを企画し、

職人やテキスタイルのミニ展示会を開催した。 

産業観光部商工振興課は「ハタオリマチのハタ印」のサイトを立ち上げ、産地企業の取り組みを

紹介している。また同市富士山課主催の「ハタオリマチフェスティバル（通称ハタフェス）」は毎

年秋、地元企業をはじめ、全国の生地や生地製品、雑貨などを販売し、産地の知名度向上に努めて

いる。ハタフェスは同市への移住者が企画を担当している。 

 富士吉田商工会議所は「富士吉田ブランド」を立ち上げ、認定される地域企業の製品、活動をプ

ロモートしている。 

 富士吉田、西桂の産地の活性化を目的に行政がプロモーションに力を入れている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 同社は、産地とは糸が織物になるまでの各工程を担うことができ、小ロット、多品種の生産が可

能であるという特色を出せないといけないと考えている。 

 撚糸から整経までの機屋に卸す前の糸の準備工程は職人の高齢化が進み、この工程を産地内で

行うことが困難になってきた。このため、フジチギラが担っている。具体的には 綛
かせ

上げ、巻き返

しといった工程で、自社内に機械を設置した。整経されたおまき
．．．

の輸送も手掛け、産地機能の維持

に努めている。 

 草木染めはもともと行政の補助事業で始めたが、現在は産地の知名度向上、繊維織物に対する

一般向けの関心を高めるため、独自で展開している。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

 産地の活性化が同社の業績に直結する。産地内で行えなくなった糸の準備工程を担い、産地の
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機能を維持させることが目標である。 

  
２．短、中長期的な課題等 
(1)恒常的な課題 

 恒常的な課題は人材不足である。産地内の職人不足を補うために糸の準備工程を担っているが、

このために新しい人材を獲得することは工賃が安く人材が集まらず、経営的にも負担がかかり難

しい。現在は糸の準備工程を社員でこなしている。また売上拡大のための営業の人材も不足して

いる。 

安定的な若い人材の確保はフジチギラの課題だけでなく、産地内における技術の継承という点

でも重要である。 
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26.株式会社マシュール 
 

〔会社概要〕 

代表者 山中亮 

所在地 高知県宿毛市高砂 34-36 

設立年 1984 年 3 月 

資本金 20 百万円 

従業員数 30 名 

事業内容 繊維製品製造販売（祭衣装 65％、防災服 25％、カットソー他 10％） 

よさこい衣装、防災ベストなど特徴のある衣料品の縫製業 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 <企業の特徴> 

商品の企画、製造・販売まで一貫して物づくりができることを強みとして、よさこい衣装メイン

として防災用品など地域性や特徴がある製品を、時代の潮流であるインターネットを活用して販

売していること。 

また、事業の運営と経営者の経営能力向上に公的資金を有効に活用していること。 

・2002 年度高知県経営革新法認定企業  

  ・2005 年、2006 年、2007 年繊維製造業自立支援事業採択  

  ・2012 年ものづくり中小企業支援事業採択  

  ・2012 年高知県次世代育成支援企業認証、高知県防災関連商品認定企業 

 ・2016 年～ 高知県販路開拓支援事業 

 

<企業理念> 

プロフェッショナルなモノづくりで生活文化の衣において地域を代表する企業になること 

 

<企業使命> 

常に向上心を持ち付加価値のあるユニークな繊維製品を造るメーカーとして世の中に必要とさ

れる企業になること 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 よさこい衣装をメイン事業に選択した理由は以下が挙げられる。 

①よさこい衣装の縫製に関する技術な蓄積があったこと。受託型の縫製工場の時代から夏季

の祭りシーズンに地域のグループのよさこい衣装のオーダメイドしていた。 

②市場の拡大が見込まれたこと。2000 年ごろから高知発祥のよさこい祭りが日本各地で行わ

れるようになり、高知県外からの注文が入るようになった。 



 - 176 - 
 

③ユーザー直販であること。そのため主体的経営がしやすく、販管費が少なく、これからの潮

流である IT の応用が見込まれること。 

④よさこい発祥の地にある同社の地域性や独自性が強みになること。 

 

よさこい衣装の事業化にあたっては、生地の調達に苦労している。当時、商社経由でなければ生

地の調達ができなかった。当初は現金取引でも販売してくれない事業者が大半であった。しかし、

縫製の海外移転が進んだことが追い風になった。国内での生地需要が減って、商社を介さない少

量直接販売が生地業者に広がり、徐々に生地が調達できるようになった。 

よさこいは、全国に 5,000 チーム、25 万人の踊り子がいると想定している。2005 年は 2,000 チ

ーム程度であったことから、15 年で 2.5 倍程度に増えている。ただし、この数年は、踊り子の増加

が止まって安定化がみられている。 

同社の現在の顧客は 130 チーム程度である。同業者は企画会社で縫製まではしていない会社も

あり、同業者からの注文もある。 

なお、この数年は海外からの注文が入り始めた。また、即位の令ではよさこいが踊られており、

2020 年の東京オリンピックで踊られる可能性もあり、今後の需要拡大が期待されている。 

よさこい衣装は季節性が高い事業である。よさこいは夏祭りで踊られることが多いため、2 月～

7 月が繁忙期である。そのため、閑散期の事業を模索していたころ、2011 年に東日本大震災が起こ

り、防災服に関する打診があった。過去に防災服を縫製した経験があたため、それを受けて防災服

の受注を開始した。それ以降、防災ベストをメインとして防災関連用品のラインナップを広げて

閑散期の事業安定化を図っている。 

また、高知県では防災県連事業の育成に力を入れており、そうした制度や助成を利用してい

る。現在も高知県の産業振興の助成を受けている。 

 

(3)ビジネスモデル 

マシュールは 1971 年に縫製業として創業した。その後、1981 年に現代表の山中氏が父親から引

き継ぎ、1984 年に株式会社化、1989 年に現所在地に移転している。最盛期には社員 60 名、工場 3

棟で操業していた。 

しかし、1990 年代に入り縫製の海外移転が進み注文が減少していった。そこで、縫製の委託と

いう受動的経営から、自社製品自社縫製による主体的経営への転換を模索していた。 

そうしたなか、2005 年に経済産業省の繊維製造業自立支援事業が始まりそれに応募した。3 回

目の 2007 年に審査にやっと通過した。それまでオリジナルユニフォーム、レディスブランド、よ

さこい衣装の 3 点で申請していたが、3 回目はよさこい衣装 1 点に絞った。それが奏功して、高知

県文化固有のよさこいの地域性や独自性が認められた。 

受動的経営の時代は、生地、型紙を供給されて縫製だけをする事業であった。しかし、よさこい

衣装は、生地の調達→デザイン→型紙作り（パタンナー）→縫製→販売のサプライチェーンを一貫

して自社で行うことから、主体的経営ができると考えた。 

その事業支援を 3 年間受けることができ、設備投資や技術者などの人材調達をして、よさこい

衣装の縫製事業として自立することができた。また、その間に現社長の子息達が社員に加わり力
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となったことが大きいとしている。 

 

