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はじめに

激変は スピードをもって広がり 生産や流通に大きな影響を与えている、 、 。

一方、消費者は自己防衛に走り、モノを買わなくなり、買うとしても「安

さ」が条件となってしまった。

日本はあらゆる面で縮小(シュリンク)の雰囲気である。

こうした時、経済産業省のご支援のもと、平成22年１月16日(土)～１月29

日(金)まで14日間にわたり、９名の団員で｢ブラジル・アルゼンチン｣の２カ

国に対し｢国際産業調査交流派遣事業｣を実施した。

今回のミッションは 経済産業省のご指導もあり 内容は大きく変化し 海、 、 、「

外の販売市場開拓」という課題になった。

まず 強烈に感じたことは これから我々が売っていこうという国の歴史、 、 、

経済、生活環境を余りにも知らなかったという反省がある。

そうした意味を含めて、報告書には冒頭にブラジル・アルゼンチンのプロ

フィールをまとめた。

日本は世界のあらゆる国と貿易をしなければ、国民の生活も保障出来ない

といった状況にあり、モノをつくり、売る前に相手の国を知るということが

必須条件となっている。

しかし、ミッションも５回目となると、経験がものを言い、驚きつつも理

解と吸収は速く、将来展望に対し各団員がそれぞれの立場で思い描いたこと

はさすがであり、今回の視察は｢世界にベルトを売ろう！｣のスタートになっ

たと思われる。

終わりに、国際産業調査交流派遣事業を支援して頂いた関係各位に感謝す

ると共に、この視察が無事に終了したことは、団員の皆さんの協力があって

こそと、お礼を申し上げる。

平成21年度 ブラジル・アルゼンチン視察団

団長 森川 雅雄
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調査の目的

経済産業省からの補助を受け、平成16年(2005年)以来、今回で６回目とな

る海外ミッションだが、今までは、どちらかといえば海外に学び、国内で売

る・或いは国の内外を問わず、造る事のためのミッションだったといえる。

しかし今回は、経済産業省からのご指導もあり“海外の販売市場開拓”を

第一の目的としたミッションとなった。

折から、我々も前回の東南アジア・ミッションで、シンガポールやバンコ

ク、ホーチミンの市場を見た時に、日本以外の国で売るという事を考え始め

ていた。

但しそれは、具体的に海外で我々の商品をどう売っていくか…という事で

なく “売る”という意味に於いて、日本以外の国で売るという事である。、

『良くて安ければ売れる 、トヨタやソニーなど、日本の家電・自動車産業』

が世界で実証してきた事であるが、家電や自動車の場合は、性能と価格とい

う“良さ”が数値的にはっきりしている面が強いのものである。

これに対して我々の扱うベルト・革小物を始めファッション品は、好き嫌

いという感能的要素が強いため “良さ”が一つではなく、はっきりしない性、

格がある。

欧米の市場を見ている時には、ある意味で日本の市場と同じ価値観で見る

事が出来たのであまり気がつかなかったが 東南アジアの市場を見たときに、 、

ベルトなどファッションに求められている価値観が違う事に気づいた。

我々の造っているベルトの方が同じ値段でもクオリティは高いと自負する

のだが、では、我々の造ったベルトがシンガポールなどで売れるか…と問わ

れれば、残念ながら『売れないだろう』と答えざるを得ないと感じさせられ

たのである。

恐らく、品質より価格を重視する向こうのバイヤーは『その値段で、その

クオリティを造れるならば、クオリティを下げてもっと安くできないか』と

言うと思われるからである。
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海外で売るという事は、そうした違う価値観に対応していく事ともいえる

(勿論、かつて我々が欧米の商品を舶来品として高い価値を認め購入したよう

に、そして今、日本に来た中国の旅行客が中国製の日本ブランドではなく、

とにかく日本製の日本ブランド品を欲するというように、アジア全体がなっ

てくれれば全く問題なくアジアで日本製品が売れる訳だが、それは一企業や

一つの組合で出来るレベルのものではない ）。

この一方で、日本は加工立国でありながら、ファッション品については197

0年代以降40年間、輸出はほぼゼロという状態になっていた。

これは、国内に世界一といえる旺盛な需要を持つ大きな市場があり、わざ

わざ海外に売りに行く必要がなかったことも大きな要因。

しかし今、国内の市場は飽和し、物余りで売れない時代へ。

中国などの低価格品がマーケットに入り、国産品の市場規模を小さくして

いる面もある。

また、少子高齢化により、将来的に人口の減少・即ち、さらに縮小してい

くとされる日本の市場…といった状況を考えると、現実として海外へ物を売

っていかざるを得なくなる。

そうした事を組合員同士で考えていた折に、経済産業省から“海外の販売

市場開拓”をミッションの目的にという指導を頂いた訳である。

そこで組合としてはブラジルでの展示会出展を決め、これを軸としてブラ

ジル、アルゼンチンの南米２ヶ国でタンナー及びメーカーを視察、南米の市

場性向と製品を含めた皮革の供給状況の情報収集をする事にした。

何故ブラジルなのか

組合員からも“何故ブラジルなのか”という声も出たが、ブラジルに決め

たのには幾つかの理由がある。

第一に、ブラジル、アルゼンチンなど南米は食肉の文化が強いので、多く

の牛が飼育されている。このためにブラジルはアメリカに続く世界第２位の

原皮産出国である(ちなみに、３位はオーストラリア。これがなめした皮革と
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なると一位はアメリカ、二位ブラジル、三位に中国、四位がアルゼンチンと

される 。）

また、原皮の供給と連なり大きなタンナーも多いと言われる。

日本ではアルゼンチン・ヌメを聞くくらいで、あまり南米の革の話を聞か

ないので、この実情も知りたいという事。

更に皮革素材だけでなく、皮革製品はどうなのかという問題もある(南米で

日本のベルトを売るためであると共に、先々南米のメーカーが我々のコンペ

チターになる可能性を探るという面もある 。）

第二に、３～４年前より日本のセレクトショップがブラジルを中心に南米

からファッション品を買い付けているという事実がある。

欧米からの買い付けが同質化する中で、欧州的感覚でいて価格の安い東欧

製と共に、独自の色彩感などがあるブラジル製品にセレクトショップのバイ

ヤーが食いついたとされている。

そうした中で2007年と2008年には表参道ヒルズで『ブラジル・ファッショ

ン展』も行われた(ブラジル貿易振興協会の主催 。）

ブラジル製品は衣料などの繊維製品やアクセサリーが主体で、バッグやベ

ルト等の話題はないものの、靴ではHPフランスがブラジルのOSKLENという靴

のメーカーとコラボレーションしてオリジナル・スニーカーをつくった、或

いはブラジル製のZARA社のレディスブーツがセレクトショップで売れたとい

う話を聞いた。

ブラジル製には一種の無い物ねだり的な面もあろうが、こうした動きの中

で、ベルトや財布でもブラジルに学べるアイディアがあるかもしれないと思

われる。

この他、発展途上国の中でも一つ飛び抜けたBRICS(ブラジル、ロシア、イ

ンド、中国のイニシアル)の中でもブラジルとロシアの情報が少ない事、タン

ナーの新喜皮革が昨年、我々の出展しようとしている『COUROMODA(コーロ モ

ーダ 』に出展しており、出展などへの情報が得られた事、また、こうした機）
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会でないと、なかなか行けない地域であるという事もブラジルに決めた一つ

の要因である。

日本皮革産業連合会の傘下組合として、合同で香港の展示会に出た事はあ

るが、当組合が単独で海外の展示会に出展するのは初めての事。

初回から取り引きを成功させる事は難しいと思われるが、とに角「海外で

売る」という意識をはっきりと持ち体験する事は、業界の将来の礎石となる

はずである。

主発前の成田空港にて
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日 程 表

月日曜 発着地／滞在地 時 間 交通機関 行動予定

１ 1月16日 箱崎TCAT集合 10：20 ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ 成田空港へ

(土) 成田空港 着 11：35

成田空港 発 13：20 LH-715 ミュンヘンへ

ミュンヘン 着 17：45

ミュンヘン 発 21：30 LH-504 サンパウロへ

（機中泊)

２ 1月17日 サンパウロ 着 7：10 専 用 車 着後展示会場へ

(日) 展示会場設営後ホテルへ

（サンパウロ泊)

３ 1月18日 サンパウロ滞在 専 用 車 展示会場へ

(月) =COUROMODA 展示会出展=

(サンパウロ泊)

４ 1月19日 サンパウロ滞在 専 用 車 展示会場へ

(火) =COUROMODA 展示会出展=

(サンパウロ泊)

５ 1月20日 サンパウロ滞在 専 用 車 展示会場へ

(水) =COUROMODA 展示会出展=

(サンパウロ泊)

６ 1月21日 サンパウロ滞在 専 用 車 展示会場へ

(木) =COUROMODA 展示会出展=

(サンパウロ泊)

7 1月22日 専 用 車 空港へ

（金） サンパウロ発 9：30 JJ-3914 リオデジャネイロへ

リオデジャネイロ 10：30 専 用 車 着後LE POSTICHE社へ

着 視察後ホテルチェックイン

(リオデジャネイロ泊)

8 1月23日 リオデジャネイロ 終日 専 用 車 リオデジャネイロ市内価格調査

（土） RIO SUL SHOPPING CARIOCA視察

(リオデジャネイロ泊)

9 1月24日 専 用 車 空港へ

（日） リオデジャネイロ 10：01 JJ-3411 ポルト・アレグレへ

発

ポルト・アレグレ 12：05 専 用 車 着後ノボ・ハンブルゴへ

着

ノボ・ハンブルゴ着 14：00頃

(ノボ・ハンブルゴ泊)
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10 1月25日 ノボ・ハンブルゴ 8：00 専 用 車 工場視察へ

(月) DILLENBURG社
KRUMENAUER社
視察終了後空港へ

ポルト・アレグレ発 20：35 G3-7650 ブエノスアイレスへ

ブエノスアイレス着 21：25 専 用 車 着後ホテルへ

(ブエノスアイレス泊)

11 1月26日 ブエノスアイレス 終日 専 用 車 CASA ROPEZ社工場視察
(火) CASA ROPEZ直営店視察

市内価格調査

(ブエノスアイレス泊)

12 1月27日 専 用 車 出発まで市内価格調査

(水) 視察後空港へ

ブエノスアイレス発 13：00 JJ-8019 サンパウロへ

サンパウロ着 16：40 着後乗り継ぎカウンターへ

サンパウロ発 20：05 LH-507 フランクフルトへ

（機内泊)

13 1月28日 フランクフルト着 10：35

(木) フランクフルト発 13：35 LH-710 空路、成田へ

（機内泊)

14 1月29日 成田空港 着 8：35 ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽ 入国手続き・通関後TCATへ

(木) 箱崎TCATにて解散

－７－



団調査団員の氏名及び所属名簿

氏 名 所 属 役 職 所属団体

団 長 森川 雅雄 株式会社 伸 栄 代表取締役社長 日本服装ベルト工業連合会

副団長 高木新太郎 (社)日本皮革産業連合会 常任理事 日本服装ベルト工業連合会

団 員 遠藤 武志 有限会社 シーエフ･エンドー 代表取締役社長 日本服装ベルト工業連合会

団 員 倉田 雅史 株式会社 トーア 専務取締役 日本服装ベルト工業連合会

団 員 田中 直志 岩 崎 株式会社 取締役工場長 日本服装ベルト工業連合会

団 員 藤井 一朗 岩 崎 株式会社 海外事業部 日本服装ベルト工業連合会

団 員 高木那津子 岩 崎 株式会社 日本服装ベルト工業連合会

団 員 長嶋 伸弥 株式会社 ナガシマ 日本服装ベルト工業連合会

団 員 黒田 好一 あとりえ・くろ 株式会社 代表取締役社長 日本服装ベルト工業連合会
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視察 １ブラジル

正式名称はブラジル連邦共和国(Federative Republic of Brazil 。）

殆どの団員が『ブラジルが遠い事』を言っている。日本の真裏にあたり地

球を半周、成田からミュンヘンまで11時間、ミュンヘンからサンパウロまで

が16時間、フライトだけでも合計27時間掛かるのだから、遠いと言いたくな

るのも当然といえる。

ヨーロッパ経由で行くから遠くなる…と思われる方もあるかもしれないが、

週に３便、日本航空が飛ばしているサンパウロ直行便でも約24時間かかると

いうから、本当に遠い国である。

ブラジルの国土は日本の約23倍・854万7403.5平方㎞、南米最大の国で、チ

リとエクアドルを除く全ての南米諸国と国境を接している。

この国土はアメリカより小さいものの、ロシアを除いたヨーロッパ全土よ

り大きく世界第５位(ロシア、中国、カナダ、アメリカ、ブラジルの順)で南

米最大の領土を持つ。

ブラジルの都市と都市の間には、今も無人地帯が延々と続くとされる。

人口は１億8,961万人(2008年)、首都はブラジリア(人口256万人)だが、最

大都市はサンパウロ(人口1,100万人 サンパウロ市圏に1,750万人とされる)、 。

人種的には白人系55％、混血38％、黒人系６％、黄人系１％とされるが、

写真左はAP MULLE

R社に貼ってあった

世界地図、日本がほ

ぼ中央にある日本の

地図と違い日本は右

端にあり、欧米から

見ると日本がイース

トエンドであること

がわかる。

－９－



正確なところは不明とされる。

古くから先住民であるインディオとポルトガルを中心としたヨーロッパの

白人 奴隷として西アフリカより連れて来た黒人が混血を繰り返し ドイツ、 、 、

イタリア、日本、アラブなど多くの国の移民を受け入れたことにより、人種

が入り交じったためである。

(それでも本国と似たような気候の場所に移民は住んでおり、暑い北東部に

はアフリカ系 涼しい南部にドイツ系や中欧系 南西部はスペイン系や日系、 、 、

イタリア系で、北へ行くほど肌の色が黒くなるとされる ）。

気候も地形も北部と南部では全く異なり、多様性こそがブラジルらしさと

言われる。

ラテン系民族の国と同じように見られがちな南米の各国だが、その中でも

ブラジルは少し異質な国である。

少し長くなるが、ブラジルと南米を理解する意味でもブラジルの歴史に触

れてみたい。

ブラジルの歴史

ブラジルは南米で唯一ポルトガル語を使う(他の南米諸国はスペイン語 。）

これは、ブラジルだけがポルトガルの植民地として発展してきたからであ

る(他の南米大陸は全てスペインの植民地 。その理由は、1494年、スペイン）

とポルトガル間で『欧州以外の新領土を西経46度37分より東はポルトガル、

西はスペイン』と決めたトルデシリャス条約によるもの。

正式にはまだブラジル等は発見されていないのに、こうした取り決めがさ

れたという随分乱暴な話である(しかも当時のローマ教皇アレクサンデル６世

が承認している)。

尚、現在のブラジルの国土はそれより西側へ出ているが、これは戦争で勝

ち取ったもの。現地の通訳によると 『スペインにしてみれば、あの位くれて、

やれ…といった気持ちがあったのか、ポルトガルとスペイン間の大きな戦争

にはならなかった。
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そしてこの勝ち取った領土が資源の宝庫で 現在のブラジルを支えている、 』

という。

蛇足となるが、スペインとポルトガルがイギリスやフランスより約100年早

く16世紀から植民地を取得できたのは、この両国がイスラムからの圧迫をう

け民族意識が高まり、強い国王のもとに中央集権国家が他の欧州の国に先駆

けて確立されたためとされる。

また、新大陸発見に繋がる大航海時代となったのは、マルコポーロの東方

見聞録などの影響でアジアへの興味が高まった事と、この頃にオスマントル

コが地中海の制海権を持ち、地中海貿易に高い関税をかけた結果、欧州の各

国は新しい交易ルートの発見と確立が必要となったからである。

西暦1500年にポルトガル人のベートロ・アルヴァレス・カブラルがブラジ

ルを発見。1530年には本格的な植民地団が入りブラジルはポルトガルの植民

地となり、以降、ポルトガルへの資源等の供給国となる。

1807年、ナポレオン戦争でフランス軍はポルトガルに侵攻、ポルトガル王

室は1815年にリスボンからリオデジャネイロに遷都する。

1821年、王と王室はリスボンに戻ったが、王子ペートロは摂政としてリオ

デジャネイロに残った。

この頃 クリオーリョ(南米生まれのポルトガル・スペイン人)達を中心に、 、

本国だけが高い利益を得ている事に不満を持ち始め、政治的自立を目指す風

潮が高まっていたというのも背景にあり、1822年にペートロはブラジル帝国

の独立を宣言した。

同じ頃、ナポレオン戦争はスペインにも波及、南米のスペインの植民地も

クリオーリョ達が独立を企て始める(このため南米各国の独立宣言は1810～18

25年の15年間に集中している)。

決定的になったのは1808～1814年のフランスとスペイン・ポルトガル・イ

ギリスが戦ったスペイン独立戦争で、この結果、ナポレオンの兄であるジョ

ゼフ・ボナパルトがホセ一世を名乗りスペイン国王に即位、南米の植民地は

偽王として本国への忠誠を拒否し独立へ、各地でかなり激しい抗争が起きた
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結果スペインの植民地は18の共和国に分裂した。

これに対しブラジルの独立は、イギリスが間に入ったこともあり、２年間

の短い独立戦争で終了。また、本国の王子が皇帝ペートロ一世となったため

に求心力があり、ブラジルは分裂せず、植民地としての広い領土のまま単一

の主権国家となった。

1863年、アメリカの奴隷解放宣言以後、北南アメリカ大陸で唯一奴隷制を

続けていたブラジルだが、ついに1888年奴隷制を廃止。君主制の政治基盤が

無くなった事もあり、1889年共和制へ移行。

帝政時代からイタリア、スペイン、ドイツ、ポルトガルなどの移民を受け

入れていたが奴隷制廃止後は移民の流入が速くなり､1908年(明治41年)には日

本からの移民も渡来している。

尚、日本からブラジルへの移民は1968年(昭和43年)まで続いた。

現在、ブラジルの日系人は150～160万人とされ、その約40％がサンパウロ

に住み、世界最大の日本人街『リベルガーデ』をつくる。

りんごなど日本から持ち込まれた果物や野菜がブラジルに広まり食生活は

変化、日本人の子弟への教育熱

心さと真面目な勤労ぶりはブラ

ジル人にも影響を与えたとされ、

ブラジルでの日本人の評価は高

いと現地の通訳は言う。

写真右は日本人街のリベルガ

ーデ、日系の通訳の薦めもあり

展示会の期間中はここのスーパ

ーで昼食用の和食弁当を毎朝買

った。

ブラジルの経済

続いて、ブラジルの経済について少々触れてみる。

第二次世界大戦後、ブラジルは戦前のコーヒー、サトウキビ等の第一次産
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業中心の経済から脱しようと1964年以降の軍事政権の基で外資を導入、国営

企業を中心にした工業化政策を進め 『ブラジルの奇跡』と言われる年率10％、

を超える経済成長を遂げた。

しかし1972年の第一次オイルショックの対応に失敗。高度成長は終わり、

深刻な不況に陥ると共に累積債務問題が発生し、外資流入は止まりハイパー

インフレが慢性化。

1985年に民政化したものの成果は上がらず、1987年には対外債務のモラト

リアム(債務不履行)を宣言したほど。

その後、開放型自由経済体制へ転換し、国際金融界との正常化交渉も始ま

ったが、不況とインフレは更に悪化し1993年にはインフレが年率2700％を超

えた。

1994年、新通貨を導入する『レアル・プラン』実施。レアル高誘導に成功

し、インフレは94年に930％、95年は22％、97年は７％と沈静化したが、レア

ル高はそれまで続いていた貿易収支の黒字を赤字に転じさせてしまい、財政

は悪化する。

97年のアジア通貨危機は乗り切ったものの、98年のロシア危機では株式・

金融の市場が低迷し外貨が流出。ブラジルは実質９％のレアル切り下げと変

動相場制を導入する事になった。

2003年、現在の35代目となるルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大

統領(通称ルーラ、またはルラ大統領)が就任。

この頃より国際的な商品相場が上昇し始め、ブラジルの主力輸出品である

鉄鉱石、アルミニウム、トウモロコシなどの農産物の価格が上昇し、懸案だ

った貿易収支と財政が健全化に向かい始めたという幸運にも恵まれたが、ル

ーラ大統領は強いリーダーシップを発揮。

① 前政権が出来なかった税制改革、年金改革を実現

② 発展途上国のリーダーシップを取る。

例えば、メルコスール(南米経済協力機構：南米のEUを目指すもの)を通

じて南米の統合を進める。社会主義国家へ転じたベネズエラをメルスコ

ール加盟させた。
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また、アラブやアフリカなど、従来関係の薄かった国との通商を開拓、

途上国との貿易を増大させた。

③ 富裕国との対峙。

アメリカと距離を取る一方で 国連の国際安全保障理事会の改革に努め、 、

常任理事国入りを目指している。

また、細かい事だが、日本から南米へ行く時、ブラジルは唯一ビザ取得

の必要な国だが、その際、他国ではない25万円以上の預金証明が求めら

れたが、これは日本がブラジル人の渡日に対して同じ事を求めているか

らだという。対日だけでなく、ブラジルはアメリカに対してもビザの取

得と指紋押捺をアメリカと同様に求めているという事である。

④ 飢餓ゼロ計画。

2004年からボルサ・ファミリア(家族手当て)を実施。貧困世帯に１ヶ月

50レアル、通学中の子供１人に対して15レアルを支給(2009年に支給額

を9.7％増額すると発表 。）

日本のマスコミによると、この家族手当はファベーラ(スラム街)の家庭

の収入の４割に当たるとされ、この殆どが家電など消費に回っており、

ブラジル経済の内需を高めていると伝えられる。(加えて、豊かになる

事でファベーラの犯罪発生率も下がっており、治安も良くなっていると

いう。実際、我々がサンパウロ、リオデジャネイロに滞在中、多いと聞

いていた子供の物乞いの姿は１人も見なかった ）。

この他、最低賃金の引き上げ、廉価で食事を出す『大衆レストラン』の

設置や食料の配給なども行っている。

こうした政策の結果、累積債務は解消し2007年にはIMF(国際通貨基金)への

債務も完済し債務国から債権国へ転じ、国際的金融関係者からBRICS(ブラジ

ル、ロシア、インド、中国)という途上国から一歩抜けだし投資を奨める国と

いう評価を得た。

2008年のGDP(名目)は１兆6,386億ドルで世界10位に、1995年は4,630ドルだ

った１人当たりのGDPも8,295ドル(同102位)と先進国水準とされる１万ドル超

えも間近。
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現地での報道によれば、2009年もブラジルの小売業は１月～11月で5.5％の

