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１．展示会開催概要

１）事業目的

日本製革製履物業界は国内市場の縮小や国際競争の激化等、厳しい状況に

さらされている。今般、当該業界が活気を取り戻し、海外市場にて独自の地

位を構築することを目的とし、靴業界における世界有数の展示会である「国

際靴見本市（the MICAM）」に日本ブースを設置する。優れた日本製革製履

物等の展示・PRを行うとともに、海外市場での販路開拓の可能性及び課題に

ついて調査・分析を行う。

２）展示会概要

名称：MICAM

会期：9月展：2018年9月16日（日）〜9月19日（水）

2月展：2019年2月10日（日）〜2月13日（水）

9:30〜19:00（最終日のみ16:00まで）
会場：Fiera Milano Rho

住所： Strada Statale del Sempione, 28-20017 Rho (Milano)

主催： A.N.C.I. Servizi s.r.l

対象出品物：紳士＆婦⼈靴（子供向けを含む）

総来場者数：45,424名18,152名（イタリア）（2018年9月展）

出展者数：1,396社778社（イタリア）（2018年9月展）

３）Japanブース概要

小間位置：Hall 1 Stand A01 A03 C02 C04

参加規模：9月展121平米、2月展121平米

出展者：9月展 6社/7ブランド、2月展８社/9ブランド
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<9月展＞ <2月展>



２．運営体制
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Japanブース事務局

主管

経済産業省

製造産業局生活製品課

JETROものづくり産業部

生活関連産業課

旅行代理店

株式会社ジェイワールドトラベル

JETRO ミラノ事務所

PR
GARBO PR

設計・施工

Espositiva

コーディネーター



３．Japanブースのテーマ
平成２９年度までは、ホール７（コスモポリタン）にJapanブースを出

展していたが、高品質の日本製革靴の知名度向上と輸出促進を図るた

め、付加価値の高い高級紳士靴を中心に出展することとし、ホール１に

出展することとした。

日本製高級革靴の認知度を向上し、従来までのJapanブースのイメージ

を刷新するために、テーマを設定。〜記念日に履きたいこだわりの靴〜

9月展はイメージの発信のために広報（PR）展を手法として選択、空間

を演出し、⼈目を惹く高級感あふれるブースに仕上げた。出展審査会を

経ての６社の代表的な革靴を展示して、新しいJapanブースを見せるこ

とで、2月展での本格的な商品展開を期待させる提案を行った。

2月展は同一イメージのもと、8社の個別のコーナーが設けられるよう什

器環境を変更し、レイアウトとしても商談スペースを設けて、本格的な

商談体制を構築した。

＜9月展ブースレイアウト＞

＜2月展ブースレイアウト＞
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４．出展者募集、出展者決定

１）9月展

外部審査員が応募のあった9社から6社を選定。

出展者ブランドリスト

２）2月展

外部審査員が新規追加応募の４社から２社を選定。

出展者ブランドリスト
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企業名 ブランド名

宮城興業株式会社 MIYAGI KOGYO

荒井弘史靴研究所 Hiroshi Arai’s Laboratory of ‘Kutu’

Kyoko Sasage Belpasso

株式会社ビナセーコー Kanpekina

オリエンタルシューズ株式会社 MATSUMOTO

株式会社ニチマン SPINGLE MOVE & KITEN

新規出展者
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宮城興業株式会社は、１９４１年に日
本軍の要請により軍靴を製造していた
歴史があり、近年ではOEM事業、１足
から対応するOCS事業、コンフォート
のTMP事業を柱に業績を伸ばし今年で
７７年をむかえる。
「我々の技術を世界に示す」という思
いと社名を冠し誇りを持つ事で「魂が
宿る靴」を作るというコンセプトから
スタートしたブランドがMIYAGIKOGYO
である。ドレスだがオーソべティック
に基づくインサイドストレートとシェ
イプされたヒールが特徴の木型を開発
している。ブリティッシュ・スタイル
の中に７７年の歴史と日本⼈の真面目
さが投入されたブランドである。

荒井弘史 プロフィール
1972年に電機産業の町、茨城県日立市
に生まれる。
幼少期からエンジニアを夢見て、工学
を学び、超電導体の発電の研究をし
た。しかしその後、ハイテク機器より
も、経年により魅力を増していく「革
靴」の存在に大きく惹かれていき、
1994年に、グッドイヤーウエルト製法
が得意な靴工場に入門し、靴職⼈の道
を歩み始め、14年間にわたり技術・設
計・材料に関しての知識と経験を積ん
だ。そして、2008年に「荒井弘史靴研
究所」※デザイン事務所 を設立、
2012年に「荒井弘史靴誂え室」※
ショップを開店、2015年に工房を増設
し、より困難な形状の造形や履き心地
のよさを追求するために、ハンドメイ
ドによる作品作りを強化させ、2018年
にパリで第1回目の個展を開催した。
日本⼈が考えるSHOES/BOOTS＝靴
（Kutu）を創造して、各⼈にとってか
けがえのない1足を届けるために活動
を続けている。

宮城興業株式会社

荒井弘史靴研究所

3）出展者ブランドリスト
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Kyoko Sasageは、1991年に設立し、
オーダーメイドを中心に、エレガン
トでラグジュアリーな靴作りを行っ
ている。「花や草木など自然の中の
美しいラインを靴に溶け込ませた
アート性の高いデザイン」「機能的
で履き心地の良いデザイン」である
ことをコンセプトにしている。
特に日本の技術を極めた表情豊かな
素材にこだわり、革シボに漆を施し
た姫路黒桟革、板締め絞りや籠絞り
を施した鹿革、龍村美術織物のシル
クなど、その素材の魅力を最大限に
生かしたデザインが特徴。

「KANPEKINA」は、株式会社ビナ
セーコーが作る靴のブランドである。
主にクラシカルな靴を作っているが、
ユニークで特徴のある靴も作ってい
る。グッドイヤー製法、ブレーク製
法、ボロネーゼ製法やハンドソーン
ウエルト製法等を作ることができる
高い技術を持っている。革、木型、
機能性、デザインにこだわって、靴
を作っており、日本の市場では、
PERFETTOというブランドでクラシ
カルな靴を展開し、高品質の靴とし
て高い評価を得ている。

