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                              要旨 

 
 近年、世界のアパレル企業はブランド経営戦略に取り組んでいる。ブラン

ド経営戦略は、企業の成長に重要な役割を果たしている。日本のアパレル企

業の代表であるユニクロは、ブランド経営戦略の取り組みを通じ、大成功を

収めた企業である。本論文は、まずユニクロの成長の沿革を紹介し、どのよ

うな困難を乗り越え、小さいメンズショップから、今のようなグローバルな

グループに成長したことを論じていく。次に、ユニクロのブランド経営戦略

の構築、ブランド展開の戦略を分析する。そして、ユニクロのこれからの展

望、服装の品質を向上させ、企業の社会責任を考察し、最後に中国のアパレ

ル企業に提言したいと考えている。 
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             摘要 

 
   近年来，世界各国的众多服装公司都致力于品牌经营战略的实施，品牌经

营战略在促进企业的成长方面发挥着重要的作用。作为日本服装产业代表的优

衣库就是通过品牌经营战略的实施而取得成功的典型的企业。本论文将首先介

绍优衣库的发展历史，说明它是怎样越过重重困难从一家个人的小型男士服装

店，而成为一个全球性集团企业。进而分析优衣库品牌战略的构建过程和品牌

战略实施的方式。然后本论文对优衣库今后的发展提出应有的展望，论述提高

服装的质量和企业的社会责任，最后向中国的服装企业提出可借鉴的意见和建

议。 

 

关键词：优衣库；品牌经营；服装企业；企业文化 
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１ はじめに 
 20 世紀の幕開けとともに、先進国の企業は自分の発展と生存のために、激しい経済

競争を繰り広げていた。当然、日本の企業も例外なく大変苦労した。ユニクロは 1949

年に設立され、今は日本の国民的とも言えるブームになり、海外にも次々に出店し、

近年、ヨーロッパにもアメリカにもロシアまでにも進出し、中国の店舗数 252 にも上

った。ユニクロは今、ZARA、H&M、GAP の後に立ち、世界のアパレル業界のナンバーフ

ォーとして活躍し、世界での存在感がナンバーワンのブランドになることを目標とし

ている。しかし、90 年代初頭のバブル経済の崩壊に伴う世界経済危機の影響により、

日本は、いわゆる失われた 10 年を迎えることとなった。ところが、一部の企業は逆

に不況を契機に成長し成功を収めた。ユニクロはその大成功のアパレル企業の一例と

して、クローズアップされている。  

同じ品質の T シャツが 3 ドルにも 30 ドルにもなる。この原因はブランド戦略では

ないだろうか。より強いブランド価値はより多くの消費者の期待に応え（こたえる）、

より多くの企業の収益を最大化に達成できると言われている。現代社会において、ブ

ランドは、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」、この四つの経営資源に負けないように最

も貴重な経営資源として企業に大切されている。このブランドの力を発揮し、企業の

イメージと合わせ、企業の経営資源として開発すると、企業の成長は現在より早いだ

ろう。ところが、現代企業にはこのブランドをうまく利用できる例が少ないが、ブラ

ンドの巨大な役目がまだ熟睡（じゅくすい） している。本論は、ユニクロという日

本のアパレル企業を成功の例として、ブランドは企業にとっての重要性を述べ、さら

に、ユニクロはどのように会社のブランドを活かし、会社のブランドの力を最大化し

たかを見ていきたい。ㇲ 

中国は、昔からずっと「世界のアパレル大工場」と言われ、毎年数億枚服を作って

海外に輸出していく。もちろん、中国自身のアパレル産業は素早く成長しているが、

数多くのブランドの中で、殆ど（ほとんど）のブランドは一部の地域でしか見えない。

全国的に普及し、海外に進出するブランドはさらに珍しいと思われている。今中国の

20 代の若者は着ている服、憧れている（あこがれる）服は、「H&M」「ZARA」などの海

外ブランドばかり、さらに、「LV」などの贅沢なブランドに夢中になっている。中国

発のアパレルのブランドに目を向いてくれないと言っても過言ではないだろう。この
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現実はひどいが、中国のアパレルブランドはまだ世界に認められていないことを私た