(4)商品戦略 

 商品構成は次の通りである。 

・祭衣装 65％ 

・防災服・自社オリジナル商品 25％ 

・既存の OEM、カットソー他 10％ 
 

(5)生産・調達戦略 

 どのような素材でも縫製できる技術と人材は揃っている。最新鋭のハイテク機器での自動裁断。

革製品用特殊ミシン、超音波溶着ミシン、デニム用極厚ミシンなど多種多様な設備と多能工・熟練

工を有している。 

よさこい衣装のオーダー単位は 20 着以上であるが、数着の少量オーダーにも対応している。極

端な場合は、注文の当日に縫製して発送、翌日の納品も可能である。これが小規模 SPA 事業の強

みであるとしている。 

 

(6)チャネル戦略 

 よさこい衣装は、ユーザー直販であることから、ネットビジネスになっていくと見込んで、検索

サイトでトップに上がってくること、情報を得るために見に行きたくなるようなコンテンツや見

栄えなど、ホームページの充実に留意した。 

よさこい踊りのグループは、祭りのたびに衣装のデザインを変えるため、毎年オーダーが来る。

また、一度、オーダーするとリピーターとして定着する。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 社員が全国の大きなよさこい祭りに行って、同社の衣装を着て踊っている顧客グループの画像

を撮って、インスタやホームページに掲載している。これがカタログにもなるし、掲載された顧客

も喜んでくれる。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

これまでの経験から、皮革製品などの極厚素材、どのような素材でも縫製できる技術と人材は

揃っている。また、他社にはできない難しい縫製も可能なことから、衣料品以外に帽子、リュッ

ク、スリッパなども縫製している。 

そのため、世の中から求められればなんでも縫製して対応しようというスタンスである。 

ただし、主体的経営を基本コンセプトとして、中小企業が展開しやすいネットビジネスによるユ

ーザー直販の事業形態を堅持していく。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 
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高卒の若い人がやってみたいと思う職業にしたいとする。若年層が働こうと思える職場や事業

体制を構築する。それがないと活力がある人が集まらず、技術と設備があってもメイド・イン・

ジャパンの製品を作ることはできない。 

また、収益性の確保が課題である。そのために直販体制を堅持する。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

① メイド・イン・ジャパン製品の海外への販売 

② 個人だけではなく企業向けの直販を進める。防災用品やユニフォームなどで、アリババ

の資材調達やオフィスグリコのようなビジネスモデルを実現したい。 

③ 高知県特産品の事業化（ヒノキのチップを使った癒しスリッパなど) 

 

(2)中長期的な課題 

 事業の拡大や安定化を目指していると、いずれ、生産委託まで広げるか、あくまでも自社生産に

こだわるかの岐路が来るとみている。 

また、地域へ貢献し続けること。地元住民の採用、納税などによって、高知県の産業振興に関

わることが課題である。 

 

 (3)人材戦略の実際 

 人材調達では、募集したら地元にも経験者がおり、それほどの苦労はなかった。アパレルメーカ

ーのデザイナーやパタンナー、Web 作成などに詳しい専門家が、たまたま近くに住んでいたとす

る。求職者の希望職種と募集職種のミスマッチが存在しており、根気よく探せば見つかるとして

いる。（クリエイティブな技術を持った人材が働ける場所（企業）が田舎には少ない） 

成長する企業には、そういう人材が必要不可欠である。 

今後は、固有の能力を有する人材の採用、IoT を使える若年層の獲得が課題である。 
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27.株式会社松井ニット技研 
 

〔会社概要〕 

代表者 松井智司 

所在地 群馬県桐生市本町 4 丁目甲 85 番地 

設立年 1975 年 6 月 

資本金 1,300 万円 

事業内容 タテ編生地・小物製造業 

従業員数 8 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 松井ニット技研はマフラー、ストール、帽子などのタテ編みニットのメーカーである。同社が製

造しているリブ編みの製品は低速のラッセル編機でしか作れない。この編機は国内で松井ニット

技研他１～２社あるがこの難しい編地は他社では生産していない。 

 高度経済成長期、繊維産業の近代化を図るべく、国は従来の編機、織機、染色機などを産地ごと

に買い取った。高速の機材に入れ替え、生産性を向上させるためである。多くの企業はこの波に乗

り、近代化を進めるが、松井ニットは従来の低速の編機を国に売却しなかった。 

 高速の編機はナイロンやポリエステルなどの断面が均一の合繊糸を用い、大量生産には向いて

いるが、毛や毛混などの断面に凹凸がある天然の糸（紡績糸）を用いる場合には不向きである。そ

の点、低速の編機は大量生産はできないが、使用できる素材原料の汎用性が広い。 

 1960 年代、ファッションがブームになり、高速の機械で生産した画一的な製品よりも、独特の

風合いを楽しむニーズが生まれると予感していた。 

 現在、松井ニット技研でしか生産できないリブ編みのマフラーが同社の競争力の源泉であり、

強みである。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 松井ニット技研は日本を代表する数々のデザイナーとモノづくりをしてきた（当時はレディス

ウェアとマフラー中心）。 

 今から 30 年ほど前に始まったジャパンクリエーションという展示会に出展する機会を得、バイ

ヤー、小売業と直接ビジネスを行うようになった。桐生で行う地場の展示会にも出展した。 

 1999 年、これら展示会を通じ、アメリカ・ニューヨークの世界的な美術館のバイヤーの目にと

まり、美術館マーケットを発見する。以後、マフラー売り上げナンバーワンになるなど好評だっ

た。これを機に、2005 年オリジナルブランド「KNITTING INN（ニッティングイン）」を立ち上げ

た。海外市場の発見と、それまで思いもつかなかった美術館やスポーツ施設などのニッチなマー

ケットを発見した。 

自社ブランドを立ち上げるまでは失敗もあった。客先のオーダーに応えるオリジナル編機の開
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発をしたことで、注文がある間はよいが、汎用性がなく、一時的な取り組みになってしまった。高

級ホテルのオーダーでステンレスのカーテンを製作するための編機をカスタマイズしたことがあ

る。 

 

(3)ビジネスモデル 

 先代から、製品を地場の問屋でなく、都内のデパート問屋に販売していた。当時としては小売や

エンドユーザーに近いところとビジネスをしていたことが現在のビジネスにつながっている。 

 マフラーを中心商品としたのは、ニット製造の生産設備があったことと、1953 年の映画「君の

名は」で、真知子巻きがブームになったことが関係している。またマフラーは秋冬になれば身に着

けるものであり大きな市場が見込まれることから、中心商品とした。 

 

(4)商品戦略 

 マフラー、手袋、帽子、バッグを製造販売し、マフラーが売り上げの 8 割を占める。 

 製品はすべて自社生産、マフラーは定番が 4 型、新作は毛混（アクリル 70％、毛 30％）とウー

ル 100％で毎年 6 型ずつ企画生産する。 

 売り上げ順位は毛混リブマフラー（5,500 円）が最も売れ、次にウールリブマフラー（9,000 円）

の順。 

 展開する商品でターゲットは限定せず、老若男女を問わない。 

  

(5)生産・調達戦略 

 糸のみ商社から仕入れ、自社で生産、出荷する。糸の仕入れから製品出荷まで約 1 ヶ月。編機 1

台で 1 日 100 枚、編み機は 3 台ある。 

 繁忙期は 9 月～2 月、閑散期は 3～8 月で、閑散期には海外（米、EU 圏）での販売に力を入れて

いる。その他、中小機構の支援で米、欧州のアマゾンにモールの展開を始めた。 

 