Kyoko Sasage

株式会社ビナセーコー
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オリエンタルシューズは、奈良県に
ある創業70年のメンズシューズファ
クトリー。工場ではドレスシューズ
からスニーカーまで多種多様な生産
を手掛けており、特にグッドイヤー
のドレスシューズに力を入れている。
「Matsumoto」はオリエンタル
シューズ創業家の名前に由来してい
る。日本のマテリアルや文化をでき
る限り取り入れること、できる限り
快適なドレスシューズにすること、
紳士の身だしなみとしてエレガント
であることを重視している。

「KITEN」は、ヴィンテージ＆ラグ
ジュアリーをテーマに熟練したク
ラフトマンだからこそ出来る、選
び抜いた素材、製法、手間をかけ
た独自の仕上げ方法で革本来のも
つ魅力を最大限に生かすジャパン
クオリティーのファクトリーブラ
ンドである。
「SPINGLE MOVE」は、バルカナイ
ズ製法による頑固な職⼈が磨き上
げた広島発のブランド。商品特徴
として巻き上げソール、手作り、
履き心地の良さを追求した高感
度・高品質の付加価値を原点に開
発したブランドである。

オリエンタルシューズ株式会社

株式会社ニチマン
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20代から60代の本物志向な男性を
ターゲットに、日本⼈特有の“思い
やる”精神を宿した本格的な靴、
ブーツを提供している。経年変化の
楽しめる革、材料を国内外より厳選
し修理しながら何十年でも着用でき
る製法にて生産している。また、
オーセンティックなデザインに拘ら
ず常に新しいmaterial, product, 
technicに挑戦し高い次元で商品化
することを実現している。

「yuhaku」は ⼈々に寄り添う美を生み

出すブランドであると考え、「持ち歩け

るアート」をモットーとし製品を生み出

している。絵画技法をアレンジした独自

の染色技術より生まれる革は、アーティ

ストとも言える職⼈の手作業にて約15〜

20工程を踏み作られている。

世界最高水準であると国内外に認められ

るこの革を用い、現在は財布、革小物を

中心に鞄、靴、ベルトなどを展開してい

る。また、そのデザイン・設計には建築

の概念をベースとしており、緻密な設計

とそれを可能にする縫製職⼈の手により、

革の美しさを最大限に引き立てるものと

している。

株式会社クラフトバンク

株式会社 ユハク



５．概況まとめ

１）9月展

MICAM来場者数：45,424⼈（主催者発表）

（参考：2017年9月展：42,276⼈、2018年2月展：44,227⼈）

MICAM出展者：30カ国 1,396社（主催者発表）

うちイタリア国内 778（56%）、イタリア国外 618（44%）

Japanブース来場者数：490⼈

内訳：

9月16日（日曜） 156⼈（晴れ）、9月17日（月曜） 151⼈（晴れ）

9月18日（火曜） 123⼈（晴れ）、9月19日（水曜） 60⼈（晴れ）

Japanブース来場者国（計26ヶ国）

イタリア・フランス・ドイツ・イギリス・USA・スペイン・ポルトガ
ル・ベルギー・スイス・スウェーデン・チェコスロバキア・ハンガ
リー・ルーマニア・トルコ・UAE・インド・中国・香港・モンゴル・
ロシア・ウクライナ・ オーストラリア・ニュージーランド・南アフリ
カ共和国・モロッコ・日本

＜出展者アンケート集計結果＞

・支援企業数：6社

・役立ち度：上位2項目の割合 100%

・商談件数：30件

・成約件数：2件（見込み含む：10件）

・成約金額：752千円（見込み含む：3,752千円）

・成約足数：200足
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２）2月展

MICAM来場者数：43,000⼈（主催者発表）

（参考：2018年9月展： 45,424⼈、2018年2月展：44,227⼈）

MICAM出展者：1,304社（うち716社イタリア）

Japanブース来場者数：589⼈

内訳：

2月10日（日曜）216⼈（晴れ）、2月11日（月曜）148⼈（晴れ）

2月12日（火曜）130⼈（晴れ）、2月13日（水曜） 95⼈（晴れ）

Japanブース来場者国（計32ヶ国）

イタリア・フランス・ドイツ・イギリス・スペイン・ポルトガル・ベ
ルギー・スイス・オランダ・ギリシャ・ポーランド・スウェーデン・
フィンランド・デンマーク・トルコ・イスラエル・UAE・エジプト・
インド・中国・香港・韓国・シンガポール・ロシア・ブルガリア・リ
トアニア・ウクライナ・南アフリカ共和国・USA・ウルグアイ・ベネ
ズエラ・日本

＜出展者アンケート集計結果＞

・支援企業数：8社

・役立ち度：上位2項目の割合 100%

・商談件数：120件

・成約件数：3件（見込み含む：18件）

・成約金額：793千円（見込み含む：2,993千円）

・成約足数：16足
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６．実施概要
１）9月展

（１）スケジュール
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（２）会場全体図
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Japanブースレイアウト
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（３）PRの取り組み、バイヤーの誘致

• 伊PRエージェントより6カ国521店舗（イタリア225店舗、イタリア以外

296店舗）、受託元より依頼のコンタクト先179件、プレス150件（ジャー

ナリスト866⼈）にインビテーションを送付（計3回）。

• インスタグラム投稿数：6回（2018年8月3日から2週間に1回、会期前の月

は週１回）、インスタ「ストーリー」投稿1回（会期中）

• イタリア（伊、英）および日本でプレスリリース（9/10、9/11）

• ジェトロ海外事務所（ミラノをはじめ、ロンドン、パリ、ニューヨークを

含む）9カ国10事務所より事前告知。

• MODEMオンラインへのカタログ、プレスリリースの掲載

• 出品者カタログ作成（現地配布用1,000部）

• ジェトロファッション班Facebookへの投稿

• 出展事後のプレスリリース発信

• 会期初日、プロカメラマンによるブース、及び出展品、出展者の撮影。

• 会期中、欧州プレス8社に向け、個別にプレゼンテーションを実施。会期後

に、ファッション専門誌３誌、ウェブマガジン2誌（会期中１誌）、

Facebookに掲載された。
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インスタグラム、フェイスブック掲載結果分析