売上げ増、中でも家電は13.9％増、自動車は37.1％増と伝えられていた。

GDPに対する税の割合は30％を超え、BRICSの中では突出して高いものの、

これは貧困層の援助のためで、富裕層からは高い税率に不満もあるが、医療

や福祉、教育水準の改善、地方のインフラ整備は進んでおり、ルーラ大統領

の支持率は60～70％と高い。

また、ブラジルは他の南米の国と同じくカソリック信者が多く、国民の70

％以上がカソリックとされ、１億人以上の信者を持つ世界最大のカソリック

国(この他、アルゼンチンではカソリックは国教ではないものの、大統領はカ

ソリック信者でないと就任できない決まりがある。

このように南米でカソリックが強いのは、植民地政策を当時のローマ教皇

もすすめ宣教師を必ず同行させたことによる。これは15世紀の宗教改革で増

加するプロテスタント諸派に対して、新しい信者を獲得する目的だったとさ

れる)。

（ 、 ）以上 数値はJETROより
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COUROMODA展

COURO MODA(コーロ モーダ)はポルトガル語で“革の流行”という意味。

靴を主体にバッグやベルトなどの皮革製品とスポーツウェア、アクセサリ

ーなどのメーカーが出展する。

その規模は世界第４位といわれ、前回実績として出展は1,200社(3,000以上

のブランド)、来場者は65,000人。会場はサンパウロ市に50年前に建てられた

国際展示場であるAnhembi Pavilion(面積は約24,8580坪 。）

毎年１回 １月の開催で今回で37回目となる(開催者が違うものの７月に F、 『

RANCAL』という展示会がある。今回の出展中に『FRANCAL』の主催者から「７

月も出ないか」とオファーされ、前回の会場図面なども見せられたが、COURO

MODAと同じ会場で同じような出展社で構成されていた。恐らく、１月のCOURO

MODAが秋冬、FRACALが春夏(南半球なので日本と季節は逆になる)という位置

づけであると思われる 。）

サンパウロに着後、展示会の会場に向かうと、開催前日の昼というのに、

ほぼ100％のブースがまだ施工中で、団員からは『間に合うの？』という声も

出るほど。

主催者の事務所に行き、団員の出展者用IDカードを作ってもらい、我々の

ブースの場所を確認した。

会場は次ページの図のように、上側の正面入

口に向かい７つのアベニューと、横にAからNま

で14のストリートに分けられている。

通りの幅から見てアベニュー２と３、ストリ

ートDとHが広い通りになっており、案の定、こ

の通りの、特に角には大きなブースが入ってい

る。

我々のブースは入口から一番奥のアベニュー

７の中ほど(Eストリートだが、前がブースのブ

飾りつけ前のブース
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ロックになっていて塞がれている。その上に、図では左側の南出入り口と、

右側の北出入り口があるようになっているが、実際の会場では北出入り口は

閉鎖されていた。)

お世辞にも良い場所とは言えないものの、会場の様子もわからず、特にオ

ファーもしなかったので、これは仕方ない事といえる。(後で、日本から同じ

く経済産業省の援助をうけてこのCOUROMODAに昨年に続き出展しているグルー

プ・ジャパンの人に聞くと 「グループ・ジャパンの前に内田製靴が１社で初、

めて出た時は、やっぱりあの辺でした」という事だった。ちなみにグループ

・ジャパンはJAPAN TRENDという名称で 我々より大きいブースを８社で構成、 。

場所はアベニュー３と４の間、ストリートEとFの両方に面した会場のほぼ、

ど真ん中だった ）。
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また、会場図面がカラーでないので分かりにくいが、会場の上の方がレデ

ィス、中段が子供とメンズ(子供の方が上側で出展社数も多い 、下の方がバ）

ッグ、宝飾・アクセサリー、スポーツウェアとスポーツグッズ、その他素材

やパーツ、機械類と大雑把にゾーニングされているが、メンズとレディスを

扱うメーカーや、靴とバッグなどトータルに扱うメーカーもいるので、参考

レベルのゾーニングといえる。

アメリカのマジック展やイタリアのミペル展はテイスト別のゾーニングが

されており、バイヤーにとってはCOUROMODAのようなゾーニングは見にくいと

いうか、探しにくいと思われる(極端に言えば、全てのブースを見なければな

らないからである 。）

また、展示会名にインターナショナルが付けられていないので文句は言え

ないものの、会場の案内からパンフレット等まで、全て表示はポルトガル語

のみ、国外からの来場者や出展者の事をまるで考えていないといっても差し

支えないのではないだろうか。

出展者も一部インド、中国、そして我々日本から来ているが、90％以上は

ブラジル国内のメーカーで、大きなブースを構えているメーカーは地元のブ

ラジルでは知られるブランドなのかも知れないが、国際的に知られるような

著名ブランドやシューズやバッグのメーカーの出展は見られない(恐らくライ

センスと思われるがキャラクターのベティ・ブープのバッグなどを除く 。）

来場者に近隣のアルゼンチンやウルガアイなどの人がいるかもしれないが、

少なくとも期間中に展示会場内を歩いている人に、英語で話している人は見

かけなかった。

規模は世界４位というだけあり、会場も大きいし出展者数も多いものの、

展示会としてはドメスティックなレベルといってもよいだろう。

この一方で、コーナーを占めるような大きなブースは、その殆どがマジッ

ク展やミペル展に出ている一流メーカーと同じようにブースの施工・装飾に

お金をかけている。

『こんなにお金を掛けてもいいほど商売になる展示会なんだ』という声が
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団員の中から挙がり、何と

なく明日以降の本番に希望

と期待も高まる。

一方で大きなブースの殆

どがドア付の、いわゆるク

ローズド型のブースになっ

ている事が気になる。

マジック展やミペル展を

始め殆どの展示会でこうし

たクローズド型のブースは、

クローズ型でお金の掛かったブースが多い だいたい招待状を持つ客とバ

イヤーと確認できる人しかブ

ースの中に入れない。

国際的な大きな展示会になるほど、中国を始め多くの発展途上国のメーカ

ーが情報を取りに来るので、トレンドを始め発信力のある大メーカーはコピ

ーされるのを防ぐためにクローズのブースにする事になる。

ドメスティックレベルな展示会で、ブースを何故クローズドにするのか不

明であるが(同じ国内メーカー同士でコピーするのだろうか)、クローズドの

ブースが多いとバイヤーを始め、来場者の回遊性が悪くなる傾向があり、少

し不安も感じる。

ともあれ、明日からの展示

会に向け、団員一同でブース

の飾り付けを行う。

始めはブースの図面をもら

っており、日本で“こんな風

にしよう”と団員内で考えて

いたが、現場に入ると他のブ

ースに比べ、ボリューム感と

いうか装飾性が薄い事を殆ど

急遽テグスでサンプルを吊す事になった
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の団員が感じ、相談の結果、テ

グスでベルトを吊す事になった。

これは、ブース内の壁の素材

など細かな事柄を知らなかった

ので、持ってきた両面テープや

押しピン型のフックなどが使え

ないからである。

現地の通訳に聞くと『日曜日

だが開いているホームセンター

もある』という事で、急遽現地で工具や道具を調

達する事になった。

この辺は、準備不足と指摘されてもやむを得な

いものの、一種のピンチに団員が知恵を絞り、皆

で相談し実行した事で団結は強まり、展示会への

思い入れが強まったといえる。

飾り付けだけと思っていたのが、材料などの調

達を待ち、それから施工となり、思いの他時間が

掛かったが、夕方６時過ぎには作業終了。

帰ろうとすると 飾り付けた商品をどうするか？、

という事になる。

テグスで吊ったサンプル 主催者側に聞くと『明日からはガードマンが会

場内にも入り24時間体制となるが、本日は施工業者の出入りがあるので会場

を閉める訳にはいかない 大丈夫だとは思うが保証は出来ない という事で。 』 、

飾り付けをカメラに記録し、商品は撤去しホテルに持ち帰る事にした。

飾り付けを終えた他のブースを見ると、日本でいえばブルーシートのよう

な材質の黒いシートでブースの正面を被っている。

申し込みの当初、我々のブースもガラスのパーテーションを付けた空調付

きのものだったが、お客が入りにくくなるのでは…という意見から、ガラス

を外してしまった。セキュリティに不安を感じ、団員からは『開催中も商品
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を持ち帰りましょうか』という

意見も出ていたが、明日以降は

我々も黒のシートを調達し、ブ

ースをラッピングして商品は会

場に飾ったままにしようという

事でまとまった。

我々が帰る時でも、まだ半分

くらいのブースが施工中、なか

にはブースの外面の色を塗り直

前日夕方でも施工中のブースが多い しているところもある。

イタリアのナポリの展示会では、開催初日の午前中まで施工していたブー

スが結構あった事を言う団員もいたが、こうした“いいかげんさ”はラテン

系ならではのもの。

４日間の展示会期間中、我々のブースへの来場者数などを高木奈津子団員

が表にまとめてくれたので、ここに転載する。

初 日 二日目 三日目 最終日 合 計

ブース来場者 名 名 名 名 名5 14 10 4 33

名詞交換人数 名 名 名 名 名3 5 3 1 12

商談件数 社 社 社 社 社1 3 2 1 7

商談継続件数 社 社 社 社 社0 2 1 0 3

タンナーなど逆に売り込みに来た人も含めて、合計33名のブース来場者(通

りすがりに飾ってあるベルトを見る…といった程度の人はカウントしていな

い。最低限、何か話した人を来場者とした 。）

ルームスなど日本国内の展示会に出ても来場者が十数名、名刺交換したの

が２社といったケースもある事を考えれば、初回にしてはまあまあ…、と言

う事ができるが 『売る』という目標から考えると決して満足できるものでは、
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ない。

ともかく、出展者側の目か

ら４日間の様子をまとめてみ

る。

どんな展示会でも、だいた

い共通したこととして “初、

日の午前中が一つの勝負どこ

ろとされる”がある。

これは、仕事の出来るバイ

ヤーほど初日・２日目の午前

中に展示会の仕事を片づけるからである。

しかし、この午前中に我々の出したブース辺りは客が回ってこない。

歩いているのは青いIDカードを身につけた我々と同じ出展者、そもそもお

客が来ないのだからどうしようもない。

皆、暇で会場をウロウロしているといった感じである。

ブースに来たのは売り込みにきたタンナー２社と、会場内でブース向けに

飲料を売っている業者。

考えてみると、初日の午前中というのは既にお客を持っている比較的大手

のブースの話である(事実、初日の午前中、入口に近い方の大きなブースには

来場客で一杯 ）。

大手メーカーとの商談を終了してから、何かないかと会場を探すのがバイ

ヤーの動きかたといえ、我々のような立地と規模のブースが後回しにされる

のは、或る意味で当然といえる。

加えていえば、どんな展示会でも共通するのが、開催の前半はバイヤーも

大手のチェーン店を始め力のある専門店など、有力な小売業が多く、開催の

後半は地元の中小小売店などが多くなる(パパ ママストアの為、子連れの客

が増える 。）

この傾向は、今回の我々のブースにも当てはまった。

それはお客の興味を引くものと反応でわかる。

－ －22



展示会の前半、来場者の

興味をひいたのがピンクや

ブルー、イエローといった

カラーの一枚物ベルトであ

る。

我々もこれは目を引くと

考え、通路側のカウンター

に飾り付けたが、来場者の

ほぼ全員が、このベルトに目を止め手にとったといえるほど(売り込みにきた

タンナーさえ、このカラーベルトをまず取った 。）

そして値段を言うと、殆どの客が首を振って帰ってしまう…。

後の市場調査でわかるが、ブラジルのベルトのボリューム価格は39～98レ

アル(2,000～5,000円 、量販店で19～29レアル(約1,000～1,500円)と日本と）

同じかやや安い。

今回メイド・イン・ジャパンのハイクォリティを売ろうと比較的高い価格

のサンプルを主にして量販店向けサンプルは持って来なかったのだが、前半

に来場の多いチェーン店などの有力小売店ほど 新しい物を探している反面、 、

価格にもシビアになるのだろう。

又、前半のお客が興味を示すのがカラーのベルトを始めカジュアルな一枚

物だった。

これに対して、後半になると奥の棚に飾った合わせのドレスベルトにも興

味をもつ客が出てきた。

結局 商談としては成功しなかったものの 日本製で高い値段を言っても、 、 、

そこで話が切れずに続くケースもあった(つまり、商品の価値を認めてくれた

といえる 。）

更に、前半は比較的若い客が多く、後半は中高年が増えたのも、サラリー

マンのバイヤーと小売店オーナーという事からと考えられる。

加えて、ベルトと共に飾った美錠、バックルだが、事前は『来場者の多く

は小売業なので、パーツであるバックル等に興味を示すのは出展しているメ
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ーカーくらいでは…』と思われたが、４名が興味を示した。

その殆どが、ベルトのバックルとしてではなく、バッグや靴のパーツとし

て見ているようで、表面がきれいに仕上がった日本製金具にはブラジルでも

興味を持つ人がいる(ブラジルには金具パーツの大手であるOBI社があるが、

確かに日本製に比べると、その仕上がりはきれいとは言いにくい、但し、バ

ックルの値段を聞くと、そこで話が終わってしまうというのも現実である 。）

あまり広いとは言えないブースに９人の団員全員がいても、客に圧迫感を

与えるだけで何も得ではないという事で２つのグループに分け、ブースを守

る／会場内の視察／市場調査を同時進行で回す事になった。

COUROMODA展レポート

次にCOUROMODA展の会場内の様子に触れてみると…。

案の定、クローズドのブースは殆ど内に入れないので、大手メーカーのブ

ースは見られなかったものの、靴のレベルは結構高いと思われる。

特に婦人の靴はデザインも個性的で凝った加工も多い。

我々は靴の業者ではないので価格までは聞いていないが、日本のセレクト

ショップが目をつけるのも分かると思う仕上がりである。

但し、日本やイタリアでは多いバレエシューズ型のぺったんこな靴を始め

パンプスタイプは少なく、９㎝を主にヒール物が主体、エレガントなドレス

のハイヒールは勿論だが、スタッズ打ちやモチーフのレーザーカットといっ

たカジュアルなものまでハイヒールである。

また、季節としては秋冬向けのせいかブーツが非常に多い。

ブーツが多い一方で、日本やイタリアなどで多いサンダル型のミュールは

殆ど見なかったが、これも季節の問題だろうか。

団員からは 『イタリアというよりスペインのメーカーの靴に印象が近い』、

という声も出た。

バッグについては、出展しているメーカーの数はそう多くなく(といっても

ベルトの出展者よりは多いが)出ている商品も、これというものはない。
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不思議なのは靴はハイヒール

が多いのに、バッグはハンド

タイプは少なく袋物タイプのカ

ジュアルな物が多いように見え

た事。

メンズのバッグではブリーフ

ケースやアタッシュケースなど

のビジネス用とボストンなどの

旅行用しかないといえる状態で

ショルダーなどのカジュアルバ

ッグは全く見なかった。

ブラジルのメンズバッグがま

だビジネス主体であることをう

かがわせ、日本の30年くらい前

のメンズバッグ市場を思い出さ

せるほど。

ベルトについては、メンズで

上は全団員から評判の良かったトップ・ ５社、レディスで２社ほど出て

ファッションのコーナーと中のブース いた。

CINTOS AMERICA社(チントス アメリカ：アメリカのベルトという社名であ

る)とFAZORO社(ファゾーロ)のブースが大きく、ブラジルの大手であると思わ

れる(事実、市場調査で店頭を見ても、この２社のベルトが圧倒的に多い)。

両社共に、ベルトの見せ方は上手いものの、商品的にはこれというものは

ない。

むしろ、TOP FASHIONのゾーンに出ていたLAZCO社(ラズコ)の肉厚なテープ

ベルトやカジュアルな一枚物の方が我々の目を引いた。
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COUROMODA展の会場前にて
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展示会出展を終えて

結果としては『売れなかった』訳だが、今回の出展で、まず第一に“海外

で売る”という事がどういうものなのか改めて実感した。

そもそも日本国内でさえ 売る という事をあまり意識しなくなっている“ ” 。

それは決まった得意先とのルートセールスが主体となっており、新しい企

画を“売る”事はあっても、飛び込みで新規の客を取るような売り方をする

メーカーは減っているのが日本の現状だろう。

いわば自分達の甘さを思い知らされた。

勿論、海外の展示会出展という事で、インボイスなどの必要書類の準備、

国内販売の下代に当たるFOB価格やミニマムの設定などは予め行っており、そ

れなりに準備はしたつもりだったが、実際に行ってみると、国内の展示会に

出展するのと同じくらいにしか考えていなかったと反省する。

例えば、ブラジルの税制である。

COUROMODA展に出展すグループ・ジャパンのブースに行くと 『ちゃんと調、

べて来た？ブラジルはファッション品などの贅沢品は、税が高いんだ、最高

で60％、ファッション品は40％くらいだから。これだけで日本の1.5 倍くら

いになるよ。それを承知で商品を持ってこないと』とアドバイスを受けた。

先進国を主体にWTOや二国間協定が進み、世界的に関税が無くなる方向とい

う思いこみと、関税があったとしても、せいぜい日本の革製品の輸入関税と

同じ12％くらいだろうと安易な考えでいたが、海外に売るという時は、制度

や文化が違う国に売るのだという事を十分に意識しなければならない(帰国

後、ブラジルの税制について調べてみると、正確には関税ではなかった)。

以下、ブラジルの税について少し触れると…。

ブラジルの税は、連邦税、州税、市税の３つに分かれている。

物販に係わる税を挙げてみると

△連邦税には工業製品税(IPI)と輸入税(II)がある。

IPIは一部の例外を除き、全ての商品、製品(輸入品、ブラジル産品は問わ
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ない)に課せられるもので、日本の消費税と昔あった物品税の中間的なものと

いえる 税率はIPI税率表で決まり 品目毎に違う(一般的には５～15％だが。 、 、

輸出品と食料品は免税、一方でタバコは300％と高い）

〔例〕自動車44％、ワイン54％、テレビ46％、パソコン38％、衣服27％、

書籍17％など。その税率を見ると、贅沢品や嗜好品が高い傾向に思える。

IIは各々の輸入品の関税価格(簡単にいえばFOB)に対して課せられるが、こ

れはExternal Taritt Coda：TECと呼ばれる税率表の製品分類(品目)と量及び

輸入元の国によって決まる。一般的には０～30％の範囲。

△ 州税には商品流通サービス税(ICMS)がある。

各州間、各市間の流通・運搬・通信サービスに課せられる税で、税率は地

域により異なる。原則として全ての原材料に課税される。

２州に股がる場合、サンパウロなど南は12％、北は７％。

１州内の場合、南は18％、北は17％。

皮革製品については例として記載はなかったが全ての税を考えると、確か

に40％くらいの課税になると思われる。

IPIは日本の消費税や欧米の付加価値税に近いものの、消費者に負担感がな

いという点は面白い制度である(税の分は販売価格に含まれるので、実際の負

担額はそう変わらない訳だが… 。）

また、ブラジルの情報が日本では少ないので、やむを得ない面はあるもの

の、ブラジルの市場の実際を知らなかった事も反省点である。

まず単純に、サイズの問題。

体格のよい人が非常に多く、ベルトのサイズは最低でも100㎝長が必要。

会場でサンプルを手に取ってもらっても、ベルトが腰を回りきらないこと

が多かった。

逆に、サイズの問題はあったものの、ゴムが中に入り伸縮する革製のライ

ブベルトやこちらにはないフィットバックル(ベルトの着脱や緩めるコトが簡

単な機能バックル)などは説明して見せると興味を持つ人もいた。

興味をひいたカラーのベルトも、日本ではメンズだが(サイズ面から)レデ
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ィスと思われていたようにも考えられる(開催中に“売ってくれない？”と聞

く人が数人いたが、殆ど女性だった ）。

二つ目には、やはり価格。

今回のミッションは“日本製を売る”という目的もあり、基本的に市場環

境とは別に“良い物を安く売ればいい”という原則を持っていた。

しかし、少なくともサンパウロ、リオデジャネイロの２都市を見る限り、

メンズベルトはPU素材(床革にフィルムを貼り見映えをよくした安い革素材）

の19～39レアル(約1,000～2,000円)クラスが非常に多い(スーツが２～３万

円、ジーンズが３千～５千円といった価格の店 。）

いわゆるボリューム・ゾーンはもう少し上になるが所得層の構成が日本のよう

に菱形ではなく三角形なのである。

勿論、サンパウロにはルイ・ヴィトンなどのいわゆるブランドショップも

あるし、８～13万円のスーツを売る高級専門店もあるが、その市場規模は小

さいと思われる。

やはり“売る”というコトを考えると、この市場性は無視できるものでは

ない。

日本では現在、PU素材は準合皮的に見られており、少なくともプロパー商

品の表素材に使われる事は殆どない。

また、今回はメイド・イン・ジャパンの良い商品をという事で、日本で量

販店むけに出しているようなベルトはサンプルとして持って来なかったが、

ブラジルの市場で売る事を考えるならば、量販店向け商品やPU素材の使用も

考える必要があると思われる。

この一方で、団員からは、グループ・ジャパンもそうだったが、高額でも

日本製の物で押した方がよいという意見もあった。

中国の観光客が日本ブランドでも中国製の物は買わず、日本製の日本ブラ

ンドを欲するように、中国製のメイド・バイ・ジャパンでは中途半端な価格

となり、その価値も伝わりにくいのではないか、という見方である （これに。

ついては、後の市場視察の項で更に触れていく）
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三つ目は、前記の日本製とも係わるが、代理店の件である。

展示会の後半になると、中小の小売店が増えるせいか、ベルトを手にした

後に『代理店はないのか？』と聞く人が少なくなかった。

ブラジル製や中国製の安い物を知っている上で、日本製のベルトの良さを

認めてくれるが、小さな小売店ではミニマムを売り切る自信はない…という

事なのだろう。

ブラジルに代理店(商社とかの大げさなものでなく、個人のエージェントも

含む)を持てば、確かにブラジルの小売店との商売(代金の回収を含めて)がで

きる可能性は高くなる。

但し、代理店を使えば当然、その分のマージンやコストが派生し、その分

価格は高くなる。

また 代理店は通常 複数のブランドや商材を扱っているのが普通なので、 、 、

基本的に我々の商品を気に入ってくれる人でないと売れないケースも多い。

中国での国内販売にも現地(或いは香港)のエージェントを代理店として使

う事は少なくないが 売る努力をせずにコミッションだけ取ろうとする人や、 、

ひどい場合には売上金を持って逃げてしまう人もいると聞いており、きちん

とした代理店を探す事自体が大変である。

反省と共に、現地で出展しないと分からない事も多々ある。

第一に、当たり前の事だが、会場に於けるブースの場所。

入口に近い、広い通路の場所がベストなのは当然だが、こうした場所は料

金も高く、後発の我々が今から取る事も難しいだろう。

会場内を見た後、殆どの団員から 『次にもし出るならTPO FASHIONという、

コーナーがいい』という声が出た。

17頁の会場図でいえば、左下の一角に37社が集まったコーナーがある。

各社の社歴等はわからないものの、マジック展やミペル展でも規模は小さ

いが個性のあるメーカーを集めた、いわばエントリーのコーナーがある(こう

したコーナーの出展者の商品の方がバイヤーが面白がる傾向もある 。）

これと同じような印象を多くの団員が持ったようだ。
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一番奥の場所といって