(6)チャネル戦略 

 サイトでの注文販売が 8 割、2 割は小売への卸売りである。小売はセレクトショップや楽天など

に出店している小売店などに卸売をしている。 

 海外はアメリカ、EU のアマゾンで販売している。 

 年に 1 度、アウトレットセールを行っている。5,500 円のマフラーを 3,000 円で販売し、ほぼ完

売になる。廃棄処分をしたことはない。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

 年 3～4 回、展示会に出展し、新規客の開拓をしている。既存客には新作のカタログを全国に配

布している。 

 SNS も活用し、若年層に情報発信を行っている。 

 最近は大型書店、駅構内のショップ（日本百貨店）などにも販売し、新規顧客の開拓を行ってい

る。 
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 また 2017 年には日本とスペインの外交樹立 150 周年を記念して、プラド美術館から許可ををも

らい宮廷画家ディエゴ・ベラスケスの「バルタサール・カルロス王子騎馬像」という絵画をイメー

ジしたマフラーを企画製作し、マドリード日本大使館公邸にも飾られ、民間外交の一助となり、日

本とプラド美術館のミュージアムショップで販売されている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

同じ編機から、新商品のバッグを開発し販売している。 

また法人のノベルティ需要の開拓にも力を入れている。J-GoodTech（ジェグテック）は中小機構

が行っている中小企業と大手企業、海外企業をつなぐビジネスマッチングサービスで、このサー

ビスを利用し、新規取引の獲得を目指している。 

 

 (9)中長期経営戦略と目標 

年間のビジネスを安定化させることが目標である。閑散期にあたるシーズンは海外での販売を

拡大し、工場の稼働率を高め、経営の安定化を図る。こうすることでリブ編みの技術を継承する新

規人材を獲得し、育成を目指す。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)中長期的な課題 

 閑散期の解消である。年間を通じて売上高が安定すれば、技術継承のための人材が獲得できる。 

 

(2)人材戦略の実際 

 年間の半分は閑散期であり、年間を通じて売り上げが安定化しないと、人員の補充は難しい。 

 低速の編み機は職人しか扱えない。生産技術の継承が課題である。 
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28.丸井織物（丸井グループ） 
 

〔会社概要〕 

代表者 代表取締役会長（CEO）宮本徹、代表取締役社長（COO）宮本好雄 

所在地 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部 15 

設立年 1937 年 2 月（宮米織物） 

事業内容 合繊織物及び合繊産業資材織物製造 他 

従業員数 759 名（グループ、2019 年 5 月現在） 

グループ会社  丸井織物㈱ 

 宮米織物㈱ 

 良川サイジング㈱ 

 倉庫精練㈱ 

 丸井織物（南通）有限公司 

 オリジナルラボ㈱ 

 ウィル・テキスタイル㈱ 

生産量 国内 750 万ｍ/月、海外 150 万ｍ/月 

織機台数 国内 1,154 台、海外 178 台 

主要取引先 東レ㈱、蝶理㈱の他、繊維商社、アパレル各社 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

テキスタイル事業としての同社の強みは次の 4 点になろう。 

 一つはテキスタイルの多くは委託形態だが、ソリューション提案型であること。テキスタイル

メーカーの多くは顧客とコスト面での交渉になることが多いが、同社は品質、コスト、納期など顧

客の要望に合わせるだけでなく、原糸、糸加工、織、染のサプライチェーンの最適プロダクション

を提案している。商品開発においては裏地からスポーツウェア、カジュアルウェア、ユニフォーム

へと用途拡大をしている。またオールユアーズや 10YC などの新興企業と協業し、消費者ニーズに

もとづく新商品開発に力を入れている。 

 二つ目の強みは高いコスト競争力がある IoT 化工場であること。2015年から IoT 化工場として、

国内の協力工場や中国を含むすべての設備の稼働状況をインターネットで接続し、自動制御、遠

隔操作が行える他、全生産工程から収集したデータをもとに、製品が完成するまでの履歴をトレ

ースすることができる。リアルタイムの品質管理の他、クイックレスポンス対応が可能である。中

国の子会社工場も日本のスペックに対応したモノづくりが可能である。中国の工場では生地を作

っており、日本の工場や中国市場向けに納入している。 

 三つ目は織染一貫のビジネスが可能な点である。国内では珍しい織・染一貫メーカーである。染

は子会社の倉庫精練が行う。また最近スポーツウェアの企画会社（ウィル・テキスタイル）を子会

社化し、B to C 向け最終製品まで一貫したビジネスを行っていく。 
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 四つ目は IT に関わる新規事業の創出である。オリジナルグッズ EC サービス「T-MIX」をグル

ープ化し、WEB を通じてエンドユーザーから注文を受け、B to C 向けマスカスタマイゼーション

を進めている。 

 また、3 年ほど前からオンライン生地問屋街「テキスタイルモール」を展開している。個人のデ

ザイナーや中小アパレル向けのオンラインサイトで、1ｍからテキスタイルが購入できる。同社の

他に計 30 社弱のテキスタイルメーカーが出店している。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 主力テキスタイル事業では、本来は同社がエンドユーザーに直接タッチポイントを求めるべき

だが、川上に属する同社のポジションから川下のエンドユーザーは離れている。そのため、新興ア

パレルのオールユアーズや 10YC を通じて、エンドユーザーの潜在ニーズをマーケティングして

いる（オールユアーズには同社が出資している）。 

エンドユーザー向けではオリジナルグッズの EC サービス「Up-T」（アップティー）をグループ

化し、またスポーツウェアの企画会社ウィル・テキスタイルも子会社化し、M&A を通じて、B to 

C 向けの最終製品で一貫したビジネスを行っている。 

 

(3)ビジネスモデル 

初代社長の宮本米吉が 1937 年 2 月、能登上布、人絹生産の宮米機業場（現宮米織物㈱）設立し、

その後、1956 年 4 月に化繊（レーヨン、アセテート）生産を目的に丸井織物を設立、初代社長は

宮本二郎、現社長の宮本好雄は 4 代目である。 

丸井織物を中核企業とする丸井グループは計 7 社からなる。グループ従業員は 759 名（2019 年

5 月現在）、生産量は国内で 750 万ｍ/月、海外 150 万ｍ/月を誇り、約 400 品種に上る織物を製造し

ている。織機台数は国内 1,154 台、海外 178 台を有する国内屈指の合繊テキスタイルメーカーであ

る。 

 

〔丸井グループ〕 

①丸井織物㈱ 

②宮米織物㈱ 

③良川サイジング㈱ 

④倉庫精練㈱ 

⑤丸井織物（南通）有限公司 

⑥オリジナルラボ㈱ 

⑦ウィル・テキスタイル㈱ 

 

(4)商品戦略 

中核企業の丸井織物はテキスタイル衣料事業、産業資材事業、IT 事業の 3 つの事業からなる。 

テキスタイル衣料事業は、衣料用で特にスポーツウェア向けの織物生産では国内屈指の生産量

を誇る。スポーツ向け素材はファッションアパレルの分野にも広がりつつあり、新商品開発も積
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極的に行っている。テキスタイルの売り上げ構成は大手メーカーからの委託生産が 7 割、自販は 3