インスタグラム フェイスブック インスタグラム フェイスブック

2018/8/3 2018/9/17

アクセス数 700 226 アクセス数 484 4775

コメント数 52 9 コメント数 65 1057

2018/8/29 2018/10/5

アクセス数 608 220 アクセス数 603 168

コメント数 61 7 コメント数 85 5

2018/9/5 2018/9/28

アクセス数 74582 5245 アクセス数 625 7632

コメント数 85 790 コメント数 72 1163

2018/9/10 2018/10/12

アクセス数 474 39792 アクセス数 607 190

コメント数 53 12 コメント数 51 8



（４）コーディネーターのサポート内容

９月展会期中に、出展者のうち希望者に対しブリーフィングおよび商談支

援を実施。

• 会期初日のブリーフィング（9/16）

-最近のミラノのファッション市場動向

-自社商品のアピール方法

-視察先紹介（マップ）

-視察時のポイント

• 会期2日目の商談支援（9/17）

-商談同席・アドバイス

• 最終日の商談支援（9/19）

-視察結果の報告、感想等の意見交換

-2月展に向けての課題、アドバイス

コーディネーターは、ジェトロのミラノスタイルの作成に携わっており、

ミラノスタイルを元に、出展者のスタイルに合うショップの紹介等をし

た。
16

カタログ、プレスリリース等画像



（５）来場者アンケート結果（ヒアリング総件数：83件）
①来場者動向

Japanブースへの訪問：初めてが65％、2〜4回目が10％、5回以上が7％

来場者カテゴリー

来場者のうち「靴小売店」が34件、「その他」が26件、「百貨店」関係

者が6件であった。

来場者（国別）

国別の来場者数は、イタリア31件、日本9件、フランス3件、ベルギー、

スウェーデン、スペイン、ロシア、アメリカ、中国が各２件、スイス、

ドイツ、UAE、モンゴル、トルコ、モロッコ、香港、コンゴ民主共和国

が各１件となった。
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34
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件数

靴小売店（34） 革製品小売店（0） 百貨店（6）日系３社を含む

マルチブランドショップ（4） スポーツ用品店（1） 卸売業者（2）

買付業者（1） 輸入業者（2） 販売会社/エージェント（2）

広報（0） その他（26） 無回答（5）

0 5 10 15 20 25 30 35

日本（11％）

イタリア（37％）

ドイツ（1％）

UAE（1％）

スウェーデン（2％）

アメリカ（2％）

トルコ（1％）

香港（1％）

コンゴ民主共和国（1％）

無回答（22％）



回答者の多くがPitti Uomo（22件）を挙げ、次いでPremierClasse（16件）

を挙げた。

イタリア（34件）以外では、スペイン（17件）、イギリス（7件）との

回答が続いた。

0 5 10 15 20 25

Pitti Uomo

PremierClasse(Porte de Verseilles)

PremierClasse(Tuileries)

WHITE

Gallery SHOES

Who's Next

Linea Pelle

SUPER

MIPEL

Premier Vision

PITTI Bimbo

訪れる展示会

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Italy

Japan

Spain

Asia

Other EU

UK

China

brazil

thailand

バングラディッシュ

USA

MiddleEasternCountries

どこの国から靴を購入するか
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② Japanブースに対する評価

全83件中、42件が「大変良い」、「良い」が26件、「普通」が１件と

なり、「あまり良くない」、並びに「良くない」の回答は０件だった。

＜主なコメント＞

・日本の世界観を表現した素晴らしい空間だった。

・質の良さ、外観、個性的なブース。

・大変気持ちの良い空間で、とてもエレガントな展示だった。

・日本を代表するようなブース、運営も良い。

・過去のブースと異なり、とても綺麗で魅力的なブースだった。

・素晴らしい空間だが、製造過程の説明や技術のプレゼンテーションが

不足していた。

大変良い

51%

良い

31%

普通

1%

あまり良くない

0%

良くない

0%

無回答

17%
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③日本製の靴に対する印象

大変良

い

82%

良い

7%

普通

0%

あまり良

くない

0%

良くな

い

0%

無回答

11%

技術力

大変良

い

75%

良い

19%

普通

3%

あまり良

くない

2%

良くな

い

0%
無回答

1%

デザイン

大変良

い

6%

良い

33%

普通

16%

あまり

良くな

い

19%

良くない

2%

無回答

24%

価格

大変良い

17%

良い

13%

普通

7% あまり良

くない

7%
良くない3%

無回答

53%

ビジネスパートナー

＜価格＞
価格については「大変良い」「良
い」「普通」と回答した⼈が45件
（55％）あることから、半数以上が
提示された価格は、許容範囲と捉え
ていると考えられるのではないだろ
うか。

＜ビジネスパートナー＞
83件中「大変良い」が14件、「良
い」が11件となった一方で、無回
答が53％を占めていることから、
現状としては今後の取り組みにつ
いては、白紙という⼈が多かった
のでは、と考えられる。

＜技術力＞
日本製靴の技術力に対する評価
として、83件中68件が「大変
良い」、6件が「良い」と回答
し、大変高い評価を得た。

＜デザイン＞
日本製靴のデザインに関しても、
83件中62件が「大変良い」、
16件が「良い」と回答をし、
シンプルさやデザインに関する
オリジナリティを評価した
コメントが寄せられた。
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④日本とビジネスをする上での問題点について

（複数回答可）

83件中、58件が無回答となった。次いで「価格」という回答が多かっ

た（19件）が、無回答の件数の多さや、日本がMICAMに出展している

ことを知らなかったという来場者も存在し、日本の靴に対する認知度が

まだあまり高くないということがわかる。まずは日本のブランドイメー

ジを上げ、日本とビジネスで取引したいと思わせる状況にすることが最

優先事項と考える。

0 10 20 30 40 50 60 70

ミニマムオーダー

納期

価格

在庫

色展開

エージェント

コミュニケーション

商習慣への理解

その他

無回答
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⑤来場者主なコメント（具体例）

・前回までのJapanブースと比べて、はるかに素晴らしい展示である。

・高品質で、製造技術のレベルが大変高い。

・日本はアジアの中で唯一靴の製造法を大変よく知っている国である。

・SNS等を用い、日本製の靴のブランドイメージを高めることがまず必

要だと思う。

・日本の靴に求めるのは、伝統的な西洋の靴ではなく、革新的なオリジ

ナリティがある靴である。

・同種類の靴と比べると価格帯が高いが、オリジナリティがある。

・日本の靴の質の高さに大変感銘を受けたが、価格帯がイタリア市場に

とって高すぎる。

・ショールーム又はエージェントがないと、日本から直接輸入するのは

難しすぎる。

・日本の靴は大変高いレベルだとは思うが、残念なことに、イタリアで

はこの種類のクラシカルなスタイルの商品を購入する顧客は少ない。
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（６）出展者アンケート結果