も出入り口から直線で来

やすく、こうしたコーナ

ーにはバイヤーも足をは

こぶものだし、現実にTPO

FASHIONには写真右のよ

うに客が多かった。

マジック展やミペル展

の例では、こうしたコー

ナーは出展料金も安く設

定されてる上に統一のブースにしてディスプレイ等の出展コストも抑えられ

ている(料金はわからないがTPO FASHIONのブースも統一されていた)。

二番目は 展示会のブースに於ける装飾や演出のレベルが想像以上に高く、 、

ここだけを見ればマジック展やミペル展と同水準といえる。

ブラジルでの展示会だからとタカをくくっていた訳ではないが、現地の標

準的な什器や照明だけではビジュアル面が弱いといえる。

また、日系人の評価が高いせいか、メイド・イン・ジャパンを含め“日本

”への評価は高いので、何かJAPANをわかり易く伝えるビジュアルや説明の仕

方も考える必要もありそうだ。

グループ・ジャパンのジャパン・トレンドのブースでは、メンバーの１人

である大峡製鞄(おおばせいほ

う)が宮内庁御用達である事を

生かし、皇室で使用するラン

ドセルなどをディスプレイし、

その説明文をつけていた。

日本にいるとそれほど深く

は感じないものの、世界で二

千年以上続いている皇室(海外

－ －31



では王室)は恐らく日本の天皇家だけではないだろうか。

王室の価値は、海外では高く、こうした“日本品質”の伝え方は海外の人

々には評価されると思われる。

また、内田製靴は３回目の出展と

いう事で、ブラジルの好みを知って

いるからだろうか写真右のようにハ

イヒールの靴を中心に展示していた

(同社は元々ヒールの靴が多いが、日

本ではローファーやパンプス、サン

ダル等も扱っている)。

最後に細かな事だが

① クーラーの設置が必要。

客が入りやすくしようと、ガラスのパーテーションをブースから取ってし

まったために、クーラーもなくなったが、これは失敗。

開催前日のブース設営時も、団員たちは『暑い』と言っていたが、開催中

は会場全体にエアコンが入ると思っていたところ、開催中も会場全体のエア

コンは無い。

我々だけでなく来場者も暑いわけで 我々のようにオープンなブースより、 、

エアコンの効いたブースの方に客が入っていくような気がするという団員も

いた。

せめての涼を、と主催者側に扇風機のレンタルを依頼しに行くと『いつも

は、こんなに暑くなる事はないのだが…、他からも“暑い”とクレームが来

ている』と言い、期間中に出来るだけ早く手配してくれる事になった。

② 商品のバリエーション不足。

組合名で出展の申し込みをしたためにブースの名称は『JDIA：JAPAN DRESS

BELTS INDUSTRIES ASSOCIATION 』という事もあり、持っていく商品はベルト
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に限定。そのベルトも、日本で

の売れ筋である合わせのドレス

ベルトと一枚物のカジュアルを

主体としたが(写真右参照)、伸

縮するライブベルトやフィット

バックルなど機能ベルトへの反

応などを見ると、もっと色々

とバリエーションを用意した

方がよかったと考えられる(勿

論 価格帯のバリエーション、 、

単純にもっと安い物も必要だ

った)。

絞り込んで特徴を出した方がよいという団員もいたが、それは個企業や特

定のグループでやるといえ、組合として出る場合は日本のベルトのバリエー

ションを見せるのが良いと今回の出展で感じた。

また、ベルトだけでなくブラジルには少ない革小物のバリエーション、或

いは雑材ベルトの人気が高い市場性が感じられるので、雑材のベルトやワレ

ットなども合いそうだ。

③ 言語の問題。

団員のほぼ全員が思った事だが、ブラジルでは思っていた以上に英語が通

じない。

イタリアやフランスなどヨーロッパでも英語を話せない人はいるが、それ

でも話せる人は結構いる。中国やタイなどアジアでも、若い人を中心に英語

を話せる人がいる。

しかしブラジルでは、ほぼ来客の全員が・主催者さえ英語が話せずポルト

ガル語オンリーであった(似ているスペイン語やイタリア語は分かるのかも知

れないが 。）

これには正直なところ困った。ブースに複数の客が入ってくると、身振り
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で少し待ってくれとか、時計を示して10分後に来てくれと伝えるしかない。

当然、戻ってくる客は殆どいなかった。そうかといって、複数の通訳を頼

むのも経費と効果を考えるといかがかとも思う…(グループ・ジャパンでは複

数の通訳がいたようだったが)。

将来、ブラジルとのビジネスが出来た時も、この言語の問題は一つのネッ

クとなりそうだ。

(ユネスコの教育白書によると、ブラジルの教育の質は世界128ヶ国中88位

でキューバ、アルゼンチンなど他の南米諸国より低い。ルーラ大統領も、こ

の辺を考えてか2006年に義務教育を１年延ばし９年にしている。

ブラジルの経済が発展しインターナショナル化、教育も向上し、英語を話

せる人が多くなる事を望みたいもの ）。

団員からは 『日本製を評価する面もあり、上手く出展していけば商売に結、

びつきそうだ』 『現地の市場価格に合う商品を用意すれば、現地メーカーに

勝てる可能性もある』という積極的な声の一方で、

『商売が出来る可能性は感じるが、時間もお金もかかりそうだ』 『ベル

トというかファッションに対するニーズがあまり高いようには感じられず、

価格よりも品質や感性で勝負したい我々には、ブラジルは今のところ合わな

い面があると思う』 『遠い南米よりまずは近いアジアでしょう』といった

声も出た。
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タンナー視察

リオデジャネイロから約1,100㎞南へ。ブラジル最南の州 リオグランデッ

ド・スル州の州都であり、ブラジルを代表する港町ポルトアレグレ(ポルトガ

ル語で「陽気な港町」という意味)に飛び、そこからバスで北へ約60㎞、山々

に囲まれた小さな都市(人口約７万人)であるノボハンブルゴへ。

このノボハンブルゴはドイツ移民が多いという(ノボハンブルゴという名称

は『新ハンブルグ』という意味、ベルリンに次ぐドイツ第２位の都市である

ハンブルグ出身の移民が多かったからなのか、ここの地形や気候がハンブル

グに似ていたのか、第２のハンブルグを目指したのか…、いずれかは知らな

いものの、この都市名だけでドイツ移民が多い事がわかる)。

ここにはタンナーや靴などの皮革製品メーカーが多いようで、我々の泊ま

ったホテルにもタンナーや靴メーカーの工場の古い白黒写真が飾ってあり、

毎年４月にはFIMECという皮革素材と靴の展示会が行われているという事。

ノボハンブルゴでは当初、２社のタンナーを視察する予定であったが、COU

RUMODA展に出展中 売り込みに来たタンナーより Krumenauer(クルメナール)、 『

社へ行くなら、当社(AP Muller:：APミューラー)も近いから、うちの工場も

見ていってくれ』というオファーがあった。

スケジュールの問題はあったものの、ヌメ革の厚物が主力という事で興味

を示す団員が多く、相談の結果APミューラーも視察する事に決め３社のタン

ナーを訪問する事になった。

Dillenburg社

まず１社目はDillenburg(ディレンブルグ)社へ。

ドイツ移民による家族経営のタンナーで、我々を案内してくれたのも社長

の娘であるJoice Dillenburg(ジョイス・ディレンブルグ)さん。

工場に入る前に、まず汚水の浄化槽を見せられた。

二度浄化する事で、川に流せるほどきれいになると言う。
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ブラジルというと発展途上国で、

中国の一部のタンナーがやっている

ように汚水のタレ流しもあるのでは

と来る前には思っていたが、工場や

農業の汚水を始め公害問題に対して

ブラジル政府は結構うるさいという

事だった。(日本はブラジルの公害

対策に対してODAを供出している ）。

工場に入ると丁度、塩漬けの毛付 Dillenburg社の浄化槽

き原皮が入荷したところだった。

ブラジル国内の牛の原皮という事だが、不思議と原皮特有の臭いがあまり

しない。

工場内は丘陵地の地形を生かし、原皮搬入が一番上で、次には水洗い、脱

毛、フレッシング(用途に応じて皮の厚みを分割する工程)と、なめし前の工

程が行われ、次にはドラムとピット槽

があるなめし工程。

ドラムは日本でよく使われているサ

イズといえる直径も幅も約３ｍくらい

のものが計11台、ピットは畳よりやや

大きいサイズの槽が12ある(なめし液の

濃度が変えてあり、漬け変えする 。）

現在はクロムなめしが主となり、タ

ンニンなめしのためのピットはあまり

使わなくなったという。

１ヶ月に50万スクエアフィート(以下

SqFに略)、デシに換算すると465万デシ

だから、１ヶ月に約１万頭分の原皮を

なめしている事になる。

用途は靴用が主で、80％は国内のメ
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ーカーに出荷、また、原皮も殆どブラ

ジルのものを使っているという事。

最後は乾燥機、バタ振り機、型押し

機、スプレーマシン、計測機と、機械

が並ぶ仕上げ工程。

今まで見てきたタンナーの中でも一

番流れ作業の工場的な印象を受けた

(逆に言うと、そのくらいスペースを上手く使い、無駄なく仕事が進んでいる

という事 。）

特にこの仕上げ工程のスペースは、暗い工場が多いタンナー工場の中では

非常に明るく、整理されたきれいな環境になっており、若い女性の従業員も

いて、何というか、あまりタンナーの工場という感じがしないとほど。

ちなみに従業員は計80人という事だった。

ジョイスさん(前列中央)と
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AP MULLER社

２社目はAP MULLER(AP ミューラー)社。

創業80年というドイツ系移民のタンナーで、ここも家族経営。

案内してくれたのはCOUROMODA展で我々を招いてくれた部長のCezar Luiz M

uller(セザール・ルイス・ミューラー)氏で社長の息子である。

APミューラー社はクロムなめしは行っておらず、100％ナチュラルなベジタ

ブルタンニン・レザーのみを扱っており、特に厚い革が得意だという。

工場を見る前に、まず自分達の革を見てくれという事で、ショールームに

入った。

我々がベルトメーカ

ーと知っているミュー

ラー氏は 「ベルトに、

は長さが取れて品質の

良いダブルバット(牛の

背の部分、背骨を中心

として二つに分けたも

のがシングル・バット

(または単にバット、ベンドとも呼ぶ))が向いていると思うと言い、Ｗバット

とショルダーを出してきた。

「Ｗバットの平均的サイズは18～24SqF(約168～223デシ 、厚みは2.8～3.2）

㎜と3.6～4.0㎜に仕上げる事が多いが、もっと厚くすることも出来る。

ＡＢＣの３グレードがあるが、ベルト用という事ならＡＢの２グレードだ

けでもよい。

うちではブラジル産の原皮が多いが、Ｗバットだけはウルグアイを主にチ

リ、ボリビアの原皮を使っている。

ブラジル産原皮を主にするのはブラジルのコブ牛の原皮は小さめだが、牧

畜段階でリングで管理しているために、焼き印がなく、きずも少ない事。

また、ブラジルの原皮はコブを食用に取るのでショルダーの部分が使いに

くくなるが、他国の原皮に比べてベリーが厚いという良さもある。
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一方、ウルグアイやボリビアの牛は高地で育てられているので、欧州の原

皮に近い良い品質で繊維が細かく締まっており品質が求められるＷバットは

こちらを使う。但し、ウルグアイの原皮には焼き印がありキズも多い。

バッグや革小物ならブラジル原皮のショルダーが向いていると思う。ベル

ト用にブラジル原皮を使う人もいるが、ウルグアイ原皮の方が良いと思う 」。

という説明だった。

工場に行くと、すぐに大

きいドラムと中サイズのド

ラムがある。

原皮の処理工程はどうし

ているのかを聞くと、

「ブラジルの北部、アマ

ゾンの下のマットグロソと

いう地区に牛の屠殺場があ

り、そのすぐ近くで下なめ

しをしている。 止まっているかのように見えるほど

ここではショルダー、Ｗバ タンニンなめしのドラム回転は遅い

ット、サイドなど注文のサイ

ズに分けて再なめし、そしてスプリットとシェ

イビング、物によって染色などの仕上げを行っ

ている」という。

工場を視察した後に、再度ショールームに戻

り質疑応答となった。

Ｑ：ＷバットのＡＢグレードの比率と価格は

どうなっているのか？

Ａ：物や仕上げにもよるが、3.5～４㎜厚で

１SqF当たり3.30米ドル(１ドル90円としてデシ

に ブラジル原皮とウルグアイ

原皮の違いをチェック
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換算すると、１デシ当たり約32円 。）

ＡＢグレードは半々。

Ｃグレードなら3.00ドル(同１デシ当たり29円 。）

Ｑ：売り先は？

Ａ：60％がアジア向けで、フィニッシュレザーは少なく未染色のナチュラ

ルな革が主体。この10年、中国のメーカーとは殆どそういうやり方をしてい

る。香港のAPLFにも５年前から出展しており、香港と中国に倉庫を持って対

応している。

中国のメーカーは、輸出用の製品にはブラジルの革を使う事が多いが、中

国の国内向けには輸入のライセンスが必要になるし値段も高くなるから、中

国国内でなめした革を使っていると思う。

香港の倉庫から出荷する場合は、さっきの値段にはならないから…。

残りの40％はブラジル国内が殆どで、例えばファゾーロというベルトのメ

ーカーにも売っている。

ブラジルにはファゾーロとアメリカという２社の大きなベルトメーカーが

ありアメリカは金儲け主義で床革のPUを使っているが、ファゾーロは全てち

ゃんとした革を使っている。

Ｑ：従業員数と生産量は？

Ａ：55人で月に45万SqF(デシ換算で約418万デシ、１ヶ月に約8,000枚の原

皮を処理している試算になる)という事だった。

ミューラー氏(後列左端)と
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Krumenauer社

３社目のKrumenauer(クルメナール)社へはバスで約５分、ミューラー氏が

言うように本当に近い。我々が到着すると、社長の息子でセールス・マネー

ジャーのLucas Krummenauer(ルーカス・クルメナール、なぜか社名と名前の

スペリングが違う)氏が出てきて、ここは本社と第二工場なので、まずはすぐ

近くの第一工場を案内するという。

第一工場に入るとすぐに原皮が我々を

迎えてくれた。この原皮はブラジル、ウ

ルグアイの他、最近はアメリカからも入

れているという事。

入ってきた原皮は洗った後に、またフ

ック式のコンベアで運ばれ自動的に重量

別に分別されドラムに落とされる。

このコンベア 見た目には塗装もはげ、 、

支柱にはクモの巣も張っており、団員か

らは 『本当に使っているの？ 大丈夫、

なの？』という声も出たが、クルメナー

ル氏の話ぶりからすると自慢の仕組みの

ようであり、実際にきちんと稼働している。 原皮は南米とアメリカから

（但し１社目のディレンブルグ社の工場に比べると汚れも目立ち、整理され

ているとは言えない工場であ

る ）。

ドラムに皮が落ちるとした

が、ここの工場も１社目のディ

レンブルグ社と同じく、丘陵地

にありディレンブルグより更に

積極的にこの地形を利用してい

る。

工場が階段状に造られており コンベアで運ばれ自動的に重量別に仕分け
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写真左、わかりにくいがコンベアのフックの下

に木の蓋があり、その下にドラムの口がある、写

真上、ドラムの上が上階の床面になっている、そ

れにしても12台のドラムが並ぶ様は壮観である

なめし前工程のフロアの端の床下にドラムが設置されていて、床にあるフタ

を開けるとそこがドラムの口になっているのである。

次のフロアがなめし工程になっており、直径約３ｍ、幅が約４ｍくらいの

やや大きめなドラムが12台並ぶ。

「ここは６年前までピット槽があったのだが、工場を改良してタンニンも

ドラムでなめすようにした」という説明。

次のフロアも階段状で、床下にドラムが並んでおり、ここでは加脂や染色

をしているという。ここでも12台のドラムが並ぶ。地形を利用した中々良く

出来た工場の形だが、土地の広いブラジルならでは…という面もある。

また、このやり方を見た時、少し前のミッションで見たイタリアのタンナ

ーが、地下を掘りドラムを設置、やはり上階の床から皮を落とし入れるやり

方をしていた事を思い出す団員もいた。

この工場は1911年の創業当時から使っている工場で、ピット槽を撤去して

から少しずつ改良が続いており、現在、この工場では仕上げ工程は行ってい

ないという事。
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３年前から始めたクロムなめしと共に、スプレー等の仕上げは本社のそば

に1970年に造った本社前の第二工場でやっているという。

この工場のもう一つの自慢が、タンニン液のリサイクル。なめしに使われ

たミモザのタンニン液は独自の方法で熟成させて再利用、足りない分だけを

買っているという。

「他のタンナーではやっていないと思う。革も一味違う仕上がりになる」

と言う。

1970年代に造られたとい

う第二工場に移ると、こち

らは平たいつくりだが、一

部のドラムを前述のイタリ

アのタンナーのように地下

を掘り、ドラムの回転軸が

床面と同じ高さにする事で、

ドラムへの皮の出し入れを

楽にしていた。

こちらの工場もあまりき 小さいという第二工場でも７台のドラムが並ぶ

れいとは言えないものの、

第一工場より明らかにドラムなどが新しい。

クロムなめしの原皮は塩漬けの毛

付きでなくウエットブルーで入れて

いるという事。

こちらの工場では計10台のドラム

を動かす他、スプレーマシンや型押

し機などが並んでいた。また、サン

プル用と思われる小さなドラムもあ

った。

機械の他、手揉みの作業も
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団員からは『ドラムの数の割に仕上げや染色の規模が小さい』という声が

挙がり、クルメナール氏に聞くと 『当社の主力はベーシックなナチュラル・、

クラフトで、確かに染色はあまりやっていない』という答え。但し手揉みで

革にシボつをつける作業も行われており、フィニッシュレザーも結構やって

いそうだ。

売り先を聞くと、昔は輸出が60％、国内40％だったが、レアル高で逆転。

今は国内60％、輸出40％、タンニンなめしで創業したが、国内の靴メーカー

開拓にクロムなめしも始めたという事だった。

クルメナール氏(右から三人目)と第二工場前で

タンナーの視察を終えて

まず３社のタンナー共に各々性格は異なるものの、日本やイタリアのタン

ナーに比べて規模が大きい。

そして３社ともに専門という訳ではないが、得意とする革を持っており、
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その革を大量につくる事で、クオリティを上げると共に、価格の優位性を持

たせている。

不況の影響もあり、最近の日本の材料商では、１デシ当たり30円台という

安い革も出しているが、南米タンナーの規模の大きさを見ると、基本的に日

本のタンナーはベーシックな革については値段の勝負は出来ないと改めて痛

感する。

そして小ロット・高付加価値で勝負しなければならないのは我々メーカー

だけでなく、タンナーも同じであるという事を実感する。

但し、今の不況を喜ぶ訳ではないが、店頭での消化が悪い中で、我々メー

カーも国産を増やし小ロットで回転させて、在庫を残さないようにしようと

しているのと同じく 革素材についても小ロットの国産を見直す傾向がある、 。

日本を始め物余りの先進国では、今後も昔のように量は売れなくなってい

るといえ、小ロット体制そのものが一つの付加価値になっている。

また、同じ高付加価値化という目標を持つならば、製品メーカーとタンナ

ーは、もっと価値を共有し『どういったもの(価値)をつくり出していきたい

のか共通の認識を持つ事』も必要だと考えさせられる。

特に日本のタンナーは、技術的にはイタリアのタンナーに負けていないと

思うが、自由な発想力といったソフトの面に弱いところがあると思われ、我

々メーカーはもっと『こういう革が欲しい』という声を出しソフトを引き出

す事も必要なのかもしれない。

北米と共に肉食が中心の南米でも牛の原皮の供給が多い。

その中で、ブラジルの牛はセブ牛というインド産のコブのある牛で、暑さ

に強いものの原皮としての品質はあまり良くないとされる。

一方で、ウルグアイの原皮は高地で育つために繊維が細かく密であるとい

う。

こうした話をタンナーから聞くと、普段、我々メーカーは革素材の仕上が

りの良い悪いだけを見てしまうところがあるが、改めて、革は原皮の質の違

いが大きい事を思わされる。
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そしてそれならば、日本の牛を・日本のタンナーがなめし・日本のメーカ

ーが日本でつくるという100％メイド・イン・ジャパンの価値を市場に問う事

も頭に浮かぶ。

更に、環境問題からタンニンなめしが見直される中で、タンニンなめしも

ピット槽ではなくドラムでなめすタンナーが世界的に増えている。

ピット漬けだと約１ヶ月、ドラムなら約１週間、ピットの場合、槽の入れ

替え作業などの手間暇もかかるので仕方ない事かもしれない。

(品質的にそれ程の差はないとされるものの、なめしの質から考えるとピッ

トの方が良い思われる。

基本的にクロムなめしは皮の繊維を解いていくなめし、タンニンなめしは

逆に繊維を絞っていくなめし。このために、タンニンなめしの革は使うと繊

維がほぐれ、使う人に馴染んで変わっていくが、もともと繊維が解けている

クロムなめしの革は使っても変化しない。クロムの革はソフトで、タンニン

の革は堅いという基本的な触感も、この違いによるものである。

ドラムで回すという事は、皮の繊維をほぐしている事である。

そこで、タンニンなめしではドラムの回転を遅くして影響を少なくしてい

るが、きちんと比べればピットでなめしたものと品質の差はあると言われて

いる ）。

しかし近い将来、ピットでなめしている事が必ず付加価値になると予想さ

れる。

例えば織物の織機でも、今は少なくなったシャトル機で織ったデニムは赤

耳(生地の端に抑えの赤糸が入るため)が出て風合いもよく高品質な為に、こ

のシャトル機で織った赤耳付きのジーンズは高い。

このように、そのつくり方が少なくなった或る時、その価値は上がる。

ピットだけでなく、例えば自然乾燥と乾燥機を使ったものでも差はでると

される。

フィルムや箔、プリントなど様々な、新しい２次・３次加工は、革に新し

さというファッション的価値を与えるので、日本やイタリアのタンナーでは

新しい加工の開発を進めていく必要がある、しかし一方で、本来の革らしさ
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を求めて“昔ながらのつくり方”が必ず付加価値化していくと思われる。