割で、自販はアパレルに販売している。在庫や資本のリスクというデメリットがあるため、自販形

態を絶対視せず、顧客の要望に対応した柔軟な販売形態をとっている。 

自社オリジナル生地ブランド、超寿命機能素材「NOTO QUALITY」を 2 年ほど前に開発し、セ

レクトショップ向けのセットアップスーツ、パンツ用に販売している。 

テキスタイルは B to B のビジネスだが、M&A を進め、B to C にも積極的に取り組んでいる。

「Up-T」「T-Mix」「スマホラボ」で、オリジナル T シャツ、トレーナー、オリジナルスマホケース

などを自社のインクジェットプリンターで生産している。 

 エンドユーザーのマーケティング活動として、新興企業のオールユアーズに出資し、10YC とは

商品開発を進めている。 

 このように B to C ビジネスを志向し、合繊テキスタイルメーカーとして従来のサプライチェー

ンとは異なる取組みを進めている。 

 

(5)生産・調達戦略 

既述のように、テキスタイル生産の工場 IoT 化によってリアルタイムの見える化の段階はほぼ

完了した。次は中国と同等の生産コストを実現するべく、自動化とデジタル情報の活用を進める。 

 T シャツやトレーナー、スマホケースなどのオリジナルグッズ工場はネット注文から個別出荷

までを IoT 化とセル生産を組み合わせて、1 枚から 3 日の納期で対応している。 

 マスカスタマイゼーションの取組みをテキスタイル事業に活かしたいが、テキスタイル生産は

工程数が多く、またロットが大きいため難しい。現状ではすべての顧客からサンプル生産、中量、

量産の各オーダーにフレキシブルに対応する体制を整えている。 

 

(6)チャネル戦略 

 「Up-T」「T-Mix」「スマホラボ」では WEB を通じて、エンドユーザーから注文を受け、カスタ

マイズしたグッズをオンライン販売している。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

テキスタイルの委託生産はいわば黒子であるため、東レと産地企業らで作る「東レ合繊クラス

ター」の展示会に出展する程度でサプライヤーに徹している。 

 テキスタイルの自販は自社生地ブランド「NOTO QUALITY」で、プレミアム・テキスタイル・

ジャパンなどの展示会出展の他、WEB や SNS で情報発信をしている。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

丸井グループは 2015～2020 年の間に中期ビジョン「革新 200」を掲げ、「業態」「製品」「技術」

の 3 つの“カクシン”を目指した。 

「革新 200」では IT を活用した新業態育成に取り組み、成功例が出てきた。プリント T シャツ

の「Up-T」（アップティー）はガーメントプリンターで国内トップを争う設備規模となった。「ミ

チネイル」のネイル事業を譲り受け、T シャツで展開した企画・生産・出荷のプラットフォームを
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オンデマンドで活用している。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

前述の「革新 200」は 2020 年度に連結売上高 200 億円を目指していたが、1 年前倒しで計画を

達成できる見込みであり、改めて新中期経営計画（2020～2024 年）「Next Stage-300」を掲げた。 

「Next Stage-300」では次の 3 つの事業で売り上げ目標を掲げている。これまでのテキスタイル

事業は衣料事業に分類されている。 

(ア) 衣料事業（生機、染め生地販売、縫製品生産） 

次世代モノづくりで海外販売拡大 

(イ) 産業資材事業（ティーバッグ、カーシート、エアバッグ、養生テープなど） 

産資事業の基盤体制強化 

(ウ) IT・新規事業 

X-Tech で新ビジネスモデル創出 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

 事業を拡大していく中にあって、パートタイマーに限らず、工場のワーカーなど多様な人材の

確保が難しくなってきている。事業成長を目指すうえで多様な人材が必要だが、人材の応募に偏

りが出ている。 

 

(2)中・長期的な課題 

 地方の製造業である丸井グループは積極的な企業ブランディングを検討している。織り、染め

一貫、縫製までできる体制を強みとし、この体制の競争力を強化していく。 

同社のブランド戦略は自社製品、ブランドによらず、丸井グループのサプライチェーンマネジ

メントをモノづくりのためのプラットフォームとしてブランディングしていく点である。エンド

ユーザーにとって生産地の情報が重要かどうか判然としない点から、北陸産地を前面に押し出す

こともブランディングに効果的ではないと考えている。 

グローバルに展開するためには環境負荷低減の取り組みも欠かせない。リサイクル糸やポリ乳

酸 PLA、PTT などのバイオマス植物由来合繊繊維の製品化を積極的に進めるべく、2017 年 5 月に

子会社化した染色、加工の倉庫精練とともに取得した環境認証の GRS（グローバル・リサイクル・

スタンダード）も欧米向けのビジネス拡大にアピールしていく。 

 

(3)人材戦略の実際 

 新卒は毎年 10 名ほど採用している（うち大卒は 5～6 人）。理系の学生が多く、ゼミのつながり

で安定した求人を獲得している。新入社員は金沢大学、金沢工業大学、富山大学など北陸の大学、

ここ数年は信州大学など県外の大学が増えてきている。 
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29.丸和繊維工業株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 深澤隆夫 

所在地 東京都墨田区亀沢 1 丁目 8 番 6 号 

設立年 1958 年 2 月 

資本金 4,500 万円 

事業内容 ニット製品の製造販売、及び OEM 生産（紳士、婦人、スポーツ、ゴルフカジ

ュアルウェア） 

従業員数 40 名（丸和繊維工業のみ） 

グループ会社 ㈱アプティマルワ（青森）、㈱マテック（福島）、マルワ常陽物流センター（茨

城） 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

 中国本土に輸出専門の工場を設立した 2000 年以降、インターネットの普及と相まってアパレル

産業を取り巻く外部環境が大きく変化し、内部環境を変革していかなければ生き残ることができ

ないと社長は考え始めた。その折、同社の近くにある国際ファッションセンターが開催した勉強

会への参加がきっかけとなり、自社ブランド「INDUSTYLE」を開発した。 

 その勉強会に集まった企業のうち、自主独立してビジネスをしていこうとする 8 社が「ファク

トリー・エイト」というプロジェクトを立ち上げ、それぞれが自社ブランドを立ち上げ、アパレル

企業や小売業に販売するべく年 2 回、自ら展示会を開催した。その時、「ファクトリー・エイト」

の一員としてデザイナーと契約して「INDUSTYLE」を立ち上げた。ところが 3 年続けたが、ビジ

ネスにはならなかったため、失敗に終わった。失敗の要因はいくつかあるが、アパレルの小売店頭

では商品を頻繁に入れ替えなければならないのに、年 2 回の展示会で受注して納品しているレベ

ルでは対応できなかったことが大きい。ただし、ニットジャケットは現在でこそ多く店頭で見る

ことができるが、同社がその最初で、従来布帛製品だったものをニット製品として新しく作り出

していた。しかし新しくて面白味のある商品であっても店頭で商品の入れ替えに対応できず、ま

たアパレル企業が似た商品を海外で低コストで作ってしまうという問題が起こった。つまり作る

力はあっても販売力、販売方法に未熟な点があった。 

 立ち上げから 3 年後一度、「INDUSTYLE」はリセットし、1 年後に別のブランドを立ち上げた。

デザイナーを変え、そのデザイナーが持つネットワークからある企業の販売網を利用し、商品を

流通させた。販売力、販売方法に未熟な点があった前回の失敗を踏まえた。 

 しかしロットが合わず再び失敗した。原材料の仕入れにも最低ロットがあり、店頭からはそれ

を下回るロットの注文が来、それに対応しないといけない。費用対効果が合わず、2 年で撤退した。 

 2 度の失敗を通じて、自社の強みとなる製品を確立しないといけないと痛感し、外部から、現常

務の伊藤氏を招へいし、他社に負けない商品づくりに取り組んだ。自社の強みを作るためには特
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殊な技術を身に着けるべきだという伊藤氏からの提案があって、“動体裁断”という技術を利用す