MICAM Japanブース 9月展 出展者アンケートより

■今回の事業は、貴社の今後の海外事業展開に向けて役立つものだったか。

６社中、役に立ったが５社、まあ役に立ったが１社。

＜その理由について＞

・イタリア及び世界市場に向けたメーカー各社の体制や、ブース来場のバイヤーの話
から現状を自分なりに把握できたのでとても参考になり、今後の自分の事業を考え
る上で、重要な経験になった。

・コンタクトのきっかけができた。

・新たな⼈脈、情報、商売のきっかけを得ることができたから。

■反応の良かった製品、評価の高かったポイント

・スタイルと素材に注目することがわかった。

・良いものを感じることができる力や、理解度が高いバイヤーが多かった。

・靴に対してのこだわる部分についても共感できる⼈がたくさんいたので、とても嬉
しい商談をすることができた。

・日本の伝統技術を使った素材の靴の反応が良かった。

・コードバン、黒桟革でのサンプルは全体的に美しいと評価されていた。

■来場者からあがった、貴ブランドに対する要望

・価格は、店で売るには卸値が高すぎるという意見があった。

・価格がイメージしているより高い。

・パターンオーダーの要望が多かったように思った。

■バイヤー以外との商談で、今後につながりそうな成果

・色づかいや金具などのディテールが大事だと分かった。

・材料屋からアプローチがあり、仕入れにつながる可能性があった。

■希望する海外展示会事業

・プルミエールクラス

・ピッティ・ウオモ
23



（７）記録写真

＜展示会場＞
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＜ブース写真＞
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（8）9月展総括
＜MICAM全体概況＞

第８６回目を迎えたMICAMは、イタリア・ミラノで毎年、春と秋の２

回開催される、世界最大規模の履物の国際見本市。主催者の発表では、

来場者はイタリア国内外から全体で45,424⼈、出展者数は、30カ国

1,396社を数え、2018年2月展来場者より2.7％の増加となった。

海外からの来場者では特に、中国及び香港からの集客数が+68.6％、そ

の次に多かったのが米国で+43.2％。EU域内では、スペイン、ポルトガ

ル、スイスなどの来場者が増加した。一方で、フランス、ドイツ、ロシ

ア等からの来場者が減少した。

＜総評＞

• Japanブースは初日から多くの来場者を引き付けた。2月展に向け、日
本製高級革靴をラグジュアリーホールにて発信するという9月展の最
大の目的を果たすことができた。

• 以前までの日本ブースを知る来場者からも、従来のJapanブースと比
べて、非常に洗練された空間になったとの高評価を得た。

• 会期後半はかなり来場者が少なく、特にホール１は少ない印象を受け
た。日本製高級革靴を売る場としてMICAMが相応しいのか、次回2月
展の結果も踏まえ、十分な検討が必要だと思われる。

＜課題、改善提案＞

• 出展者より20足程度展示できないと、ブランドの世界観を伝えきれな
いとの意見があった。2月展では、可能な範囲で天板を増やし、共有
のラウンジスペースを縮小して１社あたりの床面積を広げる等、各社
の商談環境を整える必要がある。

• 2月展に向けて、各社の能動的な営業アクションを促すため、コー
ディネーターの活用や出展者との密なコミュニケーションを通じて、
出展前の事前準備段階を重点的にフォローし、出展者が独自にバイ
ヤーを誘致できるような状況を作りたい。

• 各社の靴について、「製品」としての品質、デザインについては、高
い評価を受けた一方で、「商品」としての認知度が不足している点、
価格が高くなる要因として、製造過程の説明やプレゼンテーションが
不足していること等が明らかとなった。2月展に向けては、各社が
ブース内でその点を説明できるように整備する必要がある。

• これらの事項を改善して2月展に反映した。 27



２）2月展
（１）スケジュール
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（２）会場全体図
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（３）PRの取り組み、バイヤー誘致

• フランス靴専門雑誌『POINTURE』に2月展新規出展２社を加えた合計

８社の企業情報・商品紹介の記事ページ、MICAM展Japanブースの広告

ページをそれぞれ１ページづつ掲載。

• 2013年頃から日本の高級紳士靴市場が注目されはじめるきっかけとなっ

た影響力のあるSNS発信者（インフルエンサー）に、9月展の事後プレ

スリリースを送付。

• 伊PRエージェントより、6カ国521店舗、受託元より依頼のコンタクト

先179件にインビテーションを送付。イタリア系プレス宛には、1,042名

に送付。

• 出展者の商品サンプルをPR会社のインスタグラムに投稿

投稿回数：12回（2018年10月5日から２週間に１回。会期前後の月は週

１回。）

• 伊PRエージェントよりプレスリリースを、クリスマスシーズン前と会期

直前の２回に分けて発信（11/27、2/7）
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• ジェトロ海外事務所17カ国18事務所より、合計100件のコンタクト先に