逆にいえば、ピットなめしに限らず、手間のかかる昔ながらのつくり方の

良さをを、どう付加価値として消費者に伝えていくか、タンナーと共に我々

メーカーも考える必要がある。

最後に、グループ・ジャパンでCO

UROMODA展に出ていた新喜皮革はコ

ードバンを主に馬革のなめしを得意

とするタンナーだが、COUROMODA展

に出していたのは馬革でつくったシ

ャツやコードバンの靴といった製品

であった。

既に日本国内でも製品を販売して

いるという事だが、世界的に見ても

タンナーが革製品をつくる(或いは食

肉業者がタンナー部門を持つ)といっ

た動きがある。

以前、我々がミッションで訪れた

中でも、メキシコのウィニーという

タンナーはソールレザー(靴の底用の

革)を得意とするが、最初はサービス 上はタンナーの新喜皮革が造る

で始めた底革への裁断が今や一つの事 馬革のシャツや帽子など

業となり底革のメーカーも兼ねている。

タイのユナイテッド・レザープロダクト社はクロコを主とするバッグメー

カーだが、もともとはクロコのタンナーであり、クロコの養殖まで手がけて

いた。

より付加価値の取れる事業へ踏み込んでいくのは、経営の一つのあり方と

いえ、日本のタンナーも生き残りに製品まで手がけるケースが今後、増える

のではないだろうか。
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ブラジル市場視察

サンパウロでは保安上の問題でそうなったのか、ファッション品などの物

販店は一部の高級エリアを除いて路面店は少なく、ショッピング・センター

(以下SCに略)で買い物をするのが主流だという。

現地の通訳によると、初期の1970年代には地元の小売店が集まった２層く

らいの小さなものだったらしいが、次第に大きくなり、カルフール(フランス

の量販店 、ウォルマート(アメリカの量販店)などがブラジルに参入すると、）

これと一緒に巨大なSCを形成する、いわゆる核モール型が増加。

そして最近は、それまで２～３層の低層だったSCが吹き抜けの高層型にな

ってきており、ブラジル全土で400近いSCがあるという(その殆どは南部に集

中している。ちなみに日本では2009年現在で2,980のSCがある ）。

日本でも、特に郊外型のSCでは映画館やフードコートがあり、家族が１日

中楽しめるようになつている。これはブラジルも同じだが、ブラジルのSCで

はディナーショーが行われたり、テナントに自動車のディーラーが入ってい

たりするので、日本のSCとは少し性格というか楽しみ方が違うようで、日本

でいえば昔の百貨店的な・一種の非日常的な楽しさをSCに感じているのかも

しれない。

サンパウロでは、COUROMODA展の開催中、ブースを守るグループと市場視察

に行くグループに分けての視察という事で、展示会場から近いCENTRO NORTE

(セントロ・ノルテ：日本語でいうと中央北。余談だが、ブラジルのSCはこう

した都市内での方位や地名など、単純な名称のSCが多いという事)というSCを

視察した。

CENTRO NORTEはカルフールを核に持つSCで、２～３層構造の比較的古いSC

だが場所が良いためか、今も結構人気のあるSCという事。

カルフールは別棟の形式でSCの両端はRenner(ヘネ)とriachueloＲ（リシャ

ルＲ)という百貨店的な大型店(両方とも３層を使用 。）

後で現地の通訳に聞くと、ヘネはもともとレディスウェアの専門店だった
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が、大型化し今は化粧品、

メンズウェア、子供服を扱

っている。

リシャルＲは生地の専門

店だったが、成長していく

中でアパレルを扱うように

なり、今はメンズ＆レディス

ウェア、子供服、リネン類、

インテリアなどを扱ってい

る。

ブラジルには百貨店と呼ば

れる業態はないという事で、

カルフールやウォルマート、

地元の資本のロジャス・アメ

写真上はCENTRO NORTEの外観と内部 リカンなどの大型店は食品を

中心にしたスーパーなので、

この２社を準百貨店(日本でいえば、イトーヨーカ堂やジャスコに当たる)と

考えてもよいだろう。

現地の通訳に聞くと、サンパウロの中流階級も利用する、やや安めのボリ

ューム・ゾーンだという。

まずは、この両店の売場を見

ると、両店共に日本の地方量販

店クラスの売場づくり。

アイテム別の売場構成で、ア

メリカのように平台に商品を積

み上げる展開。

写真上はCENTRO NORTEのRENNER ベルトはPU素材のドレスベル

トが主体のハンガー展開で19～29レアル(1,000～1,500円 。一枚物は少なく）

肉厚の繊維製ベルトが意外に多いのだが、こちらの方が25～35レアル(1,400
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～1,800円)と、PUとはいえ革

のベルトより高い。

ネクタイはポリエステル製

でベルトと同じく19～29レア

ル。ワイシャツが39～69レア

ル(2,000～3,500円 、スーツ）

が199～299レアル(１万～１

万５千円 、ジーンズが39～6）

9レアル、Ｔシャツ・ポロシ

ャツは16～49レアル(800～2, 写真上はCENTRO NORTEのriachueloR

500円 、革靴が69～79レアル(3,500～4,000円)といったところ。）

ベルト等には品質表示のタグはないのでどこ産かは分からないが、スーツ

など繊維製品はブラジル製が主流、革製品に関してはソコソコの縫製が施さ

れているが、スーツを中心に糸のほつれやツレが、ぱっと見ただけでみつか

り、あまり品質が良いとは言いにくい。

この他、SC内には多くの店がテナントとして入っているが、オランダのフ

ァッション専門店であるC＆A(かつて関西を主に日本にも進出していたが、今

は撤退している)があるくらいで、殆どがブラジルの小売店の様子。

当然ながら、いわゆるブランドのショップは一店もなかった。

SC内のメンズショップを見

ると、面白い事に、殆どの店

がスーツ系のドレスとデニム

中心としたカジュアルを、ほ

ぼ半分ずつ扱っている(カジ

ュアルの専門店はあったが、

スーツ専門店はない 。）

扱っている商品のファッシ

ョン度を見てみると、スーツ スーツとカジュアルが一緒に扱われ

ウィンドーもこんな感じ
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は３釦でゴージ(ラペルと呼ばれる襟の合わせ位置、要はラペルの切れ目)が

高く着丈も長い、ズボンは２タックと少し古い型が多く、ジーンズもダメー

ジ系は一切ない。カットソーもボーダーや無地などのベーシックが主体で、

少なくともメンズに関しては、ファッション度は高いとは言い難い。

このSC内で一番高級(高額)なメ

ンズ専門店はBrooksfield(ブルッ

クスフィールド)で、ゼニア、ロ

ロピアーナ、ドーメルなど欧州の

高級ウール生地を使用したスーツ

が1,289～3,499レアル(６万５千

～18万円 、ジーンズが120～288）

レアル(６千～１万５千円 、イタ）

リア製らしきベルトが129～288レ

アル(6,500～15,000円 。） 10万円以上のスーツを売るBrooksfield

続いて、VIAVENTO(ヴィアベント)とHARRY'S(ハリーズ)でゼニアのようなブ

ランド化した生地ではないが、スーツで1,049～1,539レアル(５万３千～７万

７千円 イタリア製のネクタイやベルトが139～209レアル ７千から１万円）、 （ ）、

ジーンズで120～208レアル(６千～１万円 。）

この３店はSC内で並んでおり、メンズの高級ゾーンを形成、さすがにこの

クラスとなるとコーディネイトは洗練されている。

通訳に聞くと、ブラジルでスーツに５万円以上出す人は少なく、10万円以

上は破格だという。

ブラジルも欧州と同じで、百貨店より専門店の方が高級といえこの下のク

ラスはスーツで399～599レアル(１万５千～３万円 、ジーンズで78～128レア）

ル(3,900～6,400円 、ベルト・ネクタイが39～98レアル(2,000～5,000円)と）

いったところ。

サンパウロの家族４人の中流家庭で月収が3,000～4,000レアル(15万～20万

円)というから東京の半分から３分の１程度、収入から考えるとヘネやリシャ

ルＲで買う人は中流といってもやや下側、日本でいえば量販店で服を買う層

－ －51



といえ、ボリュームの価格帯はこの辺の専門店クラスといえ、日本の価格よ

りやや安い程度となる。

そして、この価格構成をみるとブラジルの市場はアメリカの市場に似てい

るといえそうだ。

米国も日本でいえば量販店でスーツが190～390ドル、ネクタイ、ベルトが1

9～49ドル、そしてスーツでいえば500～900ドルといった価格帯が殆どなく、

その上というとスーツで1,000ドル以上、ネクタイ、ベルトも100ドル以上(い

ずれもイタリア製を中心にインポート品が殆ど 。）

中間層といっても 富裕層とは所得がかけ離れているという事なのだろう、 。

ヘネ、リシャルＲのベルトはCOURUMODA展で見たCIONTOS AMERICA(チントス

・アメリカ)社製が中心。専門店のやや高めのベルトは、やはり展示会に出て

いたFAZORO(ファゾーロ)社製が多かった。

加えて、このSCで見る限り、財布を始め革小物の扱いが非常に少ない。

米国でもポケットに直接、紙幣や硬貨を入れる姿をよく見かけるし、米国

の百貨店等でも財布類の扱いは少なく品質も良いとは言えないが、どうもブ

ラジルも同じ傾向のように見える。

また、靴の専門店、レディスのバッグの専門店は結構あるのだが、メンズ

のバッグ店は見当たらず、COUROMODA展の構成がそのまま市場を示していると

いえる。

そして、PU素材を別にすると、ジーンズと一枚物のベルトの価格がほぼ同

じか、非常に近い事に気づく。

日本や欧米の場合は、ジーンズが8,000～10,000円ならベルトは4,900～6,8

00円と、ベルトの方が安いのが普通。ブラジルではベルトの価値が高いと思

いたいところだが、SC内や街、展示会場を歩いている人を見ても、それほど

ベルトに気を使っているようには思えないし、店に置いてあるベルトが特別

に凝ったものでもない。

高級ジーンズの価格が安い(確認はしていないが、高級店もジーンズはブラ

ジル産なのかもしれない)と考える方が正しいのだろう。

最後に カルフールも少し見てみると 野菜や食品がダーっと並んでいる、 、 。
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カルフールの特徴の一つである食品の量り売りだが、日本やフランスでは

少量で買えると喜ばれているが、ここでは大量に買う人が多いようで、お国

柄の違いだろう。

食品と並んで衣料品等も少し扱っており、その価格を見ると、ジーンズで1

9～29レアル、Ｔシャツが12～29レアル、靴が29～39レアルと一番安かった。

リオデジャネイロ

続いてブラジルのリオデジャネ

イロでは、皮革製品の小売店LE P

OSTICHE(レ・ポスティチェ)社の

リオ市内にある店舗へ。

皮革製品販売の大手ということ

だったがLE POSTICHEの店舗を見

ると メンズ・レディスのベルト、 、

財布、バッグも扱っているが、主

力はスーツケース、リュックなど

の旅行用である事がわかる。 LE POSTICHE店頭

メンズベルトを見ると、ヘネやリシャルＲ

とほぼ同じＣアメリカ社製が主力で、PU素材

のベルトが19.99～29.99レアル(1,000～1,500

円 、肉厚のテープが25.99～39.99レアル(1,3）

00～2,000円 、一枚物が29.99～59.99レアル）

(1,500～3,000円 、１ピンだけだがライセン）

スと思われるピエール・カルダンのベルト(や

はりPUの合わせ主力で19.99～35.99レアル 。）

長尺を取るために接いであり、そこを動か

すと吟浮きするものもある。 ベルトはどの店もハンガー

正直にいって、品質的には良い物とはいえない。

前回のアジア・ミッションでタイの小さなベルトメーカーが、ベルトのコ
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バを塗らずに染料の入ったバケツにドボンと浸け、洗濯物のように乾かして

出来上がりとしていて、団員から『こんなつくりでも売れるんだ』と言う声

が出たが、或る意味でブラジルのベルトも同じである。

PU素材で、接ぎがOKで、吟浮きしても商品として売られている。素材のPU

は別にしても、日本では全て商品にならない。

しかし逆にいえば、同じ価格帯で、接がないで吟浮きもないベルトを我々

がつくれば、競争力はある事になる。

レディスベルトはメンズに比べて店頭のピン数こそ少ないものの、さすが

に型のバリエーションが豊富、価格は29.99レアルが中心。

財布は日本と同じく、小銭入付きの札入を主体に、束入、女性用のガマ札

など、価格は129.88レアルからで、ベルトに比べ財布が高いのは吟付きの革

素材を使っているからだろう。

使っている革素材自体も特別良い物ではなく、コーナーの縫いも日本人が

好むキザミ(寄せ)でなく角折り 『中国でつくれば、我々の方がもっと良くて、

安い物が出来るというか、もうつくっている』と思った団員が殆どだろう。

この他、メンズバッグを見ると、やは

りブリーフケースやアタッシュケースな

ど、ビジネスバッグを主体に旅行用のボ

ストンでやはりショルダー等のカジュア

ルバッグは無い。

面白いのは、どう考えても革のアタッ

シュケースの方が高そうなのに、こちら

が329レアル(１万７千円)に対して、革

のブリーフケースが439レアル(２万２千 メンズバッグはこんな感じ

円)という価格設定。

また、サムソナイトのハードケースも扱っていたが、最高級ラインのグラ

ビトン・シリーズの大きなスーツケースが1659.95レアル(８万３千円)という

値段 日本では６万３千円で売っているものだから 計算すると32％も高い。 、 。

ドルに対して円とレアルのレート違いなどもあり単純には言えないものの、
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米国製の輸入品だから高いといえ、日本製をブラジルに入れた場合も40～50

％高くなりそうだ。

店は営業中で、他にお客もいたが、女性店長のlarissa Costa(ラリッサ・

コスタ)さんに話を聞くことが出来た。

「もともと、当店は旅行用品が主体だが、ブラジルの景気がこのところ良

い事とドルが安い事もあって、旅行へ行く人が増え旅行用のバッグは好調。

サムソナイトなど極一部に輸入品もあるが 大体がブラジル国内での仕入れ、 。」

(メンズはビジネスバッグだけなのか、カジュアルなものは無いのか？とい

う問いに対して〉

「ブラジルの男性は旅行と仕事以外は、まずバッグを持たない。当店だけ

でなく、男性用のカジュアルなバッグを扱っている店はブラジルには殆どな

いと思う 」。

(団員からは『確かに、日本でもカジュアルなショルダーとかが広がったの

は1980年代頃だったな』という声 ）。

(続いて、メンズのベルトや財布の売れ行きなどについて…という問いに対

しては〉

「残念ながら、ベルトや財布はよく売れるとは言えない。旅行用バッグは

用途も広くてサイズや機能が必要だが ベルトや財布はあまり数を持たない、 。

まだベルトは太ったり、

新しいスーツを買った時

に購入する人もいるが、

財布はベルトよりも売れ

ない 」。

サンパウロの市場調査

で想像していた事につい

て、ほぼ裏付けがとれた

といえる。

店長に礼を述べ、LE PO

STICHEの店舗を後にした。 ラリッサ店長と森川団長(右)、高木副団長(左)
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リオデジャネイロ・メモ

ここで、リオデジャネイロについて少々。

サンパウロは南米に於ける東京やNYのような都市で、南米の多くの人がサ

ンパウロへ行けば何とかなると思っていると現地の通訳は言う。続けて…

そして、サンパウロに来てもどうにもならない事がわかり、スラムに住み

つき、生活が落ち着くと祖国から親族などをサンパウロに呼んでしまう。こ

うしてスラム街は大きくなってしまった。

これに対してリオデジャネイロは、1808年、ポルトガル王が遷都以来、196

0年に首都がブラジリア移るまで、152年間もブラジルの首都だった。

このために、歴史的建造物も多く、また、有名なカーニバル、コパカバー

ナなどの海岸もあり、ブラジル第一の観光都市といえる。

『 』 、『 』ナポリを見て死ね という言葉があるがそれの続きで リオを見て甦れ

という言葉もあるくらいで、リオの港は南米最大の貿易港であると共に、世

界三大美港の一つに数えられる美しい都市だと通訳は言う。

人口は800万人で、サンパウロ、ブエノスアイレスに続く南米第三の都市。

我々が感じたサンパウロとの違いは街の空気感で、その一つの理由が、サ

ンパウロには余り無かった路面店の存在や歴史を感じさせる建物。

コパカバーナの海岸に近いホテルに泊まったが、海岸へ行く途中の通りに

も靴やバッグを売る店がある。

また、海岸の近くにはフィレンツェの屋台村を思わせるような屋台の店の

集積があり ベルトやバッグ Ｔシャツ スポーツグッズなどを売っていた、 、 、 。

(但し、フィレンツェと違い、ブランドのコピー品はない、ちなみにベルトは

50～60レアルと屋台なのに結構高い。)

通訳に聞くと、ユダヤ人が多く住むセントロ(旧市街)には、商店街という

か一大ショッピングエリアがあるという。近年は中国人やアラブ人も入って

きて更にエリアは広がり、競争も激しくなっているとの事。

サンパウロよりは小さいがファベーラ(スラム街)もあり、決して治安が良

い訳ではないといわれるが、ヨーロッパ的な建物が多くホテルの近くを少し
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歩いたが、街の空気感がミラノやフランクフルトなどに近くのヨーロッパの

街にいるような感じをうける。

ちなみに、リオデジャネイロ(Rio de Janeiro)はポルトガル語で「１月の

川」の意味。1502年の１月、ポルトガル人のガスパール・デ・レモスがこの

地に来た時に湾を川と見間違えたためだという。

リオデジャネイロではRio Sul

(リオ・スウ：リオの南という意

味)というSCを視察。

ここは吹き抜け５層のSCで観光

客が多いリオにあるせいか、サン

パウロのセントロ・ノルテSCには

なかったスペインのザラ、アメリ

カのトミー・フィルフィガー、リ

ーバイス、ティンバーランド、ナ 上はリーバイスのショップ

イキ、フランスのラコステといったブランドのショップも入っている。(リー

バイスのジーンズで119～259レアル(6,000～13,000円)とこの辺の輸入品はや

はり結構高い。ブラジルのガイド本を見てもショッピングの項目はお土産以

外あまり書かれていないのは 税のために高額化しているからと考えられる、 。）

マクドナルドやアイスクリームのハーゲンダッツなども入っているが、１

階の半分近くを占めるフードコートはファストフードではなく、きちんとし

たレストラン(寿司など日本食もある)、この他、家電や食品(４階にスーパー

のLojas Americansが入っている 映画館もあり ワンフロアの面積も手頃(日）、 、

本の２万㎡くらいの百貨店と同じくらいの印象 。）

ワンストップ・ショッピングも出来る百貨店のようなSCで、観光客だけで

なく地元のブラジル人にも人気があるという。

また、ファッション的にサンパウロとの大きな違いとして、海岸があるせ

いなのかサーフ＆リゾート感覚のファッションを売る店舗が結構入ってい(サ

ンパウロではトラッドとかモードとか、テイストというかスタイルを感じさ
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せる店がなかった)。

またスーツを見ても今の型と

いえるゴージの低いスリムなス

ーツを売る店もある。

こうした点からサンパウロよ

りリオの方がファッション度は

高いと言えるのかもれない(サ

ンバ、ボサノバの音楽を生んだ 今の型であるゴージの低いスリムな

地であり、サンパウロには無か スーツやサーフ感覚のカジュアルがある

ったサブカルチャーの匂いも感じる)。

入っているテナントの違いはこんなとろで、あとはサンパウロのセントロ

・ノルテにも入っていたヘネ、VICTOR HUGO(ヴィクトリ・ユーゴー：ブラジ

ルで今一番人気のあるレデ

ィス・バッグのブランドで、

価格は1,280～1,680レアル

(６万～８万円)中心と結構

高い 、ブルックスフィール）

ド、ヴィアベント、Tng、Cr

awFord、Siberian、ELLUSな

ど同じ店も数多く入っている。 VICTOR HUGOは一番人気のレディスバック

当然、価格その他は同じである。

ノボ・ハンブルゴ

ブラジル最後の市場視察は、タンナー訪問のために訪れたノボ・ハンブル

ゴのホテルの近くにSCがあったので、予定外だがここも視察した。(ノボ・ハ

ンブルゴの事ついてはタンナー視察の項34頁を参照)

ホテルの近くにあったSCは その名もNovo Shopping ノボ・ショッピング、 （ ）。

２層の小さなSCだが、通路にはジャグラーなどの大道芸人がいて来店客を楽

しませている。
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日曜日なので周囲の店は閉まっているが、このSCは営業しており、地元の

人の遊び場となっているのか、店内は結構な人が入っている。

ここにもヘネ、スーパーのロジャス・アメリカンが入っており、これに衣

料、靴、家電、CD、書籍など様々な店が並んでいるが、C＆Aを除きブラジル

以外の国のブランド名は見当たらず、更にサンパウロ、リオのSCで見たヴィ

クトリ・ユーゴーやブルックフィールドなど中～高級品を扱うショップ名も

見当たらない。

このSCに入っている店が地元系の小売業なのかどうかは分からないが、地

方都市のSCが一種の商店街なのだという事を改めて知らされる。

価格的に特別高い店はないが、スーツで399～599レアル(２万～３万円 、）

ベルトが39～49レアル(2,000～2,500円)、サンパウロのSCの中級クラスとほ

ぼ同じ、地方も含めて南部ブラジルはこの価格帯がボリュームであるといえ

る ヘネは当然 サンパウロ リオと同じような品揃えで同じ価格帯である。（ 、 、 。）

こうした一方で、日本のセレクトショップがブラジルから買い付けたよう

な商品、例えばカラフルなプリントのワンピース、強いストレッチでタイツ

のようにお尻と脚の線が出るジーンズ(ブラジリアンデニムの名で２年程前に

一部でヒット)といった商品は、今回の市場視察では見られなかった(あった

のは、マイクロビキニやカラフルなプリントなどの水着くらい)。

アパレル関係やセレクトショップのバイヤーによると、超がつくようなお

金持ちを相手にしたセレクトショップがあるという事(米国ロサンゼルスのフ

レッドシーガルより更に高級で館のような店舗だという 。）

グループ・ジャパンのメンバーによると『アイルトン・セナの墓の近くに

すごいショップがある』という事だったが、残念ながら今回は行く事ができ

なかった。

日本が買い付けるようなファッション品はそうしたショップで扱うもので、

恐らく一般向きではないのだろうが、機会があれば是非見てみたいものであ

る(最終的に、メイド・イン・ジャパンの高級品をブラジルで売るとしたら、

こうしたセレクトショップやインポート品を主力に扱う専門店をピン・ポイ
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ントでセールスする事が必要になると思われるからである)。