ることにした。“動体裁断”は東京芸術大学で美術解剖学、人体美学を、東京医科歯科大学で解剖

学、形態学を学んだ機能系衣服デザイナーの中澤愈氏が開発した技術で、平面の生地を立体に裁

断するのではなく、人体の皮膚を研究・分析し、シルエットが綺麗で、動きやすい服を作ることが

できる。 

 2009 年に JAXA が宇宙飛行士用の船内服の公募を発表し、“動体裁断”の技術を使ったポロシャ

ツで応募した。なお、宇宙では洗濯ができないことから抗菌作用で知られている藍染めを採用し

たが、かつて青森市や弘前大学と藍染めの共同研究をしていたことが背景にある。2009 年末に最

終選考にパスし、2010 年の春、宇宙船への搭載を実現した。この成功をきっかけに「INDUSTYLE 

TOKYO」を立ち上げた。 

 “動体裁断”の技術を使った新ブランド「INDUSTYLE TOKYO」は、大手アパレルのようにデ

ザインの多様性を揃えられないので単品提案であること、OEM 先と競合をしない商品であること

をポイントにした。まずは知名度を上げるために、2011 年 3 月百貨店の最大手である伊勢丹のメ

ンズ館で販売を開始した。販売条件は、小ロットの納品による買い上げで、販売要員も出せなかっ

たことから、販売店側のモチベーションを上げるために、販売員とミーティングを重ねて意見を

商品に反映したり、販売員自身に試着体験をしてもらったりと様々な工夫をした。「INDUSTYLE 

TOKYO」はその後、すみだ地域ブランド戦略のブランド認証を受け、テレビでも取り上げられ話

題となった。現在は髙島屋、大丸の他、自社オンラインサイト、本社 1 階店舗で販売をしている。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

丸和繊維工業には大きく 2 つのターニングポイントがある。一つは中国での生産を中止し、国

内生産に舵を切ったこと。もう一つは自社ブランド「INDUSTYLE TOKYO」立ち上げまでの 2 度

の失敗である。一度目の失敗要因は小売店頭が必要とする販売力へ対応ができなかった点、2 度目

は 1 度目の失敗を反省し、販売網を抑えたものの、原材料ロットを下回る注文に対応せざるを得

ず、費用対効果が合わなかった点である。 

 アパレル産業を取り巻く外部環境の変化に対応するべく、高付加価値の国内生産に選択と集中

をし、高付加価値をキーワードに独自性の高い“動体裁断”の技術を利用した自社ブランドを立ち

上げた。市場機会を国内の高付加価値マーケットに見出し、自社の強みとなる特殊な技術を使っ

た新ブランドを立ち上げた。 

 

(3)ビジネスモデル 

丸和繊維工業は 1956 年に東京・両国で創業し、“マルワ品質”を基本とする高いクオリティーの

カットソー、アウターを製造している。現社長が入社した 1991 年、インドネシアに合弁工場を設

立したが、1997 年にアジア通貨危機の影響などもあり、1999 年に撤退した。その後台湾企業と業

務提携をしたが、マルワ品質に適うクオリティーの商品を作ることができないでいた。その時、香

港の生地メーカーと知り合う機会を得て、2000 年に合弁で中国本土に輸出専門の工場を設立した。

その後独資に切り替え、2006 年に寧波に独資工場を設立した。10 年間その工場を稼働させたが、

2016 年に撤退して、現在は日本製の商品を生産している。 
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 中国生産から撤退した理由は人件費の高騰という面もあるが、価格を追求するビジネスでは社

員を豊かにできないという社長の思いが強い。そこで付加価値の高い日本製の商品に集中するこ

とにした。中国生産からの撤退はこれからは同社が高付加価値商品しか扱わないというメッセー

ジを社内外に発信するという目的もあった。 

 現在は百貨店アパレルやセレクトショップなどの OEM 生産が売り上げの 8 割、2 割がオリジナ

ルブランドで髙島屋、大丸、自社オンラインサイトで販売している。 

 

(4)商品戦略 

OEM 製品はゴルフウェア、高品質スウェット（ループウィラーなど）が中心で、メンズが 7 割、

レディスが 3 割の構成である。 

 自社ブランドの商品はニットシャツ、ニットジャケットなどで、メンズが 9 割、レディスが 1 割

の構成である。メンズに絞っている理由は、商品の移り変わりが少なく、年間を通じて値下げをせ

ずに販売できるため。販売価格は 15,000 円～で、40～50 代のリピート利用が多い。平均単価はオ

ンラインサイトで 2 万円。ビジネスパーソンの他、バーテンダーやハイヤーの運転手、ビリヤー

ドの選手、ダンスの先生など、特有の身体の動きが求められる職業でもリピート利用されている。 

 
(5)生産・調達戦略 

この 10 年で量から質を追求するモノづくりに転換している。OEM 生産は加工単価のほとんど

が従業員の給料になる。アパレルメーカーは年間を通じて、需要が増える繁忙期と閑散期がある

が、閑散期に低単価で受注すると、加工単価すなわち従業員の給料も上がらない。給料が上がらな

ければ、人材を安定的に確保することが困難になる。そこで閑散期に自社ブランド製品を生産し、

年間を通じて安定した収益を得ることを目指した。自社ブランドの生産により、社内の技術向上

が図られ、その技術を OEM 製品にも転用することで、受注単価の上昇につなげている。 

量を追求していた時代は生産工程をいかに減らすかがポイントになったが、質を追求している

現在は工程数を増やすことで単価上昇を目指している。工程数を増やすことでハンドメイドに近

い高品質の製品製造に努めている。 

 生産背景は東京本社にサンプルの生産ラインを持ち、青森市（㈱アプティマルワ）、福島・白河

市（㈱マテック）、茨城県行方市にマルワ常陽物流センターを保有している。東京本社の生産能力

は 300 枚/月、青森工場 40,000 枚/月、福島・白河市 15,000 枚/月で、合計 55,000 枚/月以上の生産能

力を保有している。 

 OEM 先とは 3～5 年後に同じ製品を作ることができるかを基準に取引をしている。すなわちブ

ランドは長く続けるものであるとすれば、3～5 年後に同じ製品を提供できるかどうかで、勝負を

するべきだと考えている。コストを優先し、3～5 年後に同じ製品を生産できるかどうかわからな

い先を優先する OEM 先とは取引を控えている。パターンナーも複数を担当することになるが、ブ

ランドごとに配置している。 

 同社で最も生産能力の高い青森工場の 100 人の従業員の平均年齢は 40 歳で、1991 年から約 30

年間この年齢で維持している。自社ブランドの定番商品の生地在庫はある程度持ち、OEM の閑散

期に自社ブランドを生産し、技術改善を進め、受注単価を下落させない取り組みによって、若い人
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材の安定確保を可能にしている。 