来場誘致。

（広報発信依頼事務所：ミラノ事務所、パリ事務所、ロンドン事務所、

ベルリン事務所、デュッセルドルフ事務所、ブリュッセル事務所、

マドリード事務所、ジュネーブ事務所、ブダペスト事務所、ブカレスト

事務所、アムステルダム事務所、ドバイ事務所、モスクワ事務所、

ニューヨーク事務所、メキシコ事務所、北京事務所、シドニー事務所、

イスタンブール事務所）

• MODEMオンラインへのカタログ、プレスリリースの掲載

• 出品者カタログ作成（現地配布用 500部）

• ジェトロファッション班Facebookへの投稿

• 会期初日、プロカメラマンによるブース、及び出展者の撮影

• 会期中、欧州プレス9社に向け、個別にプレゼンテーションを実施

31



（４）出展者説明会の実施

出展者8社が商談を迎えられる環境を準備するため、事前準備に必要な情

報共有、旅行代理店による旅行手配の説明、専門家による出展前事前準

備の内容とその重要性についてのセミナーを行った。

日時：2018年11月22日（木）

出席者：2月展出展者8社

岡田正美 専門家（商談準備のポイントについてのセミナー）

旅行代理店（旅行手配についての説明）

ジェトロ Japanブース事務局 責任者、担当者

（５）コーディネーターのサポート内容

ジェトロミラノ事務所より国際電話で、2月展に先立つ準備として、相談

対応、情報提供、及び事前に伺った課題や質問事項について、国際電話

での相談対応を行った。具体的には、新規商材に適するショップの紹介

や、デザイン的に市場ニーズにあった商材の特徴を説明したり、ショー

ルームを併用したい出展者には、その手順と留意点についてアドバイス

をした。

（活用企業）荒井弘史靴研究所、株式会社ニチマン、Kyoko Sasage

2月展会期中（最終日）に、出展者に対し商談支援及びブリーフィングを

実施。また会期後、各企業の課題・提案についての企業別レポートを提

出。

・最終日の商談支援（2/13）

-2月展の報告、感想等の意見交換

-具体的な相談、今後に向けての課題、アドバイス

ミラノのショールームについての説明、広報ツールについての相談、出

展者に合うと思われるイタリアの店舗が扱うブランドの紹介、イタリア

での商習慣について、今後出展すべき展示会の相談等を行った。
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（６）来場者アンケート結果（ヒアリング件数：70件）

来場者カテゴリー

来場者のうち、「バイヤー」が46件、「製造業者」が7件、「建築デザイナー」

「タンナー」「ブロガー」「フォワダー」が各1件、「デザイナー」が２件、「無回

答」が11件であった。

国別来場者

前回９月展より、イタリアからの来場者が減少（31⼈→18⼈）し、他のヨーロッパ

からの来場者が増加した。
33
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訪れる展示会

回答者の多くが、PremierClasse（ Tuileries ）（18件）を挙げ、次い

でPremierClasse（ Porte de Verseilles ）（8件）、Gallery Shoes（5

件）、MICAM（5件）を挙げた。

Japanブースに対する評価
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2%
あまり役

立たな

かった

0%
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全70件中、大変役立ったが27件、役
立ったが25件、普通が1件となった。

＜主なコメント＞
・日本を代表するシンボルである紅葉
や盆栽、枯山水などを使用したコンテ
ンポラリーでシンプル・上品なレイア
ウトは大変素晴らしい。
・9月展同様、ブースの外からでも展示
商品が見え、開放的で入りやすいレイ
アウトだった。
・バイヤーとの交渉を簡潔かつスムー
ズに行うため、陳列されている商品毎
に、商品情報を記載したタグを添付す
るとよいのではないか。

はい

89%

決めて

いない

11%

いいえ

0%

日本ブースを再訪するか

Japanブースへ再訪したいかの質
問に対し、まだ決めていないも含
めて、35件が再訪したいと答え
た。

＜主なコメント＞
・毎回訪れている。
・セレクションが興味深い。
・コラボレーションしたい。



興味を持ったブランド

1.KyokoSasage（19）、2.HiroshiArai（16）、3.ROLLING DUB TRIO（14）、4.MIYAGI KOGYO（13）、

5.MATSUMOTO（12）、6.KITEN（10）、7.Kanpekina（10）、8.yuhaku(9)、9.SpingleMove(8)