ちは認めるしかない。 

本稿は私が上海淮海中路のユニクロ旗艦店で八ヶ月のアルバイトしていた経験を

踏まえ、その間に自分がユニクロの経営の仕組みを見て感慨を受け、書いたものであ

る。元気と笑顔は重視され、朝の朝礼をするとき、元気な声と笑顔でユニクロの経営

方針を唱和する。スタッフ仲間の間に、明るい声でどこで会っても「お疲れ様です」

などと挨拶する。お客様に綺麗な売り場を提供するために、きれいな仕事環境をキー

プするために、仕事を始めるまえに、一時間をかけて売り場の清掃、片付けをし、そ

れが終わらないと仕事は終わらない。店舗スタッフ仲間は店の全てをよく理解するた

めに、店舗の休憩室に全員経営ノートがあり、店で気づいたことを記録し、他のスタ

ッフと共有する。スタッフ仲間の間に、お互いに助け合ってサンキューカードを贈り

あう。そのほか、ユニクロでは「ありがとうございます」などの感謝の言葉をお客さ

んに言うとき、必ず感謝の気持ちを込めることなどユニクロの従業員の行為に私は今

でも尊敬している。経営者は戦略計画を立ててから、従業員の努力でその計画が実施

される。このような循環（じゅんかん）ではユニクロのブランドをアピール（吸引，

打动人心）することもできる。したがって、ユニクロの大成功はブランド経営戦略の

働きだと考えられる。 

本論は、ユニクロのブランド経営を明らかにしたいと思う。第二章においてユニク

ロの成長の歴史を紹介し、第三章は、ユニクロのブランド構築を分析し、第四章はユ

ニクロのブランド展開の戦略を研究し、第五章はユニクロの今後の戦略についての展

望をまとめ、第六章においては、ユニクロの企業文化をまとめ、最後の第七章に、中

国のアパレル企業へ提言したいと思う 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被论文

数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论文是不可

能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的

论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，切

实维护顾客利益！ 
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购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手在写

作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我们现成论

文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，

或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论文，

我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个省

份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，只要出

500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），即同一篇论文

只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等基本

内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，问

问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部分给

顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论文。等顾

客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ユニクロの成長 

ユニクロはいつ頃からわれわれの目に留まるかというと、多くの人の答えは最近の

10 年だと思う。もしくは 5 年だと思っている人も少なくない。ユニクロは創立が早い
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が、ブームになるのはつい最近のことである。 

では、ユニクロは創立してからどのようにここまで来たのか、いつごろ私たちに注

目されたのか。本章では、ユニクロの成長の過程について論じたい。 

2.1 ユニクロの成長背景 

前述したように、90 年代初頭のバブル経済崩壊に相まって、日本は低迷の時代を

迎えることとなった。、小売（こうり）産業もその例外ではなく、商品が全然売れ

なくなったという状態に陥いる（おちいる）ことなる。特に衣料品産業は小売産業

の中でも、他の産業より大きな損失を被った。かつての衣料品産業のトップ企業の

売上はかなり落ち、その中に潰れた（つぶれる）企業も多かった 。 

2.2 ユニクロの沿革 

この大不況の中、ユニクロは圧倒的な成長スピードを続け、2006 年の売り上げは

10 年前の 1996 年の 7.5 倍になり、二桁（にけた）の売り上げ成長を記録していた。

急に日本の国内のアパレル産業の第一位の座を占めてきた。 

ユニクロは、1949 年 3 月に山口県宇部市で男性向けの小さなメンズショップから

スタートした。1984 年 6 月柳井正が社長に就任し、ユニクロ第 1 号店をオーペンし

たことをきっかけに、今の店舗の展開の形になった。1991 年社名をファーストリテ

イリングに変えた。その後、1998 年に首都圏初のユニクロ原宿店の出店により、ユ

ニクロのブランドイメージが急速に向上し、一躍有名になった。2001 年ユニクロの

海外進出の最初の段階として、イギリスに出店し、その次、2002 年中国では営業を

正式に始めた。 

ところが、ユニクロは常に順風満帆に発展してきたわけではない。2002 年から日

本ではユニクロの商品が売れなくなったり、売り上げがさっぱり伸びなくなったり

した。日本と同時に、イギリスでの売り上げも急に落ち込んだ。ユニクロはこうい

う苦しい状態 から立ち上がるために散々悩んできた。この危機に対応するためユニ

クロはブランド経営戦略に取り組むこととなる。 

2.3 ユニクロの現状 

2014 年 2 月末までのユニクロの統計によると、日本国内で 849 店舗、海外で 534

店舗、合計 1383 店舗を展開しているカジュアル衣料品大手企業である。ユニクロの
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大きな特徴のひとつは、SPA(speciality store retailer of private label appare)