 低コスト化のための自動化は技術力が落ちてしまうのでやらない。ニット生地は伸びるので、

機械に乗りにくいという理由もある。また、生産量が小ロット化しているので、縫製ラインも小ロ

ットに耐えられるような設備投資を行っている。 

 

(6)チャネル戦略 

自社ブランド「INDUSTYLE TOKYO」は自社オンラインサイト、本社 1 階の直営店舗、全国の

百貨店で販売している。 

OEM については、百貨店アパレルが不振となり、取引価格を下げたくなかったので、専門店の

割合を増やしていった。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

本社 1 階に「INDUSTYLE TOKYO」の直営店舗を開設した。これには 3 つの狙いがある。一つ

は販売拠点として、二つ目はセールスプロモーションとして、三つ目は技術改善の拠点として、で

ある。3 つ目の技術改善の拠点とは自社ブランドを生産している社員に販売をしてもらい、店頭で

顧客の満足を体感して欲しいという狙いがある。オーダー品は直営店舗のみで扱っており、社員

自身に顧客の生声をきかせることでモチベーションを向上させ、顧客満足をより高めるために、

さらに着心地の良い商品を提供するべく、縫い方を工夫し、新しい技術を生み出す場とする狙い

である。技術が向上することで自社ブランドだけでなく、OEM 製品にも生かすことができ、受注

単価の上昇に貢献している。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

ここ 10 年で量から質への転換を図り、従業員の待遇改善に努めている。そのために自社ブラン

ド「INDUSTYLE TOKYO」を立ち上げ、高付加価値化を進めている。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

現在は車椅子向けのジーンズの開発に力を入れている。「INDUSTYLE TOKYO」で得た高い顧客

満足を、医療や介護など他のマーケットでも追求していく。大きなマーケットに参入していくの

ではなく、ニッチなマーケットに活路を見出していく。 

OEM 生産を 8 割、自社ブランド 2 割の現状の売り上げ構成にこだわらない。自社の生産能力の

中で、より付加価値の高い商品を作っていくことが重要であり、絶えずこのバランスは変わって

いく。以前は受注量が多く、注文が増えるにつれ、工場を拡大していったが、今後は注文数が以前

のように急増することはない。国内の生産背景も弱体化しており、対応ができなくなっている。工

場を拡大すると過剰な在庫の問題が発生するため、これからは注文数に応じた自然体で対応をし

ていく。 

先ごろイタリアのブランドとコラボレーションをし、ダブルネームで展開している。ダブルネ

ームでは、2014 年に世界的なデザイナーの YOHJI YAMAMOTO（ヨウジヤマモト）のテーラード

ライン「YOHJI YAMAMOTO COSTUME D'HOMME（ヨウジヤマモト コスチュームドオム）」で
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“動体裁断”技術を用い、YOHJI YAMAMOTO とダブルネームを実現した。 

 このように品質の高さ、技術力の高さを発信し、常に改善しつづけることを目標にしている。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

コア人材、現場の人材の育成が課題である。同社の技術水準に適う中核人材の育成が課題であ

る。工場の現場のチームでキーとなる人材がおり、この後継者の育成も課題である。 

 

(2)中・長期的な課題 

賃金待遇を大幅に上昇させることが中長期的な課題である。この業界に人を集めるためには他

業界より高い水準の賃金を提供しないといけない。付加価値を上げる改善努力を続け、若い人材

がこの業界に魅力を感じるようにしないといけない。 

 

(3)人材戦略の実際 

毎月、早朝勉強会を社員が持ち回りで担当している。付加価値を上げるための縫製の技術に関

するテーマが多い。このほか、管理職は毎月社員と面談をし、50 項目に上る評価を行い、コミュ

ニケーションの向上に努めている。 

 また青森工場では地元の採用を継続させる取り組みを続けている。厚生労働省のユースエール

認定企業で青森第一号となり、若い人材の確保に注力している。若い人材を安定的に採用できれ

ば、20 年後の青森工場のありようを語ることができる。社内で通勤バスを手当てし、待遇の改善

に努めている。 

 人材戦略の課題は女性の比率が高いことによるものである。青森工場の 9 割以上が女性で、産

休による人員不足が避けられない。このため、多能工化を進め、他の社員が複数の業務を行えるよ

うな体制にしていく。 
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30.三星毛糸株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 岩田真吾 

所在地 岐阜県羽島市正木町不破一色字堤外 898 

設立年 1948 年 7 月（創業 1887 年） 

資本金 20 百万円 

事業内容 服地製造 

従業員数 22 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

同社は衣料向け繊維素材（織物、編物）の企画・製造および自社ブランド事業を展開している。

その中で、天然素材を中心にカシミアやシルク、ウール、モヘアなど素材の特長を引き出した服地

を国内外のメンズ・レディスブランドに向けて提案している。 

 同社は「三星」という自社ブランドを大きな強みとしており、長い年月をかけてブランド価値を

高め、信頼と信用を築いている。 

 2019 年に開催された「ジャパン・テキスタイル・コンテスト（JTC）」では、同社の商品がグラ

ンプリを獲得した。この影響で生地ビジネスとして引き合いも順調に推移している。特に、海外で

は売上が 1 割から 2 割へと増加している。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社の生地ビジネスにおいては、海外向けにラグジュアリー系で売上が伸長している。ヨーロ

ッパのラグジュアリーブランドに生地販売することで、結果的にアジアを含めた全世界へ素材が

展開されている。 

近年は、生地の生産技術が高まっており、安価でもある程度質の良いものが世に出始めている。

類似する生地も出回ってきている中でも、同社は「日本の三星の素材だとワンランク上の製品に

なる」という評価を海外で受けることで、地位を築いている。 

ビジネスでスーツを着る機会が減ってきており、ベンチャー企業は T シャツを着て仕事をして

いる。こうしたライフスタイルの変化に対して、創業 130 年の生地屋が高付加価値の T シャツ着

用を提案していくことは意義があり、そうしないと生き残れないと考えている。 

失敗体験としては、人材育成において、人を育てることの難しさを常に感じている。自社の商品

は高い技術を要し、モノ作りや繊維そのものに興味がない人間には結果的についていけず、離脱

することがある。そのため、継続して仕事に取り組めるような職場環境や働き方の改善を図るこ

とで、企業とともに成長していきたいと考えている。 

 

(3)ビジネスモデル 
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同社は創業 130 年を超える老舗繊維メーカーで、メンズスーツの生地を国内外の一流ブランド