蛇足ながら…

ブラジルの小売店を見ていると、ウインドーを飾る商品の値札に10×199．

1990RS．1699RS．といった３段の表示がある。

10回払いで１回199レアル、計1990レアル。現金払いなら1699レアルに割引

という意味なのだが、何でこんな事を表示するのか、キャッシュの割引と正

価だけでいいのでは…と不思議を感じた。

インフレが続いた国なので、分割で買った方が得という思いがブラジル人

にあり、こうした表示が販促になるのかしら…と団員同士で話していると、

高木副団長は『単純にお金を持っていない人と計算が出来ない人が多いから

なのでは』という。

帰国後、テレビでブラジル経済の良さを伝えるニュース番組があり、子供

手当てをもらったスラム街の人が買い物をする消費が内需を伸ばしていると

あり、その中でスラムに住む家族の母親が「子供にパソコンを買った、１回4

800円の12回払いで買ったのよ」と言っており、高木副団長の言葉を裏付けて

いた。

それにしても、高い家電等はともかく、右の写真

のように44レアル(約2,000円)のベルトにさえ３回

の分割表示がしてあるのは“やり過ぎ”と思うのは

我々だけだろうか。

現地の通訳によると、家電などの高い商品を買う

時に、税の高いブラジルを避け、税の安いパラグア

イまで行くブラジル人も少なくないという。それも

飛行機ではなく料金の安いバスで16時間かけて行く

というのである。そうした需要からパラグアイとブ

ラジル／アルゼンチンの国境近くには秋葉原とアメ

横を足したような大きな市場があるらしい。 44レアルのベルトさえ

「時間はあるけど、お金がないブラジル人は多いん 分割の価格を表示

です」と通訳は言う。
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視察 ２ アルゼンチン

アルゼンチン・メモ

正式名称はアルゼンチン共和国(Repubica Argentina 。）

アルゼンチンの名はラテン語で｢銀｣を意味する。これはスペイン人がこの

地に入った時に先住民が多くの銀の装飾品を身につけていたので、銀の出る

山脈があると信じたためについたと言われている。

国土は日本の7.4倍の2,791,810平方㎞。ブラジルに次ぐ南米第２位の領土

(世界８位)を持つが、その領土はチリと同じく南北に約4,000㎞と細長く、北

は灼熱のジャングルから南は一年中溶ける事のない氷の土地までを持つ。

人口は3,975万人(2008年)、首都はブエノスアイレスで人口は304万人。

アルゼンチンはその風土・気候もあり首都への集中度が高く、首都圏には

人口の約３分の１の1,240万人が住むとされ この他では130万人のコルドバ、 、

110万人のロサリオが100万人以上の都市。

国民の97％ がカソリック(国教ではないが、大統領はカソリック信徒でな

ければ就任できない) 人種的にはヨーロッパ系85％ 97％という資料もある、 （ ）、

メスティーソ(先住民と白人の混血)と黒人その他が15％で、南米ではチリ、

ウルグアイと並んで混血を含めて先住民が少ない(これは1870年に国家計画

「砂漠の開拓作戦」により文明と発展の大義名分の基に先住民を追い出した

からとされる。ウルグアイ、チリでも同様の先住民掃討政策を過去に行って

いる 。）

人口の減少を補い、更なる西欧化(白人化)を進めるために、1876年に移民

法を制定しイタリア、スペインを中心にヨーロッパからの多くの移民を導入

している。

スペインからの独立は1816年に自治を宣言。しかし内戦やブラジルとの戦

争、東方州がウルグアイとして独立、更にはウルグアイを巡っての英国・フ

ランスとの戦争など、混乱状態が続き、国家として安定して統一されたのは

1880年に、それまでスペイン的で『偉大な田舎』だったブエノスアイレスを
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首都と定められてからとされる。

アルゼンチンの経済

続いて、ブラジルと同じくアルゼンチンの経済面について。

首都が定まった事で内政は安定。外資と移民の流入が進み、農牧産業を中

心とした政策は『モノカルチャーの奇跡』と呼ばれる程の経済発展を遂げ、

1929年にはフランスに次ぐ世界第５位の富裕国に数えられたほど。

また、二度の世界大戦に直接関わらなかった事で連合国・枢軸国の双方へ

農産物や牛肉を輸出し大量の外貨を獲得、20世紀の半ばまでは世界的な富裕

国であり南米のリーダー的存在だった。

しかし第二次大戦後、ペロン大統領(夫人は、その生涯が映画やミュージカ

ルにもなったエビータの愛称をもつエバ・ペロン)はその外貨を工業化や鉄道

の国有化、福祉の充実などに使うが、産業の転換に失敗し経済は低迷。

福祉への放漫財政やペロン大統領の残したCGT(労働組合)の強さ等から、投

資しにくい国とされ外資は入らず、1960年代以降、政変やクーデターが頻発

するようになる。

更に1982年には英国との間でフォークランド(アルゼンチンではマルビーナ

ス)戦争があり、国際的に孤立し経済は更に低迷、1988年には１年で物価が50

倍となるハイパーインフレを招いた。

この間に富裕層は没落、中産階級は国外へ脱出するなど大混乱となった。

その後、親米路線へ変更し1991年の湾岸戦争には、南米諸国から唯一派兵

し国際協調路線を示す事で国際的な信用も取り戻し始め、関税を下げ貿易の

自由化 国営企業の民営化 投資制限の排除など経済の自由化を進めた結果、 、 、

年率９％に及ぶ経済成長を遂げるなど一時的に安定した。

この経済成長の裏にはもう一つ、為替相場を１ペソ＝１USドルで固定する

事で、安心してアルゼンチンへ投資できるようにした事がある。

この政策の成功を見て、ブラジル、タイ、マレーシアなど多くの国が対US

ドルへのペッグ制度(アルゼンチンのように固定するのでなく、変動幅を押さ

えるやり方)を採用したが、1997年にタイなどのアジア通貨市場では、アメリ
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カの投機筋からの売り攻撃を受け、固定的だった相場が急落してアジア通貨

危機を起こしペッグ制は破綻。

アジアの通貨危機はロシアに飛び火し それが1999年にはブラジルも襲い、 、

ブラジル は自国通貨のレアルを実質９％と大幅に切り下げた。

この結果、ブラジルと競合していたアルゼンチンの輸出は減少、ブラジル

経済は立ち直る一方で、通貨を切り下げられない制度にしていたアルゼンチ

ンは不況へ陥った。

2001年にはマイナス11％の経済成長というひどい落ち込みで、失業率は20

％に達した。政府は公務員の給与や年金も支払えなくなり、ついには国債を

デフォルト(債務不履行)するに至った。

しかし2002年に変動相場制を導入してからは輸出が回復。2003年のGDPは前

年比７％増、インフレは3.7％に抑えられるなど復調し、2006年にはIMF(国際

通貨基金)の債務も完済。2008年まで毎年６～８％の高いGDP成長率を維持し

てきた。(2009年は暫定値だがマイナス0.3％と発表された ）。

１人当たりのGDPも2008年度には8,171ドルとなり、ブラジルの8,295ドルを

追っているものの、内需が回復しない中で、2009年には付加価値税の引き上

げを決定、対外債務が再び上昇するなど不安要素も多いとされる。

アルゼンチンではまずCASA LOPEZ(カーサ・ロペス)社を訪問した。

CASA LOPEZ社

工場視察

バッグメーカーであるカーサ・ロペス社はブエ

ノスアイレス市内に５店舗の小売店を持つファク

トリー・ブランドであり、アルゼンチンの中でも

トップクラスのブランドとして評価されていると

いう。

まずはブエノスアイレスの郊外にある同社の工

場を訪問。

CASA LOPEZの工場 看板も

何も無く入り口は鉄格子
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住宅地らしき普通の通りにあるその工場は、４階建ての普通のビルのよう

で、地元のバスの運転手でさえ最初は見過ごしたほど。

セキュリティのためなのか、こちらの習慣なのか、看板も何も出ていない

し、入口は鉄格子になっている。

ともあれ、工場に着くと、女性の工場長であるNatalia M Molina(ナタリア

・モリーナ)さんが我々を迎え、工場内を案内してくれた。

会社の創業は1943年、工場の設立は1971年という事。

入口脇にあったタイムカードを見ると50人が出社、10人のカードが別にな

っているので休みと思われ、計60人の体制だとわかる。

１階は革素材や金具などの資材置き場。

壁の一方が全て革の在庫で、結構な量を持っている。

革素材はクロコダイル、リザード、パイソンなどの爬虫類も多く、花柄の

プリントなどもある。

ナタリアさんが１枚取り出したのが、ア

ルゼンチン名物だというカピバラという動

物の革(Capibara：スペイン語、和名は鬼天

竺ネズミ 齧歯類(げっしるい…要はネズミ)、

の中で最大種で南米東部アマゾン流域を主

に温暖な水辺に生息。体長105～135㎝、体

重35～65㎏にまで成長する)。

特にアルゼンチンにしかいない訳ではな

いが、他国ではあまり革製品にしていない

ようで、アルゼンチンのお土産としてカピ

バラの手袋やバッグが売れるという事。

触感はピッグスエードやペッカリー(猪の

革)に似たソフト感、表面にはイタリアのバ

ッグメーカーであるボルボネーゼが使って

いるウズラ模様のような斑がある。 カピバラの革(上)とカピバラ(下)

養殖のカピバラもいて、養殖物はこの斑が
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きれいに揃っているが、野生の物は斑が不揃いでキズもある。だから斑が不

揃いな野生の革の方が価値が高いという。

「当社が使うのは、当然野生のカピバラ。水辺に住む動物の皮なので耐水

性があり、何も加工していないのにウォッシャブル」と説明してくれた。

革素材はアルゼンチンを主にイタリア スペインのタンナーから買い付け、 、

金具はブラジルのOBI社製を主に一部イタリアのパーツも使っている。

２階はバッグ、革小物の型ヌキ。

小型のクリッカーも使っている

が、殆どが型を当てナイフで１枚

ずつ抜いていくハンドカット。

ベルトは今も手裁ちが多いが、

バッグや靴はレーザーでのカット

が増えていると聞くが、この工場

では機械化はしておらず、全工程

がハンドメイドである。

但しハンドメイドといっても職

人的なものではなくて、同じ人が同 すべてハンド・カット

じ型をずっとカットしている。

また、カットする手は速いものの、その抜き方を見ていると、取り都合は

意識しているようだが、使う部位といった事はあまり意識していないように

見えた。

もう一つ、同じ型でスムース、型押し、プリントといろいろな素材を抜い

ている。という事は、同じ型で素材が違うバッグをつくるという事で、日本

ではあまりやらないつくり方といえる。

また、クリッカーはイタリア製だったが、革漉き機は中国製というのも面

白かった。

機械に詳しい団員に『中国の革漉き機ってどうなの？』と聞くと 『薄物な、

らそれほど問題ないが、厚物には向かない』という事だった。
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３階はのり付けとコバ塗

り 面白いのがコバ塗りで。 、

鉄の箸のような細い棒の先

に塗料を少しすくい、それ

をコバに塗っていく。

いろいろな形状のパーツ

があるので、一つ一つ手で

塗っていくのは分からない

ではないが、ベルトのコバ塗 工場の３階の様子

りのように同じパーツを重ねてスポンジ

などでコバを塗った方が合理的のように

思えるが、何か理由があるのだろうか。

４階はミシンと仕上げ。

ロゴの素押しをする時に焼けすぎない

ように紙をかませていたり、ミシンが滑

らないように新聞紙をかませて縫ってい 棒で一つ一つコバ塗り

た事などは、生産現場にいる団員から感心の声が出ていた。

また、各工程で作業台の上には製品サンプルが置いてあった。

「工場の従業員の給与は平均で3,000ペソ(約９万円 。）

この工場で、バッグは月産2,000本、ベルト・革小物は1,000個、革衣料を5

00枚生産している。

パーツなどの不良は１年間保証、製品は50年間の修理を保証しており、30

年前のバッグを修理に持ち込んだお客もいる。

顧客が、何時・何を買ったかという購入記録を保管しているので、すぐに

分かる」とナタリアさんが説明してくれた。

工員は若い人から中高年までいろいろ。男女比は男性の方が多く、ぱっと
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見て７割は男性だろうか。

工場内はきちんと整理されており、スムースに作業も進んでいたが、少し

気になったのが暑さ。

空調がない事はともかく、換気が良くないせいか結構暑い、工場の人は慣

れているから平気なのだろうか。

工場に続いて店舗を視察するために市内に戻るバスの中で出た、団員の工

場の印象をまとめると 『ちゃんと作ってはいるが、エルメスやルイ・ヴィト、

ンのような特別な縫い方や素材の取り方をしている訳ではなく、特に高級品

をつくっているという工場ではないと思う』という声。

１社だけを見て、その国の品質のレベルは決めつけられないものの、カー

サ・ロペスがトップクラスのブランドなのが事実とすると、ガイドブック等

には『アルゼンチンは革の国、お土産は革製品を』と書いてある割にメーカ

ーのレベルは高くないといえるだろう。

工場１階の資材置き場でナタリア工場長(前列右から３人目)と共に
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本店視察

工場に続いて市内の中心地である五月広場に面したカーサ・ロペスの本店

を視察、日本人の観光客が多いのだろうか、店には日本語の話せるスタッフ

が２人いる。

店内は(ルイ・ヴィトンやエルメス等の店に比べて)特別なラグジュアリー

感覚こそないものの、ダークブラウンの木製什器と明るいベージュの壁によ

る落ち着いたクラシックな高級感ある造り。

価格を見ると、メンズベルトで149～490ペソ(4,500～15,000円 、レディス）

ベルトが119～295ペソ(3,600～9,000円 、バッグで540～1,090ペソ(１万７千）

～３万３千円)といったところ。

日本の百貨店の商品と同じクラスといえ、こちらでは高いものになるのだ

ろう。

他の店が春夏物のセールを

行っている中(ブラジルも殆ど

の店がセールを実施中だった)

カーサ・ロペスの店はウイン

ドーには早くも秋冬物(コート

など)が飾られ、店内もセール

は行っていない点を見ても高

級店であると思わせる。 セールをする店が多い中CASA LOPEZは秋冬物

通訳によると、アルゼンチ

ンの最低賃金は600＄、ブエノスアイレスでは600～800＄というから、日本の

３分の１くらいの所得となるので、やはりロペスの商品は高い。

ちなみに、皮革製品の付加価値税は17％、物価は安いとは言えないが、食

品は非課税で牛肉が１㎏400円くらいという事。

ブラジルでもアルゼンチンでも、食事は牛肉を使った物が多かったが、両

国の通訳から“牛肉が冷めてしまったら、別の皿に捨ててください。家畜の

エサにするからいいんです”と言われたが、そういう文化とお国柄なのだろ

う。
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ブエノスアイレス市場調査

ブエノスアイレスではサンマルティン広場から五月広場までの約１㎞ある

フロリダ通りが一番の繁華街で、ルイ・ヴィトンやエルメスなどもここに出

店している。

しかし、通訳によると『フロリダ通りは、高級店とお土産屋的な毛皮・靴

などの店が多く、現地のファッションを知りたいのならSCに行ったほうがよ

い』という事。

市内に幾つかのSCがあるが、一番新しいGalerias Pacifico(ギャレリア・

パシフィコ)が今一番人気があるというので、そこを見る事にする。

ギャレリア・パシフィコはクラシックな建

物の外観に対し内は吹き抜けで、地下１階か

ら地上２階の３層。ワンフロアはリオのリオ

・スウと同じくらいの広さで、見るのには丁

度よいサイズといえる。

１～３月は学校が休み、企業もこの間に15

日間の休みを取るという事からか、平日の昼 ギャレリア・パシフィコ内

でも結構、店内は混んでいる。

地階には銀行、本屋、家電、ドラッグストア、フードコート、１～２階が

ファッション関連を主とした物販店が入っている。

ここのテナントを見ると、ブラジルではあまり見なかった世界的に知られ

るブランドの店が結構入っている。

ディオール(メンズのみ)、ヒューゴ・ボス、ラルフ・ローレン、クリスチ

ャン・ラクロア、キャシャレル、ラコステ、トミーヒルフィガー。ジーンズ

のリーバイスとラングラー、スポーツのアディダス、ナイキといったブラン

ドが並ぶ。

勿論、数的には地元系と思われる店の方が多いが、ブラジルのSCに比べる

とブランド品が多い。
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しかも、キャシャレル、ディオール、

ラクロアはライセンス品である(何故か全

てフランスのブランド 。）

ブランドというものの受け入れ方が、

必ずしもその国のファッションのレベル

を示すとは言い切れないが、知名度や自

己満足度といった感能性を付加価値とし

て認めなければ、ブランドは広まらない

といえ、その点でいえば、ブラジルより

アルゼンチンの方がファッション度は高

い事になる。

逆に言えば、ブラジルでは今も品質な

どの本質的な価値で勝負が出来ることに

なる。

グループ・ジャパンで出展していた大 ディオールのウィンドー、スリムな

製峡鞄の大峡専務は『うちの鞄をブラジ スーツだがDior Hommeとは全く違う

ルで売るとすると80万円くらいになり、

ルイ・ヴィトンと殆ど同じくらいになつてしまう。

でもブラジルの人はブランドに毒されておらず、同じ80万円でどちらが良

く出来ているのかを比べてくれる面がある』と語っていた。

メイド・イン・ジャパンのクオリティを第一の売りにするなら、ブラジル

のような国の方が良いのかもしれない。

もう一つ、ギャレリア・パシフィコの店でメンズを見ていると、カウボー

イ・トラッドとでも呼べそうなスタイルというかテイストの店が結構ある。

歴史的にもヨーロッパを指向し白人文化の強いアルゼンチンだが、ガウチ

ョ(バンパと呼ばれる大草原で野生の牛や馬を捕って生活していた先住民やス

ペイン移民、そのスタイルはアメリカのカウボーイに似ている)やアンデスの
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文化(例えばマテ茶やフォークロア

の楽曲など)も根付くアルゼンチン

の国民と生活に影響しているとさ

れるが、ファッションにもそれが

残っているのであろうか。

ブラジルでもリオにサーフ感の

カジュアルといえるものがあった

が、ブエノスアイレスのこのカウ

ボーイ・トラッドといえるスタイル カウボーイ トラッドとでも

の方が奥行きというか、きちんとし 言いたいスタイル

た世界観があるように思え、この点

でもブラジルよりアルゼチンの方がファッション度は高いと言えそうだ。

加えて、ブラジルでは見なかった黒のスリムなスーツなどのいわゆるモー

ド系の店もギャレリア・パシフィコにはあった。

アルゼンチンに入ったのは夜だったが、空港から市内まで高速道路、市内

に入ってからの道路(特に“７月９日大通り”は片側８車線、道幅は世界一で

144ｍもある 、或いはヨーロッパ的な伝統を感じさせる建物など見ると、何）

となくブラジルよりアルゼンチンの方が社会的なインフラが整備されている

というか、質が高いと感じた(帰国後に調べてみると、ペロン大統領の国営企

業政策もあり、道路網、鉄道網、地下鉄などの交通を中心に、アルゼンチン

のインフラは高いとされていた 。）

今は落ちぶれたとはいえ、かつては世界的な富裕国で南米のリーダーだっ

たという歴史が、このようにファッションにも影響していると考えられる。

また、夜10時でも営業しているカフェをバスから見た時に“確かに南米の

パリと呼ばれる事はある”と感じた団員も少なくないようだ。

ブエノスアイレスでの価格面を見ると…

リーバイスのジーンズで269～349ペソ(８千～１万円 、ディオールやキャ）
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シャレルのスーツが1,890～2,990ペソ(５万７千～８万９千円 、地元系と思）

われるAIRBORN(エアボーン)でジーンズが128～218ペソ(3,900～6,500円 、ベ）

ルトが68～148ペソ(2,000～4,500円 、カウボーイ・トラッドを感じさせるLa）

Martina(ラ・マルティナ)ではジャケット1,280～1,980ペソ(３万８千～６万

円)といったところで、ブラジルと同じか、やや高めといった価格である。

今回、ブエノスアイレスでは日本でいう量販店などを視察していないため

に分からないが、少し歩いてみたフロリダ通りでは、確かに毛皮や皮革製品

の店が多く、ここではベルトが100ペソ前後(3,000円前後 、靴が150～250ペ）

ソ(4,500～7,500円)くらいといった価格で、裾値はブラジルより高いように

思われる。

また、ブラジルであれだけ多かったPU素材のベルトは見当たらず、アルゼ

ンチンの消費者の方が革の価値が分かっているといえる。

帰国後の成田空港で
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参 考

ブラジル・アルゼンチンの基礎データを調べるために のホームページをJETRO

見るとビジネス・レポートとしてアルゼンチンの皮革産業をレポートしたものが

あった。

2002 年と数字的には少し古いものの 基本的な構造は変わっていないと思われ、 、

参考資料としてここに転記する。

アルゼンチン皮革産業(2002年4月報告)

高付加価値化を図る皮革輪出産業

皮革産業は牧畜産業のなかで最大の輸出部門である。伝統的な皮革の輸出国で

はあったが 年代に自動車椅子用革シートが輸出製品として急城長している、 。90 02

年の為替切り下げは皮革産業の競争力を強化する。

世界 位の皮革生産国4

米国農務省によると、アルゼンチンは世界 位の皮革生産国。 年の世界生産4 00

量 万トンのうち ％のシェアを占め 米国(シェア ％) ブラジル( ％)414 7 24 16、 、 、 、

中国( ％)に次ぐ。9

輸出国としても、世界の輸出量 万トンの ％を占め 位である。140 9 4

農牧水産食糧庁によると、 年の牛飼育頭数は 万頭。屠畜頭数は口蹄疫01 5,258

再発による牛肉輸出禁輸問題により前年比 ％減の 万頭へ、牛皮生産量も6.5 1,150

9.2 30 6,000％減の 万 トンに減少した。

食肉加工企業、自社施設を有する食肉解体業者が全体の 割を屠畜している。7

00 327 1 5,000 13年末の食肉加工企業数は 社で 月間 万 頭超を処理する大企業が、

社、 頭～ 万 頭の企業が 社、 頭～ 頭が 社である。上5,000 1 5,000 54 1,000 5,000 114

位 社で全体の ％を処理している。120 90

なめし業者数は約 社で、ブエノスアイレス州、サンタフェ州に集中してい300
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る。海外に輸出できる能力を備えている企業は 数社にとどまり、残りの企業は10