というシステムを導入している点である。これは衣料品の商品企画・生産・物流・販

売を一体化し、商品を提供するシステムであり、日本のアパレルのトップ企業として

世界のアパレル市場で先進的な地位を確立している。現在、世界各地に多くの支店を

出し、日本の企業として世界の人々に注目されていると同時に、世界のアパレル産業

界に強い影響を与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ユニクロのブランド構築 

ユニクロのブランドの構築（こうちく）への道のりは、4 点の要素が重なって構築

に至った。その 4 点の要素として、ユニクロというネーミング、企業理念、ブランド



                             

 

6 

6 

メッセージと企業ミッションが挙げられる。この四つの要素はどれでもユニクロのブ

ランド構築に不可欠なものである。このブランド構築が完成して初めて、ユニクロと

いうブランドイメージが世間に浸透したのである。 

3.1 ユニクロのネーミング 命名 

ユニクロとは、unique、closing、wear house という三つの英語のことばを略し

てできたものである。「unique」は「独特」という意味で、「closing」は「服」の

意味で、「wear house」は「服の倉庫」である。この 3 つの言葉を組み合わせると、

独特な服の倉庫という意味となる。つまり、「お客様に他では買えない良いカジュ

アル（轻便的）ファッションと、自由に選び買うことができる売り場を提供する」

というブランドの意味である。良いネーミングがあるからこそ、名前を広げやすい

という効果があると思われる。 

3.2 ユニクロの企業理念 

ユニクロは「服を変え、常識を変え、世界を変えて行く」という理念を掲げてい

る（かかげる）。ユニクロは営利目的を第一として、お客様にただ単に服だけを多く

売るということだけを考えているわけではない。世界の人々の服に対する根本的な

意識の改革や転換をも目指している。 

企業にとって企業理念とはその会社の大きな柱となる部分であり進むべき方向

性を現している。また、この企業理念は企業内部だけでなく、企業外にも発信して

おり、このような理念が共感性を生み、ブランド構築の一部分として、ブランドイ

メージを強くするという役目を持っていると考えられる。  

3.3 ユニクロのブランドメッセージ 

ユニクロはブランドメッセージとして「すべての人がよいカジュアルを着られる

ようにする新しい日本の企業です」をお客様に伝えている。換言すれば、ユニクロ

は国境、人種、性別、年齢、階級などを問わず、すべでの人が着られる、すべての

人が買える服を提供することを目標としている。安く品質の良いカジュアル服をお

客様に提供するために商品開発から販売までのすべての業務を一手に担っている。 

このような明確なメッセージの発信が、ブランド構築の一要因になっていると考え

る。 
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3.4 ユニクロのブランドビジョンとミッション 

ユニクロが創業以来、本当に良い服を作り、お客様に良いサービスを提供すると

いうことを貫いてきた（つらぬく）。いつ、どのような状況、どのような人でも着

ることの出来る高品質のカジュアル服を最低価格で世界に提供し、最高のサービス

でお客様を接することはユニクロのビジョンとミッションである。その取り組みと

してユニクロは、さまざまな企業活動に積極的に行い、多くの社会貢献を成果とし

てあげている。 

ビジョンとミッションがあるからこそ、ユニクロは迷わずに前に向けて進んでいく

ることができたということではないだろか。 

3.5 ユニクロのブランド・イメージ確立 

会社のネーミング、理念、ブランドメッセージ、ビジョン・ミッションにより、ユ

ニクロのブランドイメージが確立された。その四つの要素はユニクロのブランド成長

に大きな役割を果たしていると思っている。このブランドイメージによりユニクロは

世界中の人々から大きな信頼を獲得している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ユニクロのブランド展開の戦略 
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4.1低価格戦略 