・出展企業８社とも、バイヤーからバランスよく興味を引いている様子だった。

・特定の企業の特定の商品に⼈気が集まるケースが多く、高価格だが品質が確か

で、個性が光るサンプルに⼈気が集まっていた。

日本企業とのビジネスで問題になり得ること

9月展同様、価格を指摘する回答が最も多かった。高価格でも知名度が高くブラ

ンド力があり、また日本製革靴の品質と技術への理解がビジネスにつながると思

われる。他の商品との差別化を図り、高価格でも個性が光るような、「これなら

購入したい」と思われるようなものづくりを目指すことが、高価格を打開するよ

うなポイントになるのではないか。
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＜主なコメント＞

■品質・デザイン

・9月展も訪れたが、大変興味深く、日本のテクノロジーの高さに毎回驚いて

いる。

・自分たちの店には価格が高すぎる靴であるが、大変美しく高品質である。

・価格は高いが、ユニークで、デザインも良く気に入った。

・テクニックも品質も大変良いが、デザインがクラシックで、今のイタリア

のマーケットでは、はき心地が窮屈に感じられるであろう。

・フォルムが美しい日本のデザインに興味がある。どういった技術を取り入

れているか等、関心がある。

・日本の品質の高さを気に入っている。

・新しくオリジナルな商品であれば興味を持つ可能性はある。

■価格

・日本の靴の品質やテクニックは評価するが、無名の新しい日本ブランドを

高価格で紹介するのは難しい。昨今、250€以上の靴を購入する顧客は、か

なり少ない。

・関税を含む、最終価格を知ることがむずかしい。

・A社に対するコメント：パリ、ベルギー、ストックホルム（北欧）、オラン

ダ、ドイツをターゲットにするとよい。ハンドメイドで高品質、デザイン

や技術、どれをとっても大変よい。FOBが500€以上であると、イタリアで

の販売価格は1700€と高くなるものの、その価値はある。イタリアは特に、

品質や履き心地よりもスタイル、流行を求める傾向があるので、豊かな国

（北ヨーロッパ）をターゲットに考え、アクネやドリスヴァンノッテンなど

のブランドとダブルネームで靴を出すのが近道ではないだろうか。イタリ

アでこれらの靴を取り扱う店は、10〜12店舗位。

36



＜主なコメント＞

■その他

・商品の型数、カラーバリエーション、商品数を増やしてほしい。

・各スタンドの間隔は、このまま近くて良いが、スタンド自体の幅を広

くすると、⼈が沢山入っても見易い。品数を増やし、選択肢を増やし

た方が、バイヤー等の関心をより集めることができる。

・ドバイのレディース専門のデザイナーからK社へのコメント：

靴のブランドを持っており、自分も洋服のラインに合わせた靴のコレ

クションを始めたい。スタイルが似ていて、自然をテーマにしたコン

セプトが共通なので、K社とのコラボレーションに興味がある。

少量から始め、徐々に量を増やしていきたい。

・コンサルタントの来場者からは、代理店等がリストアップするニッチ

でリッチな購買客をターゲットとした相応の靴店舗、またはセレクト

ショップに商品を並べ、まずは知名度を上げることが必要だとアドバ

イスがあった。
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（７）出展者アンケート結果

MICAM Japanブース 2月展 出展者アンケートより

■今回の事業は、海外事業展開に向けて役立つものだったか。

８社中、役に立ったが８社。

（主なコメント）

・これからの海外展開に必要なことが具体的に見えてきた。

・世界各国のバイヤー及び業界関係者に製品の発信をすることができ

た。

・どの国がどのアイテム・プライスレンジが受け入れられるかがわ

かった。

・良い物でもブランド力がないと売れないことを実感した。

■商談件数、成約件数、成約金額（カッコ内は9月展）

・商談件数：120件（30件）

・成約件数：3件（2件）

・成約金額：793千円（752千円）

・成約見込件数：15件（8件）

・成約見込総額：2,200千円（3,000千円）

・成約足数：16足

■海外展示会事業で取り上げることを希望する展示会について

Pitti Uomo（5件）、Premiere Classe（3件）、White（1件）、

TRANOI Paris（1件）、MAN Paris（1件）
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（７）出展者アンケート結果

■今後、経済産業省の支援プログラムで加えて欲しいサービス・コメン

ト等

・各専門家とのミーティング

・合同展以外の支援（個展）

・各国のディストリビューターの紹介

・国際展示会への出展支援

・各国の消費動向や購入価格の参考になる情報提供

・展示会出展前のIT・マーケティングやブランディングなどのスキルに

関する講習やアドバイス

・1社のみの出展でも助成金を受けることが出来るとより世界観を伝え

やすくなり、成果が出ると思うため検討頂きたい。

・バイヤーとの商談を通し、欧州で受け入れられる型を知ることで、今

後の自社商品の展開方法を知ることができたと出展者からのコメント

があった。

・価格について、来場者から多くの声が寄せられたが、そのほとんど

が、「一般的なヨーロッパ市場・イタリア市場において、価格が大変

に高い」というものだった。間違いなく高品質であるが、知名度が低

いため、商談を成立させることは現実的に難しい結果となった。
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・一方で、現場での接客をフォローしたアテンダントがヒアリングをし

たなかでは、実物を見れば正当な価格であるという意見も聞かれた。

出展者からの要望にもあったが、問題は、バイヤーの手の届かないこ

とであるが、そもそも出展すべき場所がMICAMではないのではない

か、とバイヤーから問われるケースも見られたようだ。また、より注

目され、ブランドの世界観をよりよく伝えるために、個別のブースを

持ちたい等適所で展示するべきという意見もあった。

・バイヤーとの商談を通し、今後の自社商品の展開方法を知ることがで

きた、良い物でもブランド力がないと売れないことを実感した等、出

展者からのコメントがあった。

・出展者からは、2月展のブースで満足しているという声と、より世界

観を伝えるために完全に仕切られたブースを求める声、ジャパンブー

スではなく個別での出展支援の要望があった。
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（８）記録写真
＜展示会場＞
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＜ブース写真＞
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（9）2月展

＜MICAM全体概況＞

• 主催者の発表では、来場者はイタリア国内外から全体で約43,000⼈で

あった。9月展の45,424⼈と比較すると1.5％減少したが、入場回

数の合計は、2.5％増加していると発表している。海外の来場者

については、米国が35％、カナダが38％増加した。

• EU各国については、ロシア、フランス、ドイツが2桁の減少があっ

た。しかし、スペインについては、10％の増加がみられた。

• 主催者は、新たな取り組みとして、トレンドのスニーカーに注目した

イベントの“PLUG-Mi”を開催した。

• MICAMの特長として、イタリアだけでなく世界各国のバイヤーが訪れ

る展示会であること、“PLUG-Mi”が開催されたように、常に市場のト

レンドを追っていることが挙げられる。

＜総評＞

• モミジや盆栽といった日本らしい装飾は、9月展に引き続き来場者の

興味を引いた。また、クローズドなブースが多い中、ジャパンブース

は、どこからでもアクセス可能なオープンなブースを9月展、2月展で

構えた。また、出入口を複数ヵ所設けることで、来場者が足を運びや

すくなり、さらにスムーズな流れの導線となった。

• 2月展追加募集時は、個別アプローチで勧誘したが、生産キャパの問

題や個展等とのスケジュール兼ね合いで、いずれも追加応募には繋が

らなかった。
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• 9月展開催時の改善点として、出展者が独自にバイヤーを誘致できる状

態を作ること、プレゼンテーションのスキルを向上させることが挙げ

られた。2月展では、商談会に向けた事前準備として、専門家による個

別相談等の機会をアレンジした。例えば個別相談を利用したK社は、ア

ドバイスに従い、事前にアプローチするバイヤーリストを作成してい

た。事前営業をすることで、9月展であったバイヤーに2月展でも再び

会うことが出来たブランドも数者いた様子だった。また、プレゼンに

ついても、同じく個別相談を行ったA社は、革の柔らかさやフィット感

を感じられるサンプルを持参する工夫をし、自社の製品をアピールし

ていた。個別相談の利用等、事前営業や準備の努力は、企業の意識が

大きく影響する。今回、これらの機会を利用したブランドは、8社中3

社と少なかった。展示会では、事前準備、事前営業が商談結果に繋が

るため、よりその重要性を伝え、どの出展者も十分な準備をして展示

会に臨むよう促すことが出来ればよかった。

• イタリアで開催される展示会は、盗難や置き引きが多発するため、商

品管理に細心の注意を払わなければならない。しかし、出展者の安全

管理の意識は低いため、出品者説明会や事前準備、会期中の注意喚起

を頻繁に行い、各出展者が安全管理対策をとるよう促す必要があっ

た。また、ブース施工時に倉庫に十分なスペースを設け、出展者が出

品物を保管することが出来るようにすることや、鍵の建付けの確認、

管理を万全に行うことに注意した。
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• Hall1は他のホールに比べ来場者が少ないように感じた。Hall 1には、