に卸すビジネスから始まり、現在はニットやレディス、オリジナルブランドも展開している。しか

し、日本製の生地を使ったブランド製品は高額になるケースもあり、限られた顧客にしか提供で

きないのでは、という思いを抱き、「自分たちで製品まで仕上げることで、良質な生地を多くの人

に楽しんでいただけるようにしたい」と、自社ブランド「MITSUBOSHI 1887」をスタートした。 

異分野・異業種とのコラボレーションも活発に展開している。トヨタ「レクサス」とのコラボで

は、「MITSUBOSHI 1887 × トヨタモビリティ東京」として、同社のウール＆シルクのストールや

「23 時間を快適にするウールシリーズ」を展示した。その他、コエドビールとのコラボの検討が

あるなど、同社はあらゆる異業種と関わり合うためのアイデア、発想を大事にしている。短期的な

実現の可否よりも、何が使い手にとって価値があり、それをどのように達成できるのかを作り手

である自社の枠に留まらず常に意識して取り組んでいくことが重要であるとしている。 

 

(4)商品戦略 

商品は、高付加価値、高級ゾーンに絞った展開を進めている。T シャツ（23 時間を快適にする

ウール T シャツ）14,000 円、パーカー28,000 円、ニットジャケット 5 万円など。オーダースーツ

（100,000 円～）なども提案している。 

 

(5)生産・調達戦略 

生産工場では高齢化が進行しており、人材の工賃の安定化のためにトライアルでスタッフを増

員しながら運用している。 

こうした工場が廃業する場合は、合併することも検討しているが、合併というとネガティブな

イメージが強いため、M&A 型の事業承継が重要だと考えている。 

 

(6)チャネル戦略 

同社は BtoB を中心に、BtoC にも訴求していく考えがある。 

2017 年 9 月に東京・代官山に「使い手と作り手が繋がる場」として MITSUBOSHI 1887  Fabric 

Factory Store DAIKANYAMA をオープンした。ここではクラウドファンディングサイト

「CAMPFIRE」で支援を募り、商談スペースを工場の雰囲気が味わえる店舗へ改装したものとなっ

ている。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

プロモーション展開としては、Instagram や Twitter など SNS をメインで活用している。専門誌

への出稿も検討している。 

2012 年に「Premiere Vision Paris」へ出展したほか、2015 年に「Ermenegildo Zegna」の Made in 

Japan Collection に選出された過去もある。しかし同社は「尾州展」などに出展しているものの、積

極的な展示会出展は現状考えていない。 

自社サイトでは自社や製品についての情報発信を日々更新している。グループ企業としての各

事業の取り組みやブランド紹介などを通じて、企業としての価値を訴求している。 
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(8)ここ 5 年で注力している点 

 近年はクラウドファンディングを活用した展開を進めている。新しい試みに取り組むことで、

業界内外から自社の名前が広がりつつあると感じており、今後も自社の目指す方向性と合致する

企業があれば、事業提携など継続して取り組んでいきたい考えがある。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

事業継続のための人材確保が重要で、特に海外人材を増やしていきたい考えがある。また今後

は生地、商品についてもサスティナブルな観点で進めていくとしている。 

今後もグループ会社との連携を強化し、事業承継を受けながら進めていく。グループ会社の三

星染整は染色整理加工の受託事業を終了し、新部門として「ミツボシ・サステナビリティ・ラボラ

トリー（M.S.L）」を三星毛糸内に設立。これまでの技術を生かして持続可能性を考慮した素材開発

を目指している。 

「M.S.L」は、染色整理技術を持つ中堅社員が在籍しており、国内外の持続可能性に関する技術

情報のリサーチを進めており、ナッピングによるウールのファー加工、原木染めや草木染め、アザ

ミを使った起毛加工といった特殊加工技術を活用した生地の開発を行う。同社は時代を見据えた

事業領域の選択をしていくとしている。 

 

２．短、中長期的な課題等 

(1)短期的な課題 

店舗での販売強化、EC サイトでの直販強化を進めている。これまでは、認知度を上げるためポ

ップアップショップに注力していたが、EC サイトでの直販を強化すべく、Web の数値分析などか

ら、次の打ち出しやキャンペーンの企画を検討するといった戦略を立てている。 

 

(2)中長期的な課題 

 クラウドファンディングを採用した商品作りは今後も継続していきたいと考えている。様々な

アイデアを出し合う環境作りも配慮したいとしている。 

また、高齢化に伴う人材確保のほかに、人材育成・教育を若い世代へアピールしていきたい。本

来、モノを作る、モノを売るといった一連の流れは、作る側、売る側がしっかりと理解し身につけ

ないと消費者へ伝わらないと思っている。そのため、その部分をいかに感動的に伝えられるかを

重要視しており、それらモノ作りをビジネスモデルでどのように見せていくかが課題である。 

 

(3)人材戦略の実際 

 これまでの繊維経験者採用に留まらず、IT 人材の採用を進めている。具体的には EC サイトの

運用経験者を自社ブランド事業のマネージャーとして採用し、新卒社員 2 名を配下につけて、デ

ジタル人材の育成・強化を進めている 
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31.宮田毛織工業株式会社 
 

〔会社概要〕 

代表者 宮田智司 

所在地 愛知県一宮市定水寺字小脇 15 

設立年 1966 年 1 月 

資本金 1 億円 

事業内容 ニット生地企画製造販売 

従業員数 115 名 

 

１．営業・事業活動の実態 

(1)事業の特徴と強み 

同社は 1954 年創業のニット生地メーカーとして、現在は丸編み機を 180 台以上所有している

（シングル編み機が 60 台、ダブル編み機が 120 台）。ニット生地の製造販売に特化したノウハウ

を生かし、日本国内に限らず海外の著名アパレルブランドにも生地を販売している点が強みであ

る。 

また、対応可能なゲージの幅が広く、8〜36 ゲージまでのシングル編み機と、8〜40 ゲージまで

のダブル編み機を所有しているため、様々な組織の商品が少量多品種で生産可能である。中国の

大量生産では真似のできないジャガード技術が強み。各地域の糸メーカーとの連携で、尾州の強

みとするウールを使用した生地のほか、綿や麻、合繊といった世界中の特色ある糸を編み合わせ

た、独自の生地作りができる。 

 

(2)市場機会の発見と成長要因 

 同社は市場機会として、ストーリー性を持たせることが大事とみている。この生地はこういっ

た背景があるというようなストーリーを持たせて特徴を引き出している。特に「日本品」に対する

働きかけを強めたい考えがある。 

 以前、低価格ゾーンの生産を行っていたが、それだけでは売上が厳しいため、中～上流向けに特

化して生地を訴求したこともあったが、高価格ゾーンは大量受注がほとんどないことから、結果

的に売上が伸び悩み、失敗した経緯がある。そのため、現在は素材の良さを訴求しながら価格帯に

こだわらない提案を進めている。 

 

(3)ビジネスモデル 

同社は毛織からスタートし、丸編みの機械を導入してジャージーを取り扱っていた。現在もこ

のジャージーをメインで手掛け、自社工場にはシングル編み機、ダブル編み機を多数所有してい

る。また、ベロアカットやボーダー、目移しできるタイプなど、40 種類以上の機種を揃えており、

アウター、インナー、スポーツ、産業資材と幅広く対応できる体制を整えている。 

製品づくりは主に、展示会へ向けて企画室のメンバーが主導で開発するケースと、営業担当者
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が商社やアパレル小売の顧客から聞いた具体的な要望をもとに一緒に作り上げるケースがある。 