国内市場向けが主体。なめし企業は原皮を受け取り、原皮の厚さ、均質さなどを

調べ、大型の原皮は椅子張りシートなどに、また、牛の年齢などに応じて、靴、

バッグ、手袋、衣類、靴底用などに処理する。

皮革産業では近年、垂直生産が進んでおり、なめし企業が椅子張りシートヘ、

また、食肉加工企業がなめし産業に参入している。なめし産業には 万1 2,000

人が従事しているが、 割が操業を停止している。4

国内生産のうち ％が輸出に向けられている ％は国内メーカー(はきもの80 20。 、

衣類、バッグなど)向けであるが、はきもの産業は 年代の市場開放、兌換法の90

影響を被ってきた。

靴の輸出額は 年の 万ドル( 年に 万ドル)から、 年にはわずか91 3,600 97 8,300 00

800 400 1 7,600万ドルに急落した一方 輸入額は 万ドルから 億 万ドルヘ急増した、 。

主な輸入先はブラジル、中国で、製靴企業数は 年代に 社が閉鎖、現在で90 1,500

は約 社に減少している。800

10 億ドルの輸出産業

統計庁によると、 年の皮革輸出額( 類)は 増の 億 万ドル。01 HS41 0.6% 8 1,400

皮革製品を含めると輸出額は 億ドルを超え 牧畜産業の中では 肉・同製品(10 00、 、

年 億 万ドル、口蹄疫再発の 年は 億 万ドル)、乳製品( 年 億7 9,000 01 3 5,800 01 2

2,900 万ドル)を上回る最大の輸出産業である。

01 12年の輸出量は 万トン、うち、加工度の低いクロムなめしの湿式皮革(ウエ

ットブルー)が 割の 万 トンを占める。仕上げ品( 万 トンのなかで6 7 8,000 3 5,000

は、 年には最終仕上げ品(ヌバックなど)が半分を占めたが、輸出先市場の変化97

に伴い 年には 割に減少している。01 1

トン当たりの平均輸出単価は、ウエットブルーが ドル、半仕上げ品 万1,171 1

9,145 2 3,690ドル、最終仕上げ品が 万 ドルである。ウエットブルーの主要輸出先

は 全形・半形( 年 万 トン)では 中国(シェア ％) イタリア( ％)、 、 、 、01 4 8,000 58 19

台湾( ％)、他のもの( 万 トン)ではスペイン( ％)、香港( ％)、イタ15 2 7,000 32 20

リア( ％)である。17

半仕上げ品(金額べ一ス)の輸出先は、米国( ％)、中国( ％)、ブラジル(22 12 13
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％)、メキシコ( ％)、イタリア( ％)の順。9 9

上位 社で輸出の ％を占める5 50

他方 皮革なめし産業会議所( )の集計によると 年の牛皮革の輸出は、 、CICA 01 2.8

％減の 万 トン、金額では ％減の 億 万ドルであった。上位 社8 9,000 1.3 6 7,3000 5

で全輸出の ％、 社で ％超を占める。 年に上位 社の 、50 10 75 01 2 SADESA YOMA

は各 ％ ％輸出を増加させた 仕向け先は米国(シェア ％) 中国( ％)47 31 29 15、 。 、 、

ブラジル( ％)、イタリア( ％)、メキシコ( ％)と続く(日本向けは ％)。13 9 8 0.03

トンあたりの平均輸出価格は ドルであるが、米国向けは 万 ドル、7,571 2 2.055

中国向けは ドル、イタリア向けは ドルとなっている。2,928 5,385

皮革製品では自動車用シートが急増

皮革製品の輸出額は、 類が 万ドル、はきもの約 万ドル、椅子用HS42 5,200 1,000

シート 億 万ドル 皮革製品は ％増 椅子用シートも ％増加した1 9,200 28.1 16.5。 、 。

輸出製品は従来の衣類、はきものから、 年代後半になり椅子用シートが主力90

となっている。牛の種類、自然放牧などにより皮革の品質が高いうえ、企業は欧

州製機械や の品質管理導入などにより 海外ユーザーの基準にあわせてきたISO 、 。

椅子用シートは米国( 年シェア ％)、英国( ％)に輸出され、高級自動車に使01 89 7

用されている。

因みに、皮革・同製品は対米向け主要輸出商品であるが、椅子部品は第 位の3

輸出製品( 位、 位は石油製品、原油)に浮上しており、米国の椅子部品輸入先と1 2

してもアルゼンチンは 位を占めている( 年 ～ 月) 日本の輸入統計でも3 01 1 9 01。 、

年に初めて 万ドルの椅子部品(木製を除く)が計上されている。600

輸出税は継続

原皮 ウエットブルーには国内付加価値を高めるため 輸出税が課されている、 、 。

94 98 5 00 7年に、 年から ％、 年 月に無税とする引き下げスケジュールが明示され

たが、無税化措置は再三延期されている。原皮供給者である食肉業界は、なめし

業界の寡占により、国内取引価格が他国の生体価格の ％～ ％に対し ％と12 15 10

低く抑えられていると、不満を表明している。 年にこ輸出税を巡り訴訟を起こ00
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したが、現在も経済省決議 により 年 月まで ％の輸出税が課され765/2001 02 11 5

ている( 年為替切り下げ後に、 ％を追加)。02 5

他方、国内皮革製品業界はなめし業界に対し、国内販売価格が輸出向けより高

いとの不満を抱いている。なめし業界側は支払方法、取り使い量の違いを価格差

の理由に挙げている。

因みに、塩蔵原皮取引価格(キロ当たり)は、 年 月の ペソから口蹄疫発01 1 1.2

生後の 月には ペソヘ上昇したが、年末には ペソまで下がった。4 1.4 1.0

02 4 2.66年は切り下げ後、 月前半には ペソに上昇したが、ドルベースでは変わ

っていない( 年は ドル ベソ、 年 月前半は ～ ペソ)。国際市況相01 1 =1 02 4 2.8 2.9

場に左右されている。

為替切り下げの効果に期待

皮革製品会議所( )は、皮革を全てウエットブルーで輸出しても 億ドルにCIMA 3

過ぎないが、仕上げ品にすれば 億ドル、皮革製品(かばん、シート等)に加工す10

れば 億ドルを稼げると主張してきた。しかも、産業は労働集約的で、 万ド50 100

ルの売上には 人～ 人の雇用が必要であるが、労働コストは一人・年間25 30 6,000

ドル(＝ペソ)としてきた。

CIMA は為替切り下げ直後に、経済政策が成功すれば、最終製品のドルベース

価格を ％～ ％引き下げることが可能になり、アルゼンチン・ブランドを訴20 40

える戦略とあわせて、中期的には現在の 億ドルから 億ドルヘ輸出を拡大でき8 40

ると発表した。

政府は 年 月に、業界の均衡のある発展を目指すため、関連産業会との合同02 3

作業グループを設置した。皮革の品質向上、流通・販売、輸出促進・ファイナン

ス、税制についての問題解決への提言を ケ月でまとめる。3

企業は主に輸出事業の展開を進めている。 社は 月に輸出向け生産拡大ARLEI 3

などに向け 万ドルの投資計画を実施していると発表した。 家具、自動車用1,200

シート生産を拡張しており、環境事業、ペットフード輸出事業も推進する。同社

は 、 に加え、 年 月に南米企業として初の の環境認証ISO9001 QS9000 01 12 ISO4001

も取得した。為替の切り下げは輸出を容易にするという。

SADESA 4は 月にブラジルとの両国政府合同訪中ミッションに参加した。中国
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の靴企業は同社の顧客であり、同社は取引先の近くで製品を供給するため、染料

処理事業計画を検討する。中国への靴や自動車シート市場の開拓も進める。 同

社も 年 月に の環境認証を得ている。02 3 1S014001

FONSECA SEATON、 なども 、輸出向け高級品の生産を強化している。

皮革産業は兌換法時代に、原料を輸出して革靴を輸入すると、その競争力を揶

揄されてきた。切り下げ後、外国観光客は皮革製品を買い求め、はきもの業界で

も海外のサンプル引き合いが増えている は チリ ボリビア ブラジル。 、 、 、 、CIMA

米国などでの商談会等の輸出活動を計画している。

表 皮革の輸出推移(上段トン、下段 万ドル)1 100

99 00 01年 年 年

原 皮 529 240 4,052

0.9 0.6 0.8

ウエットブルー 62,088 80,236 78,040

60.4 86.4 91.4

半仕上げ 23,230 34,687 30,594

393.3 618.3 585.7

最終仕上げ 16,673 4,683 4,084

289.8 95.2 96.8

合 計 106,088 122,092 119,883

752.2 809.9 792.4

(注 合計には牛以外を含む｡ 年暫定値 の合計修正値は 億 万ドル): 01 INDEC 8 1,400。

(出所 に基づき、農牧水産食料庁が作成):INDEC

表 主要皮革製品の輸出推移(単位 万ドル)2 100

99 00 01年 年 年

はきもの 15 240 10

バッグ、衣類等 43 41 52

椅子部品 101 165 192

(注 はきものは 、バッグ、衣類等は 類。椅子部品は 。): HS6406+64061 42 9401.909

(出所 、 ):INDEC NOSIS
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表 皮革の主要輸出先(単位トン、金額 万ドル)3 100

00 01年 年

数量 金 額 数量 金 額

米 国 12,816 280.6 8,773 193.5

中 国 25,308 63.8 34,622 101.4

ブラジル 3,907 77.1 4,020 84.6

イタリア 11,470 49.1 10,654 57.4

メキシコ 501 14.0 2,801 53.1

ウルグアイ 1,776 39.4 1,739 36.9

マレーシア 1,832 35.5 1,716 36.1

香 港 6,855 23.2 2,992 26.3

日 本 16 0.1 28 0.2

合 計 91,461 681,8 88,887 673.0

(出所 ):CICA

表 皮革主要輸出企業(単位 ドル)4 :1,000

00 01年 年

SADESA 81,568 119,830

YOMA 73,599 96,747

CURTARSA 89,400 89,185

FONSECA 81,114 76,294

SAN LUIS 35,182 37,686

ARLEI 31,490 33,773

A.ESPOSITO 44,411 33,670

(出所 ):CICA

－ －78



団員レポート

南米ミッション報告

㈱伸 栄 森川雅雄

『遠くて近い国 、ブラジル。』

ブラジルは地理的に日本の真裏に当たるが、歴史的に非常につながりの深い国

である為、そう呼ばれる事があります。

今回、そのブラジル・サンパウロにて開催された『COURO MODA』に出展者とし

て参加出来た事は、私のみならず参加した団員全員にとって素晴らしい体験であ

り、また『百聞は一見にしかず』との思いを抱かせるものであっただろうと感じ

ています。

南米諸国の中でも近年著しい経済発展を遂げているブラジルは、活気に満ち溢

れていました。

視察前 私は 『ブラジル＝農業国』というイメージを抱いていましたが、その、

認識は誤りでした。

農業国としての顔はもちろんの事、鉄鉱石、石油、農産物を原料とするバイオ

エタノールなど豊富な資源を持つ資源国であり、外資系企業を中心とした自動車

産業、電気機器産業、機械産業なども盛んな工業国でもあります。

人口は現在2億人近くあり、増加率こそ落ち着きつつあるものの、一説では2億

5000万人程度までは達すると言われています。

そうした事を背景に消費は拡大を続け、経済は上昇の一途であることが事実で

ある事を実感しました。

今回のミッションには「ブラジルの市場に日本の皮革製品を売り込む事が出来

るのか?」というテーマがあった訳ですが、可能性は十分あるものの現状として

は難しいと言わざるを得ないようです。

ブラジルは世界でもトップクラスの牛革生産国である上、物価の違いもあり価

格面での開きが大きすぎるのです。

世界で最も多く日系人がいる国でありながら日本の企業の進出はあまり目立
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たず、目につくのはアメリカ、韓国、ヨーロッパの自動車、電気製品ばかりでし

た。

皮革製品においても、近年は安価な中国製品が増加していて、ブラジル政府が

関税の引き上げを行ったほどであるとのことです。

このブラジルにおける日本企業の存在感の希薄さには、一日本人として非常に

残念であり、また歯痒い思いを抱いております。

日本政府はセラート開発を始めとする各種援助を行っており、かなりの成果を

挙げているとの事ですが、なかなか私たちが実感できるような形での援助、成果

というものは少ないように思えます。

先に述べましたように、今のブラジル市場に一企業が乗り込んで商売を始める

には非常に厳しい状況ですので、政府と民間企業が一体となって市場を開拓して

いくような事が必要なのではないでしょうか。

これはブラジルに限った話ではなく、南米のその他の国々、中央アジア、東南

アジアなどへの日本企業の進出を手助けするような、官民一体となった政策の登

場を望みます。

最後に2週間もの長期に渡った今回のミッションにおいて、事故も無く無事に

日程を遂行出来ました事は、高木副団長を始め団員一人一人の自覚ある、積極的

な行動のおかげであったと思います。

写真左はサンプ

ルとして購入した

ベルト、ブラジル

では雑材のベルト

が非常に多くPUの

ベルトより高い、

日本のテープより

肉厚な物も多くテ

ープにハト目を打

った物もあった

－ －80



改めて参加者の皆様に御礼申し上げます。

また、今回のミッションにおける経験が皮革業界各社において、今後活かされ

ていく事を心より願います。

南米二ヶ国へのベルトミッション

岩 﨑㈱ 髙木 新太郎

1月16日森川団長以下9名にて成田空港からミュンヘン経由でブラジルのサンパ

ウロに翌朝到着。

到着後直ちに展示会場へ向かい、翌日からのCOUROMODA展示会の展示品を仮展

示した後、サンプルが盗難に遭わないよう全て再度格納し、会場を後にした。

ホテルにチェックイン後、ミーティング会場を借りて、明日からの展示会に備

え各社のサンプル価格、配色、ロット、納期等の展示会場で質問されそうな細部

の打合せを行った。

展示会会場はサンパウロ市では一番の大きさを誇り、また2月に行われるサン

バ会場の隣に位置している。

18日(月曜日)から21日(木曜日)までの4日間、展示会が開かれ主催者発表で約4

0,000人の来場者が入場した。

来場者はブラジル国内の小売店やブローカーがほとんどであった。

我々のブースは他のブースと違って派手さが無く商談に至るものが少なかった

が、初めての経験としては及第点であった。

今後への反省点を箇条書きにする。

1.ブースが狭かったので沢山の見本が飾れなかった(今回の倍の大きさと2方向

オープンが良い）
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2.クーラーを設置(会場自体は冷房しておらず、来場者も暑いのでクーラーを

設置しているブースに入ってゆく傾向がある）

3.展示商品をもっと沢山持ち込む(色々な物に興味を示すので様々な分野の物

を展示する）

4.ベルト専用展示器具等を日本から持ち込む(現地の器具だけでは展示効果が

が薄い）

5.FOB価格の再検討(現地の市場価格に見合った価格帯の商品を揃える）

6.照明を明るくする(今回は初めてなので通常の照明だけにしてしまった）

7.長尺のサンプル持ち込み(体格の良い人ばかりなので）

8.カラフルなベルトの持ち込み(多くの人が興味を示した）

9.展示会場内のTop Fashionのコーナーが取れればその方が良い

10.代理店の有無を尋ねる人が多かったので、今後の検討事項としたい

ブラジルの人達は、体格が良く肥満体の比率が多いので、ベルトは長尺がレギ

ュラー扱いとなってしまう。

但し、表面の革は接ぎが有っても全然問題なく同じ値段で通る国であるが、素

材代は掛かるので、材料費は多く掛かり原価アップとなる。

市場のベルト店頭価格を調べたが 大体は日本と同じ様な価格で売られていた、 。

市場におけるベルトの店頭価格帯が同じなので、これからの販売先として有望

であり、じっくり腰を据えて取り組む必要性を感じた。

サンパウロはブラジルの中でも日本人が一番多い都市で、あちらこちらで日本

語の看板に出会うことが出来たし、当然の事ながら、日本食レストランも多く、

地球の反対側に来た割には、あまり違和感はなかった。

ブラジルと日本は通常は12時間の時差だが、訪問時には夏時間を採用している

ため、日本との時差が11時間となっており、昼と夜が反対の状態であった。

団員一行は時差ボケにもならず、展示会を4日間行い来場者の希望するところ

を把握し、今後の営業活動に生かせるよう其々が記録した。
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展示会に来場するレベルの人でもほとんどの人が英語を話せず、通訳を介した

ポルトガル語での話し合いとなった。

リオデジャネイロはサンパウロと違い大西洋に面しているため気候がカラッと

して、過ごし易い天気だったが、雨季のため夕立があり一部の道路では冠水して

通行に支障が出たところもあった。

こちらは、サンパウロより治安が悪く良くこんな所がオリンピックの開催地に

なれたものだなーと感じた。

地名のリオデジャネイロだが、現地の言葉でリオは川、ジャネイロは1月を表

すので『1月の川』という意味だそうで、ポルトガルによってブラジルが発見さ

れた時が1月だったのと、大きな河口があることで、この地名になったと説明を

受けた。

革製品の販売店で店長とのミーティングをすることができた。

ベルトの接ぎはやはり気にしないそうで接ぎの有無での価格差は無いとのこと

であった。

週末は特別のモール以外の商店は休みでしっかりシャッターが閉まっているの

で何も出来ないのが歯がゆい。

ノボハンブルゴでは3軒のタンナーを訪問し、カットサンプルを貰える所から

はカットサンプルを貰ってきた。

後日、日本のタンナーにカットサンプルを見せ同じような品質の革を試作して

もらうこととした。

この街はタンナーが多く宿泊したホテルの壁にもタンナーの作業現場の写真が

数多く飾ってあった。

ポルトアレグレはブラジルで6番目に大きな町で、空港が有りノボハンブルゴ

への玄関口となっている。

牧場もあり、牛肉の消費量も多い国なので牛皮が沢山出るのだが、こぶ牛が多

く背中のこぶの部分がカットされ穴の開いた革になってしまうのが欠点である。
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アルゼンチンはブラジルと違って街中でUS$が使える店が多かったが言葉は、

スペイン語が主体で、英語はブラジル同様あまり通じない。

革衣料、革小物、鞄等を生産している工場を視察することが出来た。

流行の流れに乗って直ぐに企画し、生産から自社での小売販売や小売店への卸

売と手広く商売をしておられた。

カピバラの革を使った製品に人気があるそうで、カピバラの革を見せてもらっ

たが想像していたより大きいので驚いた。

1月27日帰国の途に就く。ブエノスアイレスの空港からサンパウロへ。

サンパウロからフランクフルトへ。フランクフルトから成田へ。航空機を三回

乗り継いで全員無事帰国した。

南米は地球の反対側で日本からは遠い国だが商売の相手として、これからは積

極的に取り組んでゆく必要がある国であると思う。

南米(ブラジル・アルゼンチン)視察を終えて

㈲シーエフ・エンドー 遠藤 武志

大変に考えさせられた今回のミッションであった。

想像を絶する程の距離(遠い 、文化・システムの違い(異文化への対応)に「戸）

惑いを覚える 」私だけが感じたことではないと思うがグローバルな観点から「よ。

ほど確りしたビジネスにおける世界観」がないと易々と取り組めるものでは無い

との思いを改めて強く感じた。

陽気な国民性からか非常に活気は感じられ物価も日本の様な「デフレ」感も無
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く人々が生き生きしているのが何か自らも喜ばしい感覚を覚えた。

しかしながら振り向いて見れば長大重厚産業ならともかく、我々零細軽工業業

者が今取り組む先(販売先)は目前にあり距離も文化も近く、そしてブラジルと同

等いやそれ以上に飛躍を続けているアジアであろうことが今回のミッション(視

察)で更に明らかに成ったのではないであろうか。

直貿の時代に代理業者(商社等)を絡めて行うビジネス感覚(システム)は変わり

身の早いファッション業界にむいているのか否か、ファッションとは無縁な単な

る消費材と捕らえることで対応して来ている様にも見える。

欧米の有名ファッション ブランドは目に付くものの、日本では考えにくい接

ぎベルト(体格からやむを得ないのか)や明らかに「そこに革が有ったから利用し

たに過ぎない(有り余る原材料がある為)ハンドバッグ様の入れ物など我々の見た

地場の革製品は素材から製造工程の全てで「単に消費される物(消費材 」でしか）

なかった様な気がする。

その様な中で革底の歴史からフルべジ(ナチュラルタンニン革)は見るべきもの

があった。製造規模から来るであろう割安感と中国に大量出荷されていることに

は興味をもった。 「香港等に代理店(人)を置いている」との説明があった。

以上の様に今回は珍しくやや否定的な捕らえ方が自分の思考回路を占めていっ

た。

そう言う意味で時間と費用は掛けたが勉強になった(悟ったと言うべきか)ミッ

ションであったが最後に、現況に変化が来ないのであれば早速行動に移さねば行

き詰まる(廃業)組合員も出て来るのが本当の姿の様な気がする。

写真左は団員が

サンプルとして購

入したベルト、ア

ルゼンチンで流行

っているのかあち

こちの店が扱って

いた変形メッシュ
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南米におけるベルト産業に関する調査事業 報告

㈱トーア 倉田 雅史

Ⅰ）皮革製品関連展示会「COUROMODA」出展(１/18～21 サンパウロ）

日本服装ベルト工業連合会(JDIA)ブースにて参加各社のベルト製品をPRしまし

た。当社製品はメンズベルト向け尾錠・バックルを展示し、4件の問合せがあり

ました。

特に表面加工の上質な製品は調達先がないとのことですが、一方で中国製のFO

B香港価格と比較されるため、単価面にてハードルは高いと思われます。

同様にレディース向けベルト・バッグ・財布の上質な飾りメタルについても取

扱いの問合せがありました。

出展者ではFAZORO社とCINTOS AMERICA社がメンズベルトを全面に出していまし

たが、招待客以外はブースに入れない状況でした。

7月に開催する同内容の「FRANCAL」展とあわせて、年2回の展示会の機会に南

米各地の顧客が集まり、エリアごとのエージェントを介しての受注会として実際

に機能していると思われます。

また、継続出展をされている｢JAPAN TRENDS｣ブースの企業の話では、ブラジル

では税が高く、一般品では競争にならないため、今回は高額所得者をターゲット

にした最高級品に出展品を絞り込んでいるとのことでした。

Ⅱ）主要都市ベルト店頭価格調査

訪問各都市において大型ショッピングモールを訪問し、主要店舗店頭にてメン

ズベルトの販売状況を調査しました。(通貨US$1.0＝約R$1.78＝約Peso3.80）

サンパウロ

①Centro Norte

市内北部、C＆Aと専門店チェーンが出店、

ローカルの紳士服専門店(marisa、Colombo他 、ベルト価格帯はR$39～100）
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②Paulista Shopping Center

都心部、高級専門店中心(LACOSTE・A/X・LEVI'S他はBrooks Field等国内ブラ

ンド）

専門店のベルトは各店オリジナルもしくはFAZOLO定番にてR$39～150

ベルトのライセンス商品は一部店舗にピエールカルダン有（R$44.99）

形態は尾錠直結のリバーシブルもしくはネジ式にてサイズ調整可能なタイプが

多い

リオデジャネイロ

①Rio Sul Shopping Center

市街地中心部、大型ショッピングモール、専門店チェーン中心

紳士服専門店のドレスベルトはブラジル国産の革製にて価格帯はBrooks Field、

SIBERIAN(R$99～ 、CRAWFORD(R$129～ 、ALBELT(R$150～ 、VIAVENTO(R$159～）） ） ）

と比較的高価、バッグ専門店ではBAGAGIOにて革製FAZOLO R$39～、特価R$9.9

②「Le Postiche」店舗訪問、ブラジル国内にチェーン展開するバッグ専門店

ベルト・革小物定番売り場調査、紳士ベルトは「FAZOLO」と「AMERICA」2社に

て構成、AMERICAは合皮も含めてR$19.29～、FAZOLOは革製中心でR$35～、雑材ベ

ルト多い

ノボハンブルゴ

①Bourbon Novo Shopping

C＆Aと専門店チェーンのショッピングモール

C＆A：低価格ベルトが定番、合皮中国製R$15.9・19.9、テープブラジル製R$19.