前述したように、ユニクロは国内外ともに「ユニクロ」という確立したブランドイ

メージを根付かせた。しかしながら、いくら確立したブランドイメージを作り上げた

としても、商品が高価であれば、買い手は購入意欲が出てこないであろう。ユニクロ

は、ブランドイメージを作り上げたとともに、低価格戦略を実施し、今かなり人気を

得ている。 

 なぜユニクロの商品は他社より安いかと言うと、アルバイトの先のユニクロ店

長に聞いてから分かった。一つは、大量の注文を一気に中国などの労働力が安い国に

発注することである。最近数年中国の人件費も少しずつ上がってきたので、その発注

する相手国はだんだんベトナム、タイ、マレーシアなどの国に移っていった。もう一

つは、ユニクロの店舗は広いが、スタッフがわりに少ないと言われている。そのおか

げで、人件費を抑え（おさえる）、商品の低価格に繋がっているという。 

4.2 高品質戦略 

 ユニクロは低価格の商品ばかりではなく生地の製造から染色、縫製まで一貫生産の

体制で品質管理に取り組んでいる。ユニクロは商品の高品質化を目標とし、2000 年以

来品質の向上を図るために、工場に「匠」と呼ばれる日本人の技術者を派遣、工場現

場に長年常駐してもらい、徹底した指導が行われている。プロの職人たちが僅かな歪

み（ひずみ）も見逃さない（みのがす）。また、繊維メーカーと共同で新素材を開発

し、店舗でお客様から声を聞き、一秒でも早く生産部門に届け、改善の方法を検討す

ることができる。 

4.3 ユニクロの店作り  

 世界中のどのユニクロの店舗に入店しても、まず目に入るのはずらりと並んだカラ

フルな商品である。手に取れるボトムス（下半身的服装）、シャツ、アンダーウェア

などの商品はすべでサイズ順、色順に並べられておりお客様にとって一番見易い、探

しやすい、選びやすいという配慮が最大限になされている。次に目に届くのは店内の

床や什器（じゅうき）（日常用具）まで、すべてのものが「白」で統一されてい

る。また、お客様へのより良い買い物の環境への配慮として、ユニクロはもう一点力

を入れている。ユニクロは一般的な衣料小売店より照明の明かりを 2、3 倍強くして
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おり、お客様の目線（めせん）から商品が映えやすいように設定がされてある。この

ような店作りは店舗全体に清潔感（せいけつ）を演出し、お客様から任期を集めてい

る。 

4.4 ユニクロのサービス  

 消費者に店作りに目線が行くのが一番早いが、消費者にとって最も大事で、最も関

心を持つのは、もちろん店のサービスである。サービスを通し、企業と消費者がより

一層繋がっているから、よいサービスは企業のイメージをさらに高めることができる

が、悪いサービスはせっかく苦労して作りあがったイメージに悪影響を与えるかもし

れないが、ユニクロの場合は、企業のスターフ全体が最高のサービスを提供すること

を教育されている。 

 ユニクロのサービスといえば、親切に笑顔で奉仕し（ほうし）（服务效劳)、礼儀と

挨拶の徹底、すべてをクリーンに、早く元気よく、顧客はいつも最優先することを思

い出した。売り場で絶対最高の笑顔で元気で早く動き、お客様をユニクロで楽しんで

お買い物してもらえるように頑張らなければならない。いつもお客様の立場に立ち、

お客様を感動させるサービスを提供する。    

4.5 ユニクロの広告宣伝  

ブランドが創立されるとき、商品を消費者に認知してもらうために、宣伝すること

が必要だと思われている。ブランドが一定の知名度を持つことが出来たら、さらに商

品の特徴を一般大衆に知ってもらうために、どんどん買ってもらうために、さまざま

な手段を使ってアピールしなければならない。 

・イメージキャラクター 

アイドルはブランドの代弁者として、自分自身の人気や好感度、知名度などを利用

し、ブランドの影響力を広げる。これはいわゆるイメージキャラクターである。言い

換えれば、アイドル自身のイメージがブランドのイメージ、さらに商品のイメージに

つながっている。むしろ、人気がそれほど高くないが、ブランドのイメージに合うア

イドルのほうが有利である。ユニクロのイメージに合うイメージキャラクターのほう

が、ブランドにプラスになれる。ユニクロの場合は、イメージが良い、アイドルを選

び、ユニクロのイメージキャラクターとして、アピールしている。 

・散らし 
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また、ユニクロのチラシは普通のチラシのように、新聞の折り込みなどに入り、イ