クローズドなブースが多いこと、高価格の靴のみを扱うホールである

こと、イタリアの靴市場の流行が高級靴やクラシックな革靴ではな

く、スニーカーにあることが影響していると考える。 また、イタリア

の展示会の特長として、会期 初日の2日間(日曜、月曜)に来場者が集

中するため、後半の2日間は特に来場者の少なさが目立った。

• 会期二日目以降は、バイヤー以外にサプライヤーを必要とする新しい

取引を模索している靴業界関連企業、なめし業者がジャパンブースを

訪問し、靴のバイヤー以外にも、今後のビジネスに繋がる商談が行わ

れた例もあった。

• イタリアやフランスより、ベルギー、オランダ、スウェーデン（ス

トックホルム）、ドイツ等の北ヨーロッパの富裕層ハイエンドをター

ゲットにした方がよいとの提案もあった。
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＜課題、改善提案＞

• 真ん中の通路を最大限広げ、フィッティング用の椅子を設置する等、接客ス

ペースを確保した。バイヤーからは、フィッティングの際に利用できる姿見

を準備して欲しいとの要望があがった。

• 広報活動に関しては、MICAMの全世界的な来場者を視野に入れると、より国

際市場をターゲットにした広報活動に力を注ぐ必要があった。特にプレスに

関しては、イタリアのプレス約1000名への広報活動はできていたものの、イ

タリアのPRエージェントのネットワークからは、英語圏の広報へのアプロー

チは十分にできなかったとの反省点が残った。

• 今後の広報として、インフルエンサーの活用等、SNSの有効な活用方法を模

索する必要がある。

• イタリアの靴市場については上述の通りであるが、「日本ならではのテクノ

ロジー」を期待して訪れたというバイヤーが何⼈か見受けられた。日本製の

靴ならではのアピールポイントとして、高品質であることに加え、コン

フォートさや新しい技術、または、日本職⼈ならではの細かい心配りが溢れ

るフィニッシング等、西洋靴との差別化を図る必要がある。

• アテンダントからのコメントで、「バイヤーが来ても出展者がブースから離

れており、十分にサポートできず残念なことが何度かあった。本来であれ

ば、出展者が積極的に名刺交換をした方がよいと思うが、促さなければいけ

ない場面が多かった。また、価格が高い等のコメントの後、どういった価格

帯であれば良いのか等、より掘り下げたやり取りが必要だと思うが、その点

に関しても、出展者に促すよう尽力した。」とあるので、今後は出展者へ

は、より積極的なアプローチをするように促す必要がある。
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７．メディア掲載記録

＜日本国内＞

9/11 Eventbiz オンライン

ミラノの国際靴見本市MICAMにJapanブースを初出展〜JETRO

9/13 繊研新聞 ミカムミラノにジャパンブース

9/13 富裕層ラグジュアリーブランド総合研究所 ニュース

ミラノの靴のトレードショー「MICAM」に日本の高級靴連合がJapanブース
を出展

9/17 アパレルウェブ「MICAM、mipelが開幕」

9/17 FASHIONSNAP.COM

世界最大級の靴見本市「Micam」開幕、エンタメ性強化

9/17 ファッションネットワーク

世界最大級の靴見本市「Micam」開幕、エンタメ性強化

9/17 livedoor ニュース

世界最大級の靴見本市「Micam」開幕、エンタメ性強化

9/17 エキサイトニュース

世界最大級の靴見本市「Micam」開幕、エンタメ性強化

9/28 アパレルウェブ

【現地レポート】ブロードウェイミュージカル上演などエンターテインメン
ト性強める靴見本市「MICAM」

11/8 山形新聞

第９面 海外に販路 歩み加速 靴製造・宮城興業（南陽）
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＜イタリア現地＞
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ウェブマガジン(Moditalia Magazine) 9月18日付

伊雑誌『ARSUTORIA』11月号 Japan Booth＠MICAM

仏雑誌『POINTURE』12月号 JAPAN BOOTH CONQUERD THE MICAM
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伊『MODAINPELLE』2019年2月号（2月5日発行）

伊ライフスタイルマガジン『Where Milan』のFacebook掲載載

オーストリア雑誌『WeAr Magazine』 (Issue 57)
9月展出展の5ブランドの紹介
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ウェブマガジンSTYLE

MICAM2月展についての掲載記事（3月19日付）
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インスタグラム掲載一覧