9

RENNER(低価格品衣料品チェーン ：定番はFAZOLOがR$29～、他に副資材からAMER）

ICA社製と思われるPBがR$9.9とR$15にて特価販売

②BIG(WALL MART系ディスカウントストアー）

衣料品売場にてAMERICAベルトがR$15
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ブエノスアイレス

①GALERIAS PACIFICO

市街地中心部の高級ショッピングモール、店舗案内も充実、TAX FREEも可

皮革製品専門店(CASA LOPEZ、EL BOYERO、ROSSI&CARUSO）ベルトPeso150～

ブランドショップ(DIOR、BOSS、LACROIX、PAUL&SHARK等）ベルトPeso150～

カジュアル専門店(KOISUKO他 、衣料品・雑貨ともハイセンス、ベルトPeso150）

～

②FLORIDA通り・サンマルティン広場周辺

CAZA LOPEZ社本店…ベルトはカピバラ革をはじめ素材が多彩、Peso169～259と

高級、Frenkel's Leather World…革製品とアクセサリー専門店、高級ベルト販

売、Peso150～

他にもラゲージを中心に低～中級品の皮革製品専門店が並ぶ、中級品はベルト

Peso99～

Ⅲ）皮革関連企業訪問

ブラジル国内の皮革製品関連企業の集積地であるRio Grande Do Sul州ノボハ

ンブルゴ周辺地域にてタンナー3社を訪問し、工場見学とサンプル収集を行いま

した。

タンナー見学

①CURTUME DILLENBURG LTDA社

ドイツ系移民の最初の入植地であるIVOTIに所在、従業員80人、月産50万SF。

原皮の入荷から加工、検品、出荷までの行程を見学、原皮は主にブラジル国内

牛を使用。

②AP MULLER社

COUROMODA展にてコンタクト 創業80年の家族経営 Cezar Luiz Muller氏案内、 、 。

フルベジタブルのタンニンレザーを生産、従業員約60人、月産45万SF、うち3

割が輸出。また、輸出の60％はアジア向けにて、中国現地にてフィニッシュする

ための注文が多く、広東省の倉庫にも一定在庫をストック。香港レザーフェアへ

は毎回出展。

原皮は汚水処理に費用とロットの都合で、一次加工品をブラジル北部の産地か
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ら調達。

また、ウルグアイ・チリ・ボリビアからも輸入、ブラジル産牛革はサイズがち

いさいのと、コブの部分が使えず、ベルトには取り勝手が悪いため革小物用に加

工することが多い。

ベルト向けにはウルグアイ原皮のダブルバッドを推薦。ＡとＢ(50：50)グレー

ドにて厚み3.5～4㎜でUS$3.2～3.3/SF。

③KRUMENAUER社

第一・第二工場見学、2年前まで8割が輸出もレアル高にて国内向けへシフト、

現状4割が輸出。原皮はブラジル・ウルグアイ・アメリカから塩漬けの他一次加

工済みのウェットホワイトの状態でも購入。

トラックからクレーンで吊るして重さを量り自動的に分別 そのままドラムへ、 。

第一工場は斜面上に建ち、工程は上層から下層へ。

8割がベジタブルタンニンで、自家製のタンニンを使用し、排水は樽で浄化し

再利用。クロームは本社隣接の第二工場で少量のみ生産。

工場内のサンプルルームには商品履歴を顧客毎にスワッチで保管。

提案サンプルも多数準備。

皮革商品生産工場

ブエノスアイレスにて皮革専門店「CAZALOPE」社の本社工場を訪問しました。

直営5店舗向けにバッグが月産2,000個、ベルト・小物で1,000個、衣料品が500

枚生産。

素材はアルゼンチンとスペイン・イタリアからの輸入。

金具・パーツはブラジルメーカーの「OBISPA」社からとイタリアからの輸入。

製品は50年間修理保証。パーツ等の不良は一年間保証。

顧客の購入記録を保管。

所 感

今回初めて南米を訪問し、特に人口1億9,000万人のブラジル市場の可能性の大

きさを実感することができました。

大都会サンパウロはもちろん、百万人以上の都市が点在し、気候と移民の多様
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性から地域毎に特徴のある産業と農産物を持ち、エネルギーもまだまだ未開発の

資源が埋蔵され、非常に恵まれた環境にあります。

但し政治・経済政策の不安定さが貧富の差を拡大させ、スラム街人口が大都市

では2割以上に達し、治安の悪化が大きな発展阻害要因となっていますが、ワー

ルドカップとオリンピックの開催決定を契機として、解消を図っていくことがで

きれば、大きな成長の可能性が秘められていると思います。

また、日系企業にとっては、経済中心都市サンパウロに根を張る大きな日系人

社会が、現地での商業活動の上で、大きな助力になってくれるのではと期待され

ます。

ベルト市場では、ブラジル製にこだわり中～高級品を手がけるFAZORO社と、商

品ラインを分けて低価格～中級品を展開するAMERICA社が、自社ブランドとOEMを

含めて小売店の店頭シェアを分け合っています。

特にAMERICA社の中国温州生産と見られる低価格ベルトは、スーパーマーケッ

ト・バッグ専門店・衣料品チェーンに幅広く行き渡っており、主要産業である皮

革製品にても、中国製品が市場に浸透し始めております。

但し、金具においては一般品と高級品との差別化ができておらず、尾錠・バッ

クルの品質・デザイン・機能の特徴づけにて、日本製ベルトを売り込む余地は十

分にあると思われます。

写真左は団員がサンプルとして

購入したベルト、レポートでは南

米のベルトは大した物はない…と

いった調子に感じられるかもしれ

ないが、こうしたデザインと加工

がなされたベルトも勿論ある
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南米視察報告

岩 﨑㈱ 田中直志

期 間：1月16日～29日

ブラジル 展示会参加・市場調査・タンナー訪問

アルゼンチン バッグメーカー訪問・市場調査

成田着AM 10:00を予定し、4:00に出発。前夜からの雪で中央高速道路はチェー

ン規制でしたが(気温はマイナス5度 、予定時間には箱崎に到着し、参加者の皆）

さんと出発。 約25時間後にサンパウロに到着。 気温34度とのことで、1日で真

冬と真夏、約40度の気温差に地球の裏側に来たと実感しました。

入国後、展示会場へ直行する。会場は330ｍ×25ｍで約8,250㎡、50年程前に建

築したとの現地通訳の説明でした。

この施設使用の初回は日本企業の展示会であったとのことで、ブラジルと日本

移民100年の歴史をも感じました。

明日からの開催にも関わらず、会場・ブースの準備はほとんど進んでおらず不

安を感じましたが 18日朝には会場は出来上がり 展示会がスタートできました、 、 。

☆Couromoda2010 展示会

今年で37回目とのことでしたが、大きさに驚きました。

革製品、特に靴を扱うブースでは世界的な流行？を反映してか「ブーツ」の展

示品が多くあり、商談者が大勢いて活気を感じました。

私達の日本服装ベルト工業連合会のブースは、会場の一番奥の目立たない場所

であったためか、人の流れが少なかったのですが、展示商品で興味を示されたベ

ルトは、パステルカラー等のカラフルな色合いのベルトでした。

展示会場で同業の展示ベルトはクロ・チョコ・チャ、特にチョコ系のベルトが
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多く、カラフルなベルトは皆無でしたので興味を示したのだと思います。

また、ブラジル人の体格が日本人とは違い(ウエスト100㎝が普通サイズ 、持）

参したサンプルベルトを腰に回して短い帯を眺めるお客様と一緒に失笑、男性・

女性ともに日本寸法ではないことを実感しました。

ベルト生産に際しても、牛革の形状(半裁2丈取り)にも関連があり、南米のタ

ンナーでの皮のなめしにも興味をもち、この先タンナー訪問時に確認するように

しました。

展示会場で、ベルト・靴等で商談になっている一角がありました 「TOP FASHI。

ON」と銘打ったコーナーで、我々のブースと同じスペースに「コ」の字型に約60

社が連ね、各ブースは商談客で溢れていました。

ブラジル国産皮革業界共同でのコーナーかと感じましたが、靴・バック等のメ

ーカー出展と思われました。

各ブースの展示ベルトを拝見しましたが 多くが綿テープ製品のベルトを扱い、 、

亜熱帯地域での商品の主流？と思える程でした。

ベルトの加工は、剣先に革つまみ、テープに革載せ、ピン穴はハトメ止め、ミ

シンも荒い縫いでしたが、美錠際はコンピューター縫製と思われる縫いでした。

革製品のベルトの固定は、返しの漉きもなく、帯厚のままで、ピンの箇所も、

ピンに合わせた小判穴ではなく、大雑把な仕上げの商品が多かったです。

ただし、ピン穴・小判箇所には顔料(クロ)が塗ってあり、自動機での作業工程

があると思いました。

☆リオデジャネイロ市場調査

①LE POSTICHE 社(皮革製品販売店)訪問

商品のほとんどはブラジル産牛革を使用したものでした。

ベルト･財布の表面は吟が甘く、少し曲げれば吟浮きが発生、ミシン目も不揃

いでした 特にベルトの裏は 側ミシン針切れ目が 酷く気になる商品でした。 、 、 。

また、財布等の加工では、キザミではなく角折り重ねで、返し箇所も曲がった

ままの商品が販売されていました。キザミ加工技術はないと判断できました。

他のショッピングセンターを見ても、いずれも同じでした。

「高周波接着」を施されたと思われる中国製のPVC両面の商品がありましたが、

－ －92



革のベルトでは中国製はなく、輸入規制がされている？とも感じました。

②特記事項

ベルト等の革製品には素版押(熱押し)あり、革のなめし工程で、素押しが綺麗

に入るオイル処理が必要になります。

☆タンナー訪問

①Dillenburg社

丘陵の斜面を利用し、なめし工程をしていました。

訪問が月曜日であったためか、作業工程最初の原皮洗い工程のドラムは稼動し

ておらず、ドラムの周りが乾いていました。

ブラジル国内向け生産とのことでしたが、あまり稼動していないと思われまし

た。

また、渋槽もあり、皮は入ってなかったが、渋液は綺麗であったので、ドラム

・槽の両方のなめしが出来る工場と見ました。

②AP MULIER社

展示会会場で視察要請のあったタンナーです。

創業80年(家族経営)で、APLFにも出展しています。

丘陵地の利を活かしてドラム等の機械が設置されており、機械設備はイタリア

のタンナーを思わせるものがありました。

タンニンなめしのドラムの回転は想像以上に遅く、タンニンなめしに不用な温

度上昇を抑える仕様になっていました。

ウェット生地を購入し、生地：革を仕上げる方式で(原皮は扱っていない)革を

生産、Ｗショルダー部分はカット(ベリーの付いた１頭)されていました。

仕上がったCRUSTは、ブラジル産・ウルグアイ産がありましたが、ウルグアイ

産のCRUSTは肌理(キメ)が細かく、気候風土による牛革の違いを目の当りにしま

した。

また、工場内の整理整頓が出来ており、製品選別(A・B・C)の説明には誠実さ

を感じました。

③Krumenauer社

創業98年のタンナーで、2箇所の工場を有しています。
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なめし工程は、この社も丘陵地の利を利用していました。

作業工程の最初の場所に、原皮をトレーラー(荷台連結)で搬入し(荷台には塩

漬けの原皮が無造作に積んである 、荷台から2人で原皮1頭分の皮をフックに掛）

け、フックが移動し、自動重量選別(5重量に仕分)がされ、水洗い・脱毛へ進み

ます。

高い場所で太鼓に入れ、ドラム作業が終了すると、下の平場でドラムの中の皮

を出すという工程になっていました。

この地方のタンナーの総合下生地生産拠点であると思われました。

なめし工程後、ネット貼り作業でしたが、1頭分・半裁等、形状も色々あり、

用途別の裁断割合が、日本・欧州との違いを感じました。

CRUSTの生地が倉庫に山積みされており、倉庫の棚には出荷梱包済みのパレッ

トも大量にあり、生産量の多さを物語っていました。

試験室には革のサンプル(A4程の革スワッチ)があり、染色技術の参考になる仕

上げが数種ありましたのでサンプルを頂戴し、帰国後の研究材料にすることとし

ました。

☆ブエノスアイレス

①CASA LOPEZ社(皮革製品製造販売会社)訪問

生産現場で参考になった事として、BAGの取手縫製時に、ミシンの送りがスム

ーズに動くよう新聞紙を一緒に縫い付けていました。

重ね縫い付けの際の参考に出来ると思います。

また、包丁と磨ぎについて、幅の狭い(約15㎜)包丁でカッターのような角刃で

したが、型に沿ってカーブ箇所のカットは試す価値あると思いました。

ヤスリでの磨ぎも、刃磨ぎ5回ほどの研磨で切れるようになりそうです。

②店舗視察

工場見学後、バスで移動し、店舗の視察をしました。

工場でも盛んにアピールしていた「カピバラ」の革で製作したベルト・手袋(水

洗いが可能と謳う、風合いは豚のスエード調)等がありました。

この革は洗っても色落ちや縮みが無いとのことで、小銭入れを購入し帰国後試

験をすることにしました。
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カピバラの革は傷が多くあったが、生き傷を売りとする 販売戦略のようです。

ベルトの仕様は、接ぎもあり(小動物だから当然なのだが 、販売価格は手袋と）

同値段でした。

接ぎ箇所が目立つのですが接ぐのは当然だからなのか、技術が低いのかは理解

できませんでした。また接ぎの箇所の接着が浮いた部分もあり、接着力が弱いの

ではとも感じられました。

※帰国後、カピバラの革の小銭入れの水洗いをしての結果です…

ⅰ：水洗い後乾燥、革部分は硬くならず、変形しない

ⅱ：変色・脱色 はあまりなかったが、擦ると色落ちがする

ⅲ：洗剤等使用時は染料が若干落ちるが、乾燥後革質は変化なし

☆追 伸

現地でカピバラの写真を見た際、名古屋・渥美半島で生息しいて、捕獲をする

テレビ放送があったと発言しましたが、それが事実であるかを帰国後に調査しま

した。

名古屋保健所・東山動物園に問い合わせた結果、カピパラではなく「ヌートリ

ア」でした。大きさ・姿はよく似ていますが、違いとしては、カピバラには尻尾

・ひげがありません。大変失礼致しました。

※参 考

東山動物園飼育係の方の説明…カピバラは亜熱帯地方の動物で、名古屋地方で

の冬季での生息は出来ないとの事でした。

写真左はサンプルとして

購入したベルト、太い糸を

ステッチというか革に潜ら

せて盛り上げを造っている、

合わせもしっかりできてい

る
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南米ミッション報告

岩 崎 藤井 一朗㈱

この度のミッションの目的は、メイド･イン･ジャパン、又は日本で企画、デザ

インされたベルト、革小物とそれらに属する金具等がブラジル市場でどこまで受

け入れられ、通用するかを調査することと、展示会に出展することでした。

1 18 21 COUROMODA2010月 日から 日までサンパウロで開催された は、今年で

37 4回を数える世界で 番目に大きい展示会でした。

1,200 3,000社、 以上の靴、スポーツ用品を中心とした革製品のメーカー、ブラ

ンドが集結し、 年の訪問者は、ブラジル国内外から約 人、 がブラ2009 65,000 90%

ジル製だったという事でした。

展示会の雰囲気は、南米らしい熱気にあふれ、しっかりと作られたブースの多

さに驚きました。

日本服装ベルト工業連合会として始めての出展だったこともあり、勝手が分か

らず、ブースの位置が中心から離れていたので十分に人の流れを引き寄せられな

かった事が悔やまれました。

ただし、今回の経験を活かし、十分に準備をし、出展を重ねていけば日本製の

革製品がブラジル市場でも受け入れられると感じました。

特に、展示会中で気付いたことは、カラフルな色使いのベルトに引かれて足

を止める人が多くいいたことです。

ブラジルの人たちが何に興味を持っているのかを更に調査し、それらにあった

サンプルを並べたブースを出展することが次回の課題であろうと思います。

LE POSTICHE 社訪問(大手皮革製品販売）

リオデジャネイロでは、市場調査のため大規模のショッピングモール RIO SUL

SHOPPING CARIOCA LE POSTICHEと 社の店舗を視ることが出来ました 店舗には。 、

ベルトをはじめ、鞄、小物が揃っていました。
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CASA LOPEZ社訪問(皮革製造工場）

ブエノスアイレスでは、 社の工場と、直営販売店の視察を行いまCASA LOPEZ

した。

工場では、革の裁断から完成までが全て手作業で行われており、作業工程を目

の前で見ることが出来ました。

工場視察の後、街の中心にある直営販売の店舗を訪問し、実際の製品を手にと

って見せてもらいました。

商品をみた感想は 日本での検品では外されてしまうような物も売られており、 、

消費者があまり細かいところまで気にしないのかと思われるくらい、日本の市場

に並んでいる製品の品質とに差がありました。

タンナー訪問

ミッション中に３つのタンナーを訪問しました。

各タンナーに共通する事は、ドイツ系移民が家族経営で営んでおり、私達の訪

問を快く迎えてもらえました。

Dillenburg社

ドイツ系移民の集まる町の郊外に工場があり、家族経営。現在は、ほとんどブ

ラジル国内向けに生産しています。

AP MULLER社

Dillenburg 30社から車で約 分。

今年、創業 年を迎えるドイツ系移民の家族経営の会社。80

従業員は約 名。月産 を生産し、そのうち は厚地。 も作る60 450,000sf 70% Finish

が、主に を生産する。Crust

D.Butt Crustはウルグアイ産の原皮を使う。ブラジル産を使う と比較すると、し

っかり感があり、繊維が詰まっていました。

APLF 5には、 年前から出展している。
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Krumenauer社

AP MULLER 5社から車で約 分。

創業 年の家族経営のタンナー。98

3 社中、一番規模の大きいタンナー。タンニンも自家製。

原皮が到着後の選別から染色までほぼオートメーション化された工場。

水が高いところから、低いところに流れるように、傾斜した土地を合理的に利

用したつくりで、原皮が一番高いところに到着し、仕上げに近づくにつれて下に

運ばれ出荷される。

ブラジル市場を視てみますと、売られているベルトの３分の２から４分の３が

テープベルト。

テープベルト以外でも 、 が多く、小物を含めつくり、品質共に細部をPU PVC

気にすることがない様子があり、形になっていれば良いという感じを受けました

が、価格は日本とほぼ同価格でしたので割高感を覚えてました。

現在のブラジルの物価は、ブラジルの通貨レアルが、 に対して強い傾向がUS$

続いており、日本と比較しても決して安くありませんでした。

革の価格も高騰しており、ブラジルの革が安価でなくなっています。

今後、ブラジル国内に並ぶ革製品と日本品質の革製品が、同じくらいの価格で

ブラジル市場に並べることが出来れば、日本の革産業界にとって大きなチャンス

となるかも知れません。

また、展示会への出展を重ねることで、いい位置でブースを出すことが出来る

ようになり、日本品質の革製品の認知度を上げていければ展示会での商談の可能

性も十分に考えられることでしょう。

成田から飛行機で 時間以上かかることを考えると、ブラジルはとても遠い国24

でした。

しかし、約 万人を数える日系人が暮らすブラジルという国は、聞きなれた150

日本の苗字を耳にすることも多く、日系移民の方々がとても苦労をされてブラジ

ルに貢献された功績により、日本人に対しての信用も厚く、私達日本人にはとて

も近い国でした。
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移動が多く大変なミッションでしたが、事件、事故に巻き込まれること無くす

全ての日程を終え 帰国出来ましたことを調査団長はじめ皆様に感謝いたします、 。

ありがとうございました。

南米へのベルトミッション

岩 﨑㈱ 髙木 那津子

2010年1月16日(土)

成田空港発13:20 LH-715便で当初予定していた人数よりも2名減って9名で

ミュンヘンヘ向け出発(所要約12時間25分)。

ミュンヘン着17:45

ミュンヘン発21:30LH-504便(所要約12時間40分)

1月17日(日)

7:10サンパウロ着

到着後の人国手続きが空港職員の手際の悪さから思った以上に手間取り、

到着早々、今後のスケジュールが予定通りに行うことができるかどうかが非

常に心配になった。

また、他国のことながら、2016年に開催予定のリオ・デ・ジヤネイロでの

オリンピック開催にも大きな不安を抱いた。

当初、到着後ホテルヘ向かう予定であったが、まだホテルのチェックイン

ができないということで 『COUROMODA(Feira Internacional de Calcados, A、

rtigos Esportivos e Artefatos de Couro)』の会場へ直行し設営準備をする

ことにした。

明日からのブース内の展示レイアウトを試作し、確認した。

周りのブースの準備もこれからのところが多く、展示会場自体も70％ほど

の完成度であった。
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保安面で不安があるので、一度並べてレイアウトした商品を全部撤収し、

ホテルヘ持ち帰ることにした。

持ち帰ったのちホテルにて別室を用意し、これからの展示会の具体的な展

示方法、価格などについてのミーティングをした。

1月18日(月)