同社はビジネスを行うにおいて、まだアナログから脱しきれてはいない部分があるとみており、

2019 年に経営推進部を設置した。例えば「なぜ売れなかったか」という部分を徹底的に分析し、

生産システムの見直しを図っている。 

現在、テスト段階ではあるが、「科学技術交流財団」から技術とファイナンスの支援を受け、生

産設備に IoT を導入する予定。具体的には、機械の稼働率が把握できるほか、機械が停止したら即

座に告知し、その停止した原因の検証をすることで、部品交換のタイミングや人員の配置の検討

など様々な問題解決につなげたい。 

 

(4)商品戦略 

ニット製品では、国内及び一部アジア圏内の縫製工場へ委託して製品の製造販売を行っている。

主に、国内アパレル企業への卸が中心だが、顧客へ直接販売するケースや百貨店等での物販イベ

ントにも出店している。ニットの中では織物、ヤーンを使った商品をメインに扱っている。主なタ

ーゲットはジャガード（花柄）などで、ミセスを中心に訴求している。 

コストの観点から、ウール 100％ではなく、綿やナイロン、ポリエステルとのウール混が多くな

っている。ジャガード、薄手の物などがトレンドで、温暖化の影響により、厚手コート地の需要は

減っている。 

 なお、同社メインの市場は百貨店ブランドのトップミドルだが、景気は良くない。一方、スーパ

ーブランドなどのトップゾーンだと単価は高いが量が少ない。同社の生産規模を支えるためには、

ある程度の量が必要であり、これまではカジュアル向けが多かったが、スポーツ向けにも力を入

れている。 

 

(5)生産・調達戦略 

 売上は国内が 6 割、海外が 4 割程度。取引先は、商社・問屋が 8 割、アパレルが 2 割程度。燃料

代が高騰し、運賃が高くなっているため、工賃編みの仕事は減っている。アパレルのほうが価格交

渉はしやすいが、商社・問屋は閑散期に自社製品を注文してくれるため稼働率の平準化につなが

るため欠かすことができない状況。ウールは秋冬物がメインであり、設備稼働率の変動が大きい。 

営業においては、自社内に企画部を設け、より顧客の要望に合った生地を短納期で制作してい

る。営業、企画担当が直接打ち合せすることで、要望を細かく読み取り、常に最先端の流行に触れ

ながら提案している。 

ニット製造においては、多種多様な機械の調整を行い、あらゆるニーズに対応した生地の生産

を安定供給できる体制を整えている。生産後は、速やかに自社内の検査設備で品質チェックを行

い、品質の安定化に注力している。 

ウールや糸については、尾州や問屋経由で国内外から調達している。ウールに様々な糸を混ぜ

て生地を作っており、染色は外注に出している。後工程の縫製は海外拠点への輸出手配が多い。な

お、外注先の経営が不安定なため、柄や色付け用のインクジェットプリンターを設備導入するな

ど、内製化も一部進めている。 
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(6)チャネル戦略 

EC の活用のほかに、テレビ通販の「ショップチャンネル」において自社ブランドを展開してい

る。アパレル頼みではなく、BtoC 向けを開拓し、全体売上の 2 割を目指したい考えがある。現状

はミセス向けが多いため、スポーツカジュアルやオフィスカジュアルを開拓したい。 

近年はスポーツ市場へのアプローチに力を入れており、スポーツアパレルメーカーとも開発を

進めている。特にスポーツカジュアルにおいて普段着として提案したい考えがある。 

 

(7)セールスプロモーション戦略 

2007 年からフランスの展示会プルミエール・ヴィジョンへ継続的に出展している。2012 年には

ロンドンオリンピック日本選手団公式ジャケットの生地を提供し、2016 年には J∞QUALITY 

AWARD 2016 にてクリエイティブ部門、ドレスアップ部門を受賞した実績がある。 

海外の展示会には積極的に出展しており、引き合いもある。国内では東京で開催する「ビシュ

ウ・マテリアル・エキシビション」に出展した。 

自社のロゴを最終製品に使うことはまだ難しい。ファッション雑誌にアパレルと一緒に特集さ

れることはある。インスタグラムを開始しており、社内育成の一環としても、各部が持ち回りで投

稿している。 

 

(8)ここ 5 年で注力している点 

 近年の設備投資としては、2010 年に工場を新設した。ハイゲージの編み機を設置して、より繊

細な柄に対応できるようになっている。2013 年には生地へのプリントが可能な大型インクジェッ

ト機を導入。2016 年には新工場・新社屋を新設した。メインとなる生産機能を新工場へ集約する

事で、より効率的な生産が可能になっている。 

 

(9)中長期経営戦略と目標 

同社は社内組織を見直し、経営推進部を立ち上げた。商品が売れた理由、売れなかった理由につ

いての分析力を高め、今後の商品や生産の戦略に活かしたい考えがある。繁忙期と閑散期の波が

課題であるため、自社製品によってトレンドを主導し、閑散期でも EC 向けに商品提供していきた

い。これまでの様に顧客からのオーダーを待っていては、商品の幅がどんどん狭くなってしまう。

商売としての分析力を高めるために、社員にどのようなことがしたいか尋ねている。 

 
２．短、中長期的な課題等 

(1)中長期的な課題 

同社は「環境と未来を考える企業へ」というテーマを掲げ、サステイナビリティー（持続可能性）

への提案に注力している。再生ポリエステルやノンミュールジングウールなどに加え、持続可能

な綿花栽培を推進する「ベター・コットン・イニシアチブ」対応の綿などを提案している。 

近年は、原料からの提案だけでなく工業としてできるエコも推進している。その一つがかせ染

めの伴染工とコラボレートした取り組みで、染色後の糸の乾燥を機械から天日干しに変えること

で、どれだけエネルギーを削減できたかが一目で分かるようにする。原料に依存するのではなく、
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生産工程で省エネや環境配慮をした商品として打ち出す。このように、サスティナビリティーへ

の取り組みは、プラスαでできることを常に模索したい考えである。 

また、尾州産地には工程ごとに専門企業が存在しており、1 つのエリア内に多くの専門性の高い

企業が集中しているのは本場イタリアにも匹敵すると自負している。しかし、消費者にはそのこ

とが伝わりきれていないために、衣服への対価がいまだ低いと感じている。アパレル業界が依然

と厳しく、廃業する企業も多い中で、プラスαの仕事をしていかなければ今後も厳しくなる。よっ

て、企業同士でできるだけ協力し合い、開発や製品化などに積極的に取り組みたい考えもある。 

また、一宮市が「繊維の町」であることを認知、理解してもらうために、地域貢献の一環として、

自社工場を一般公開し、自社が手掛けた生地を使ったワークショップを展開している。「一宮＝繊

維の町」ということが根付くように、このような活動は今後も続けていく。 

 

(2)人材戦略の実際 

「人」の問題は山積しており、とくに高齢化が深刻である。2019 年は 10 名（すべて 20 代から

30 代前半）を採用した。技術の伝承のため、一時的に人員がふくらむのは仕方ない。育成方法、

社員のモチベーションのための人事制度の見直し、働き方改革を図っていく。 

 
 