掲載日 掲載内容

10/23 11/9

8/3 Save the Date

8/29 オリエンタルシューズ

9/5 荒井弘史靴研究所

9/10 荒井弘史靴研究所、Kanpekina、KyokoSasage、オリエンタルシューズ、宮城興業、
KITEN＆SpingleMove

9/17 MICAM Japanブース

9/16-19 MICAM Japan会期中ストーリー

9/28 MICAM9月展 開催報告

10/6 Spingle Move

10/13 Kyoko Sasage

10/23 オリエンタルシューズ

11/9 宮城興業

11/23 KITEN

12/6 Kanpekina

12/20 ROLLING DUB TRIO

1/8 yuhaku

1/16 MICAM Japanブース

1/21 荒井弘史靴研究所

1/25 WeAr Magazine （KyokoSasage、宮城興業、オリエンタルシューズ、Kanpekina、
SpingleMove）

2/5 Save the Date 

2/10-13 MICAM会期中 ライブ配信

8/29 9/5

9/10 10/13



11/23
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12/6

12/20
1/8

1/16
1/21

1/25 2/6



８．総括

平成２９年度までは、ホール７（コスモポリタン）にJapanブースを出

展していたが、高品質の日本製革靴の知名度向上と輸出促進を図るため、

付加価値の高い高級紳士靴を中心に出展することとし、ホール１に出展す

ることとした。

本年度は、Japanブースの新規イメージを打ち出したという点では一定

の成果を出したと言えるが、ブースとしてのイメージの固定化を図るため

に、最低でも3年6シーズン程度は、Hall 1での出展を継続していくことが

必要と考えられる。

1）Japan ブースの位置付けとターゲット

（１） Japan ブースの位置付けとターゲット

Japan ブースのイメージを固定化し、市場とバイヤーに対して富裕者層

向けの日本の高級革靴を認知してもらえるようにするためには、一部の出

展者の入れ替えはあったとしても、核になる商材や見え方は一定期間継続

する必要があり、ラグジュアリーの領域で販路開拓を目指すのであれば、

Hall 1への出展を続ける必要があると考える。今後、出展各社に対して

は、より具体的に富裕層の中でもどのようなライフスタイルを持つ顧客を

想定するかターゲットを絞り込み、そのターゲットにどのような商材を提

案していくかを組み立てるように促すことが重要と思われる。その上で、

メンズ、レディスの両方の領域で一定以上の集積感も持たせることが必須

と考える。
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（２）他展示会への出展について

出展者に今後出展してみたい展示会についてアンケートを取ったとこ

ろ、同じイタリアで開催されているPitti UＯMOを挙げた出展者が4社、

White Milano Showを挙げた出展者が1社いた。MICAMとの一番の相違

点として、 Pitti UＯMO やWhite Milano Showは、靴に特化した展示会

ではなく、アパレルから服飾雑貨までの全般を扱っている点であり、そ

のため、来場バイヤーの関心アイテムは多岐にわたることになる。ま

た、来場者アンケートで18社が訪問する展示会として挙げていた

Premiere Classe Tuileries も取扱いアイテムは服飾雑貨全般となり、会

期もレディスのコレクション時期の開催となってしまう。もし、出展者

（製造メーカーや業界）が、より多くの不特定多数のバイヤーへの接点

を持てるような展示会を活用しての海外販路開拓を目指すのであれば、

当面はMICAMに軸足を置いて日本製の高級革靴のイメージ定着化を図

るのが妥当なのではないだろうか。

51



2）出展者

（１）事前準備

継続出展者は、既存来場客への定期的アプローチと新規ターゲット

への商材提案を絡めた来場誘致のアプローチを繰り返し行うことで、

少しでも事前の来場アポイントが取れていることが、次回の成果につ

ながると考える。MICAMのHall 1 においても、会場の通路を移動する

来場者が少ない時間帯でも、ブース内が混雑をしている出展者があっ

たのも事実である。展示会自体の集客力のみに頼ることなく、事前で

のアポイント取得のための営業活動を行うことが商談精度の向上につ

ながるはずである。今回の2月展のブースでも、実績を挙げた企業は、

購入バイヤーに対し、事前に別の展示会で商材を見せており、自社内

で輸出の営業体制を組み、商談直後にバイヤーへのサンキューメール

を送るなどの細やかな対応をしているケースが見られたのが良い例と

言えよう。

（２）商談体制と販促ツール

ブース内での商談では、直接輸出、間接輸出のどちらを志向する場

合においても、貿易取引条件等も含めて、商談を実際にして決裁がだ

せるような接客の体制を組まないと来場バイヤーのJapan ブース全体

への心証にも影響してくることになる。また、自社のブランドなり、

自社の製品の高付加価値性なり差別性を来場バイヤーに理解してもら

えるような販促ツールを準備して情報発信をし続けていくことも認知

度向上、ひいてはブランド化にも重要な要素となる。更に、これらの

販促ツールを使って来場バイヤーとの積極的なコミュニケーションを

とることで、市場動向からバイヤーのニーズに至るまで多岐に渡る情

報を収集することが可能となるのである。展示会場で収集したこれら

の情報は、今後の商品開発なり、営業戦略のヒントとなるものであ

る。
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3）専門家による商談支援体制等のサービス

今回、国内での専門家による個別相談について、活用した企業が4

社、海外でのコーディネーターによる個別相談も3社に留まった要因

として考えられるのは、告知から実施までの日程がタイトであったこ

とも一因として挙げられるが、出展者側でも日常の国内生産・販売活

動が忙しく、課題の整理が十分でなかったことが考えられる。今後に

ついては、販売を担う担当者も出展者と一緒に出展者説明会等の事業

実施に係わる会議にも出席をして、バイヤーとの商談から納品までの

過程での業務分担を明確にすることで、専門家による相談対応等の事

業活用についても、課題を整理して活用できるようにしていくことで

商談の精度向上に役立つツールとなると考えられる。

加えて、Japan ブース事務局から出展者に向けて提供する情報提供

や各種サービスについては、ブースを構成する各社がその展示会に参

加するに当たっての目的なり、販路開拓への姿勢や意識がある程度共

有化されることで、出展者自身も相互に影響しあう関係が構築される

ことが想定されるので、早い段階から支援ツールに関する出展者への

説明を徹底し、参加を促し、グループ化をすることで更に良い意味で

の競争意識が助長されると考えられる。
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4）全体広報活動

今回はイタリアのPRエージェントを使用したことから、イタリアがア

プローチの重点になり、英語圏での広報活動が限られる結果となってし

まったことから、より広く広報をしていく手法を再検討する必要があると

考えられる。業界で定評のある紙媒体への告知を継続する一方で、情報を

広く、早く普及させるためには、SNSやインフルエンサーの活用等も検討

する必要があると考えられる。ブース全体としての告知をするために必要

な画像を含めた情報を収集し、発信する為には、出展者の協力も重要な要

素となるので、出展者が決まり次第認識を共有して協力体制を組むことが

必要と考える。加えて、これらのマスへのブース全体としての告知には限

界があることから、出展各社も共通の販促ツールを活用して自社でのバイ

ヤーアプローチを重ねて実施していくことで、展示会全体の動員に左右さ

れずに自社のブースへの来場者を確保できると考えられる。

5)展示会後のアフターフォローについて

展示会に出展するメリットの一つに、ショールーム等とは違って、短期

間に多くのバイヤーと接触することが出来ること、バイヤーの反応を直に

見ることが出来る点が挙げられる。アフターフォローとして、会期中に出

会ったバイヤーについては、直ちにお礼メールを必ず送り、そしてコレク

ションの最新情報を継続的に送ることでバイヤーとの関係を保つこがポイ

ントになる。また、一度出会ったバイヤーと展示会で再び会う機会があっ

たら、積極的にこちらから声をかけて、顔や名前なりブランド名を覚えて

もらえるような対応を繰り返すことも重要な営業活動と言える。これらの

営業活動を繰り返していく中で、各社が独自の営業手法を見つけ出すこと

につながるものと考えられる。
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