ブースが狭いこともあり、前面のパーテーションを設置しなかった。

パーテーションがないとクーラーがつけられないということで、ブースは

蒸し暑く、扇風機の設置を依頼した。

想像以上に英語が通じなかった。私たちのメンバーの中にも英語ができる

者はいたが、ブースを訪れてくださる方のほとんどはポルトガル語しか解せ

ず、英語のできる方はほとんどいなかったので、ポルトガル語の通訳の方に

頼りっぱなしの状態であった。
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通訳の方と一緒に接客しているときに、他のお客様がブースに立ち寄られ

ても、こちらは英語の対応しかできず、お客様も困った顔をして帰って行か

れるという場面が何度かあった。

1月19日(火)

ブースを訪れてくださったあるタンナーが自分の会社にもぜひ立ち寄って

工場を見てくれという申し出があった。

検討した結果、時間的には都合がつくので、25日のタンナー訪問日に急遽1

社増やして訪問することにした。

1月20日(水)

ブラジルに代理店はないのかという質問が、何社からかあった。

やはり、日本というだけで遠い、という感じがするのか、こちらに代理店

があれば商売の話もしたい、という感じであった。

1月21日(木)

展示会場内の各ブースが午後早めに撤収を始めたので、私たちも午後2時ご

ろから片付け、撤収の準備を始めた。

小さなブースでも片付け終わったのは会場の閉場時間ぎりぎりの午後5時に

なった。
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1月22日(金)

サンパウロ発9:30JJ 3914便にてリオデジヤネイロヘ(所要約60分)

リオデジヤネイロ着10:30

「LE POSTICHE」社訪間(皮革製品販売店)。

皮革製品を専門に販売ということではなく、一般の雑貨品と一緒に皮革製

品も販売されていた。ショップの店長とのミーティングでべルトの価格帯な

どを聞くことができた。

1月23日(土)

市内視察 ブラジルは夏休みという

こともあって、繁華街は家族連れな

どで賑わっていた。

ブラジルの物価は日本と比べても

けっして安くはなく、思っていたよ

りも物の値段は高かった。

1月24日(日)

リオデジヤネイロ発10:0l JJ-3411便にてポルトアレグレヘ

ポルトアレグレ12:05着(所要約2時間)

到着後専用バスにてノボ・ハンブルゴヘ(所要約1時間)
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1月25日(月)

タンナー訪問(3社)

DILLENBURG LTDA社、KRUMENAUER社、AP MULLER社

ポルト･アレグレ発20:35 G3-7650便にてブエノスアイレスヘ(所要約1時間50

分)、

ブエノスアイレス着21:25

1月26日(火)

郊外の「CASA LOPEZ」社の工場を視

察の後 市内にある同社の店舗を視察， 。
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高級店らしく市内の一等地にショップがあり、それなりに値段も高い。

ふつうの商店街にも皮革製品を扱う店

がとても多く、皮革製品の専門店あ

り 一般雑貨と一緒に扱っている店あり、 、

とにかく3軒に1軒は皮革製品を扱

っているという感じがした。
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1月27日(水)

ブエノスアイレス発13:00 JJ-8019便にてサンパウロヘ(所要約2時間40分)

サンパウロ発16:40 LH-507便にてフランクフルトヘ((所要約11時間30分)

フランクフルト発13:35LH-710便にて成田へ(所要約10時間30分)

1月29日(金)

成田空港8:35着

通関後 リムジンバスにて箱崎へ、箱崎にて解散へ。

アルゼンチンの空港で時間ぎりぎりまでチェックインさせてくれず、通訳

さんが本気でけんかをしてるのかと思うようなやり取りの後、飛行機の出発3

0分前にやっとチェックインできたり、搭乗口が何度も変わったり、そうかと

思うと違う便の搭乗客が乗り込んできて組合員さんのチケットを見せろとポ

ルトガル語で息巻かれたり…、そんな飛行機ででも荷物がなくなることもな

く けが人や病気人も出ず 無事帰国できたことがなによりだと感じている、 、 。

南米ミツション報告

㈱ナガシマ 長嶋 伸弥

＊展示会COURMODA合同参加及び調査

組合員で製品を持ち寄り展示会に参加し、まず展示会前日に準備をした。

初めての経験で先輩達の指導下で、主に団長、副団長の指示により、A班は

陳列隊、自分はB班にて陳列に必要な道具等の買出しをショッピングモールに

向かった。

道具を買い揃えた後 ショッピングモール内を見渡すと 家具 家電製品、 、 、 、

食料品と多くの品物に溢れていた。

現地通訳の話しだとブラジルは現在インフレーション状態にあり、外貨の

流入と共に 商品もよく売れているとの事で事実店内は人で満ち溢れていた、 。
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展示会場内での前日準備、主催者や周囲の参加会社は準備が遅れているよ

うに見えていたが、参加会社の多くが常連企業のようで、展示会当日に間に

合わせるよう、チームワークと、施工会社との段取りがなされていて、我々

が準備を終えるころにはほとんどの会社が準備を終えていたようだ。

展示会開催中、班を分けブースにいる班と会場や市場を見る班の時間割を

決めた。

会場には靴以外にも様々な取り扱い品(ボール、梱包用品、バッグ、靴、小

物、日用品など)が出ていてそれらのブースもみて廻った。

ベルト専門に出展している会社は数えるほどしかなく、デザイン性はあま

り気にせず、シンプルな一枚ものべルト、簡単なハトメ、パンチ、面取りも

ないものばかりで美錠もありきたりな物が多く、メッキの仕上がりが粗いも

のありすこし残念に感じた。

女性も含めて展示会来訪者もべルトをファッションに取り入れる人は少な

い、これは南米という暑い国のせいか、自然と涼しく、快適な服装になって

しまう為なのかもしれない。

男性用に至ってはシンプルなテープベルトの展示も多く、ベルト全体の半

分を占めるように見えた。

これ以外では、トップバックルのベルトがほとんどない。

手前どものブースではべルトを陳

列するのに色物で、ひときわ目立つ

商品を前列に並べ、来訪者の目を引

き付ける努力もした。

結果、目立つべルトを全部に並べ

る事により人の目を引く作戦は成功

で技術的な商品をおいても、まじまじと見て、ものめずらしくカラーのべル

トを見るお客もいて、製造方法を知りたがる人もいるぐらいだった。

ただコストの問題もあり、市場では一本あたりR$20～R$30(日本円で約￥1､
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000～￥2､000)と安価な値段のベルトも多く並んでいた。

自社製品は日本製である為と、技術的なことを加えていたので、FOBでR$60

(約￥3､000)との提示である為売るのは難しく感じた。

接客にしても、英語はほとんど通じずボルトガル語、言葉の壁もあり売り

込むのにも一苦労だった。

言葉の壁もなければもっとスムーズに話し合い、商談としてよりスムーズ

に進める事ができたのではと歯がゆく思うこともあった。

展示会場内を廻ると色々と凝っている会社がよく目立つ、キャンペーンガ

ールがバッグ、靴を身につけ

ブースの前に立つので、マネ

キンよりもやはりよく映える。

内装、陳列もよくとても見

やすくあれなら商談もしやす

いと思う。飴を店舗前に置く

など面白いアピール方法を行

う会社もあり、先輩も面白く

感じ、次に機会があるときはぜひ取り入れようと意気揚々だった。

最終日となると外からの来訪者も少なくなり、展示会出展側が廻るように

なるのが歩いている人のカードの色ですぐわかる。

中には悪質なお客もおり、こちらからの値段の提示で了承した後、30分後

に支払いに来るとの約束が、いざ支払いとなると値段の話をうやむやにし、

当初の値段の話と違い、R$10でのはなしだったと話を変えてくる。

展示会を終えて色々と反省をしてみた。

他店とのブースの外観、内装の向上すべき点、コストの早見表の改善、接

客時の待遇、生産国のタグの取り付け、或いはトップバックルの需要が少な

いといった傾向なども、もしまたブラジルでの出展機会があるならば、取り

入れてみたいものだ。
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＊ブラジル市場調査

ローカルブランドが多く、やはり展示会でみた１枚ものべルト、テープも

のが目立つ事が多かった。

値段もR$40～R$60と安価なものが多い。

高級そうな紳士服のお店ではフェザーベルトがR$100～160で並んでいるが、

裏地や表地を見ると、牛革でのハギ合わせ、多少の傷があってもあまり気に

してはいないようだ。日本人ではあまり考えられないだろう。

リオデジャネイロではLE POSTICHE訪問

皮革製品の大手小売りということだった

が訪ねてみるとトラベル用品が主流で、ベ

ルト製品は、紳士物:1枚もの:テープの割

合が2:1:1、値段はR$40～R$60程の安価で

紳士物は、PU工法の皮であったり、デザイ

ンにを入れては？?と思ったが、トラベル

用ならばでこんなものだろうとも思う。

ショッピングモール リオ・スー視察

ここに来ても男性はラフでハーフ

パンツ、女性はワンピース、これが

一番涼しいのだろうが、残念な事に

べルトの需要が少なく感じる。

女性でベルトを身に着けていたと

しても生地物の巻物、革では暑く感

じるのかもしれない。

大手生地屋が展開しているSHOPも見る事があった。このお店は以降の訪問

先でも多く見ることができた。

店内にはべルトは少なくコジンマリして、やはりテープ物が多い。
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＊アルゼンチン市場調査

ショッピングモールPASIFICO訪問

ブラジルで立ち寄ったショッピングセンターよりも地元ブランドが少なく、

イギリス、イタリアメーカーの参入が多いためか細工に込んだべルトも多く

ある。技術として勉強になる商品もあった。

ショッピングセンター内には旧車のスポーツカーを置きスポーツのPOLOな

ど英国紳士を彷彿させる店があり、店内で紳士フェザーベルトを見たが、つ

くりが甘く、横から見るとどら焼き状になってしまっている。

初めて見る店だがこういった店はブランド力が強く、こんなベルトでもブ

ランドの名で売れてしまうのだろうか。

＊ブラジル タンナー訪問

ノボ・ハンブルゴ地方にあるKURUMENAUER社をまず訪問した。

この地はドイツ人の入植者が多く

ポルトガル語でノボ(新しい)にドイ

ツの都市ハンブルグがハンブルゴと

なり、総称でノボ・ハンブルゴとな

ったそうだ。 先ず工場の外観はき

れいで、タンナー独特の皮のにおい

もなく、ただ普通の工場建造物があ

り、外には皮はもちろん、資材をひ

とつも置かない徹底ぶり。

なにより廃水の濾過装置は3社中1

社だけの紹介であり、川に流せるほ

どといい、周囲の環境を考えている

ようだ。

また傾斜の地形を利用しての工場の建造で、これは過去の経験、ドイツか

らのタンナーの歴史でもあるのだろう。

工場上部でトラックから荷物を降ろし、そのままドラム上部から投入、日
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本では地形を利用しての工場は見た事がなく、新鮮に感じた。

この工場では、主に輸出が主流だったが、現在では国内に向けての生産が

主流だそうだ。

革の検品もスムーズでA、B、Cと分けられる。

機械もバタ振り機、型押し機、アイロン、乾燥機、スプレーマシン、計測

器、工程の順番に並べられ、無駄なく仕事が行われるよう配列され、どこを

見ても工場内は気持ちがいい位整理整頓されている。

これは女性従業員がチラホラいて、男性が気を使うのかもしれない。

AP MULLER社訪問

家族で経営しているが、従業員ももちろんいる。

原皮はブラジル産が主流、厚地が多く植物タンニンなめしを主流に経営を

進めている。

ブラジル産以外に革質の良いウルグアイ産もあるが、焼き印が入りキズが

多いのが難点という。

一方、ブラジル産は皮が小さいが焼き印はなくキズも少ないということ。

革の検品でA、B、Cとわけ、品物の用途により仕分けも、Ｗバット、ショル

ダーなど様々な厚地革の紹介をしていただいた。

機械の配置は工程順、ここも地形の高低差を利

用してでの工場の建造、広いブラジルだからこそ

だと思う。

スペインのタンナーではわざわざ地面を掘って

ドラムを設置するそうだ。

原皮はブラジルの牧場の牛をアマゾン南にある

屠殺場に一度集め、肉と皮を剥ぎ送られてくると

いう。日本の北千住にも昔あったとよく聞かされ

ていたが、その場所は現在、高層マンションが立

ち並び 日本では輸入原皮に頼る事が多くなった、 。

中国にも輸出しているが、クラストの状態で送
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りフィニィッシュを中国でする 中国のメーカーはこのやり方が多いという、 。

最後にDILLENBURG社を訪問

ここは創業1911年と歴史が古い。工場は工程により2軒所有、まずは古い工

場からの視察、ここではタンニンなめしを行っており皮の搬入が自動で重量

別に仕分け、ドラムの数はなん

と24、自分が見た中で一番大き

い工場だ。

工場には塩漬けの毛付き原皮

だけでなく、ウェットホワイト

もある。

工場内にはくもの巣が張るな

ど、すこし不衛生で男の職場という感じがしたし、女性従業員は見ない。

皮はブラジル、アメリカ、ウルグアイ産と近隣諸国からの仕入れ。

ここもまた高低差を利用しての建造で、作業工程を階段状に6段、6工程に

分けられ、ドラムは植物タンニン用、オイル用、染色用と段々になっていて

とても効率的である。

6年前まではピット(水

槽)作業だったそうで、ピ

ットを壊し今も改装中、ま

だ未完成でこれからも工場

を改善、増築していくと意

気揚々だった。

植物タンニンのなめし液

はここ独自の方法でリサイクルしているということだった 。。

2軒目の工場は新しく1970年からの運営で少量のクロムなめしと染色や仕上

げをしている。アイロン、しわ寄せ、型押し、スプレーマシンなどの機械が

立ち並び、保有台数も数が多い。

こちらの工場は平地、サンプルレザーは、１枚からでも作れるよう小型の
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ドラムが立ち並び、皮にたいしての品質の追求、探究心、お客のニーズにこ

たえる気持ちが伺える。

バッファローのクラストも見せていただいた。バッファローの多くはの革

に傷、虫食いも多いが、ここで見たものは、傷も少ないものが多く、バッフ

ァローへの固定観念が変わった。

この工場では、輸出が過去全体の60％だったが、現在は40％、為替の影響

を受けたという。

＊アルゼンチン

ブエノスアイレスは人口275万人、平均月収6万円～8万円、その町並みはヨ

ーロッパの建造物を彷彿させる。

CASA LOPEZ社訪問

創業70年、工場運営は17年のハンドバッグ製造メーカー。

工場は一見普通のビルで看板もなく、出入口には鉄格子、治安が悪く防犯

の為だと思われる。

１階は資材置き場、ワニ、蛇の爬

虫類も多く、地元アルゼンチンの他

スペイン、イタリアの皮を使用。

中でも珍しいのが水棲動物のカピ

バラ、アルゼンチン北東の湖で養殖

もしているそうだが、ここでは自然

のものを使用していると説明を受け

た。特徴は表面性細かく起毛してい

て、触り心地はヌバックのような、

ベロアのような感じで、水棲動物の

ため未加工で水洗いが可能というの

が珍しい。

資材のコバ塗り用の顔料や糸はア
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ルゼンチン製、金具はブラジル製、日本では中国製金具が多いが、ブラジル

製はメッキが粗く、磨きが粗い、こだわりの深い市場を持つお客には不評だ

ろうが、素人目では気にするレベルでもないだろう。

工房では職人たちが工程ごとに別れ効率よく仕事をしている。

革のくりぬきは手作業で行れる。ボール型をあて小型ナイフを当てカット

するが、熟練の為かクリッカーで抜く早さに負けず劣らずだった。

さすがにレーザーでの切り取りには負けるが、人件費の方が安く済んでし

まうのだろうか?大きく簡単なくりぬきのため必要ないか?どちらかだろう。

素おし時に焼けすぎないように紙をかませたり、縫製にも技が見られ、ミ

シンが滑らないよう一緒に新聞紙をかませ縫いこむ事など、勉強になる事が

多くある。

名簿を造りいつ・誰が・何を買ったのかが管理されていて、商品は50年保

証、30年、50年前に購入した商品でも修理をし、お客と商品を大事にする気

持ちを感じすばらしい事だと思う。

CASA LOPEZ社SHOP(路面店)訪問

メンズベルトの価格は、￥4､000～￥7､000(120peso～200peso)、ワニベル

トは約￥28､000(860peso)、カピバラベルト約￥7､000(200peso)など日本の物

価の半分ぐらいの値段でならんでいる。

しかしこちらの平均月収から考えると高いものだろう。レディースベルト

は￥3､500～￥6､000(100peso～18Opeso)ほかにも手袋、財布、ジヤケット等

も並び様々なグッズで溢れていた。

調査したアルゼンチンのモールでも同様の商品が並んでいた。

多くの店を廻り、アルゼンチンも暑い国である為かべルトの需要が少なく

見えたが、デニムのパンツの着用は多いので日本からトップバックル等のフ

ァッション性に優れたものを持ち込み火付け役などしたら、面白い市場にも

なりえるかもしれない。

逆にコスト面をみて、製品にしてからの仕入れも可能だろう。

ただ景気が下向きにあるようなので、慎重にならざるを得ない。
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南米ミッションに同行して

あとりえ・くろ㈱ 黒田 好一

2010年1月16日(土)～1月29日(金)11泊14日の2週間にわたる南米ミッション

に参加しました。

南米最大で世界でも4番目に大きな展示会COUROMODA2010(靴、鞄、革製品と

スポーッ用品の展示会)に当連合会として初めて参加し、ブース展示を4日間

にわたって行いました｡

開催地はブラジルのサンパウロ市(ブラジル最大の都市で経済の中心地、人

口は1,300万人)の市内のコンベンション会場(築40年)でした。

設営の段階で、ブース内の展示方法やレイアウトその他では部品等の調達

から苦労致しました。また、夏の蒸し暑い中、会場が古い為か空調がほとん

ど効いていない状態で気温35度以上の屋内の暑さは想像を超えたものでした。

展示会期間中の来場者の内、当ブースに声を掛けてこられた業者は、比較

的小規模の方が多く ロットや単価 決済のことなどについての話になると、 、 、

代理店のような制度が必要かなと思いました。

尚、来場者との折衝など色々とお骨折り頂いた通訳の松村様は、日系２世

で苦労されて大学まで出てJETROに勤務されていらしたそうで、ポルトガル語

は非常に堪能で来客との応対も非常にスムーズでした。

会場の来場者のベルト着用を見た限りでは、女性の内１割以下の着用率と

思われ、なおかつ着けているべルトは80㎜幅の広いゴムベルトや6O㎜幅のク

ルミバックルつき革ベルト、ゴールドの帆型つきの30㎜か25㎜幅のシンプル

でストレートのフェザ一仕立てが見られました。

おしゃれな着こなしの女性にパーツ使いのチェーンベルトも何人か見られ

ました。

展示会場内の出展業者のブースでは、MARRY MONTAN VENUSVICTRIX社が８の

字やダブルD環、ダブルリング使いのテープベルト、消防バックル使いのゴム

ベルト、サッシュベルトの他、パーツ使いのチェーンベルトが15～16本展示
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して有りました。

MARUKA CINTOS PASHMINA社は革のメッシュベルトや変形ベルトなど30数種

の展示が有りましたが、これと言って目新しい程の物は有りませんでした。

TOP FASHIONのコーナーに紳士ベルト、婦人ベルトの出展社が有りました。

DONADELLII社は、ほんの10種類程の８の字、消防バックル使い、EMPORIO D

OCOURO社はメンズベルト中心、LAZCO社はD環、丸環使いの綿テープベルト主

体でシンプルな物が殆どでした。

J.SHAYEB CINTOS AMERICA杜は紳士ベルト主体で、展示だけで数十種類、他

に商談用ブースにはその20倍以上の商品が有りそうで ブースは満席でした、 。

金具はシンプルでtraditionalな物が多くベルトの表情で変化をつけてバリ

エーションを持たせていた。

この展示会に出展していなかったが、ブラジルで恐らく最大の金具メーカ

ーOBI SPA社の製品がベルトメカーや袋物メーカーにかなり使われていまし

た。

サンパウロ市内のシッョピングセンターで 各店のべルトを見ると一枚物、 、

フェザー物等で金具はダイキャストのプレーンな30㎜、35㎜、価格は29レア

ル～39レアル(￥1､500～2､000)、綿テープ、D環や丸環使いで35レアル～50レ

写真左は団員がサン

プルとして購入したベル

ト、同じ革の色の濃淡コ

ンビ、造りは良いが金具

に当たるし見えなくなる

とはいえ頭部にステッチ

が入っていない、日本製

ではまず無いことといえ

る
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アル((￥1､800～2､500)で売られていました。

婦人服店内のべルト展示に至っては、数本の展示で目立ちにくい所に申し

訳程度においてありました。

ブラジルの女性は、胸が大きくウエストも太いふくよかな人が多いので、

暑さもあるだろうがベルトを着けると苦しいのではないかと思う。

次に、リオデジャネイロ市のLE P0STICHE社(皮革製品販売の店頭)視察

翌日は、ノボハンブルゴのCURUTUME DILLEMBERG社を始めタンナー3杜を見

学。すべてかなり大規模な一環設備を持った工場です。

一番大きなKRUMENAER社では斜形地に階段状6段に設備を設定しており、ド

ラムも直径数メートルの物が20台以上設置され、レイアウトも効率的にされ

てゆったりとしていました。

廃液の管理にも自然有機利用で貯水池にてほぼ完璧な状態で安全な水にし

て排水されている。

以前は輸出が多かったが、レアル高になってからは国内が増えたという。

AP MULLER社は中国への輸出もあり、香港に倉庫を持ち中国の皮革製造業者

に販売している。

もう1杜のDELLENBURG社もそこそこの規模のタンナーで塩漬け原皮からの一

貫生産をしている。

斜形地に4段のドラム レイアウトで工場内はきちんと整頓されていました。

最終日にアルゼンチンのブエノスアイレス市にあるCASA LOPEZ社の工場を

見学致しました。

手作り主体でバッグ、ベルト、財布、皮革服の製造を行っており、この工

場でも、金具はブラジルのOBI SPA社の物を多数使用していました。

午後からは、この会社の直営販売店舗を視察致しましたが、その中に、カ
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ピバラの革を使用した製品をサンプルとして購入しました。

この革は水洗いをしても色落ちや縮まないということでした。

今回のミッションで感じたことは、ブラジル・アルゼンチン両国ともにべ

ルト(特に婦人物)の需要が少ないこと、ファッションにおけるベルト着用の

感覚が希薄ということです。

また、南米は日本から行くまでの時間の掛かり過ぎ(実質的にトランジット

を入れて30時間)は遠いです。
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