ンターネットでも調べられるが、ユニクロのチラシは一般のチラシより、商品のボリ

ューム一杯で、安くなっている商品だけではない、新作やセットの販売も数多く載っ

てある。 

 2012 年 2 月の末、ユニクロのチラシや商品カタログがスマートフォンや ipad でも

見られるようになった。新聞を取っていない消費者でも、携帯電話でユニクロアプリ

をダウンロードすれば、限定商品や今週のお買い得商品をいつでも、どこでもチャッ

クできる。 
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5 ユニクロの戦力展望  

今までほねを折ってきわめて安い商品を販売したのは悪くないが、これからそのま

まで値段を下げるわけにはいかないから、積極的に今後の戦略を取り上げなければな

らない。 

 最も重要なのは、商品の品質を高め、コストパフォーマンスが高い商品を作ること

である。商品の値段を納めるために、品質も下げなければならない。このような悪循

環は企業の発展に悪い影響を与えると思われている。商品の品質はますます悪くなり、

一方値段もますます低くなる。それに対して、社会の消費はますまず低迷になると決

まっている。 

 企業は自分自身のために、利益を追求することはもちろんだが、もう一つ、社会の

一部分として、社会のために力を入れることも大事ではないかと思っている。という

わけで、企業も、この社会の福祉活動をもっと積極的に取り組むべきだ。 
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6 ブランド経営から見るユニクロの企業文化 

6.1 ユニクロのファッション 

 ユニクロは一般の人に対していったいどういうイメージだろうかということを明

らかにしたく、日本の Yahoo の知恵袋で調査を行った。結果は思い通り、人々はユニ

クロの商品のイメージが安くてシンプルでき心地がよいと言っている。ユニクロのイ

メージはずっとシンプルだが、ユニクロなりのファッションも流行っている。 

6.2 ユニクロの社会貢献（こうけん）と責任 

ユニクロは苦戦（くせん）に苦戦を重ね、売り上げを伸ばし、大成功をあげている

とき、企業は社会の一部分として使命があることを忘れずに、積極的に社会福祉（ふ

くし）活動や社会環境問題に取り組んでいる。ユニクロの社会貢献も上げられている。

社会福祉といえば、最も注目されるのは、ユニクロの障害者雇用である。障害者雇用

促進法による民間企業の法定雇用率の 1.8%、ユニクロは、2009 年 6 月 1 日現在の障

害者雇用率は 8.04％、その法定雇用率をはるかに上回り、3 年連続の１位である。 

 また、ユニクロは地球環境のために、リサイクル活動を熱心に取り組んでいる。リ

サイクルとは資源の節約や環境汚染防止などのために不用品・廃棄物などを再生利用

することである。ユニクロはリサイクル活動を通し、環境を守るとともに、服の価値

を最大限に活かしている。消費者からご不要になった服を預かり、リサイクルするこ

とを通じ、衣料の価値を最後まで無駄なく世界中に本当に必要としている人々に届け

るという「ユニクロ全商品リサイクル」活動を展開している。 

このようなリサイクル活動をやり続けると、ユニクロは企業の社会的責任をちゃん

と担っている（になう）。お客さんのために「本当に良い服」を生産している。服の

価値を最大限に生かしているというイメージもさらに強くなる。 

６.3 ユニクロの社員育成 

さらに、ユニクロは社員育成にも大きな力を入れている。新入社員の採用について、

毎年、何百人の新卒を採用し、店長になれるように育てていく。今まで、ユニクロの

慣行は大学の新卒を採用し、ローカルの各店舗で研修させる。新卒は半年間の研修が

過ぎたら、直に店長になる。研修は基本業務から店舗の運営計画の作成まで学び、身

につけなければならない。ユニクロはユニクロ大学という店員を育成する研修機関が
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ある。店長の育成はこの機関の主な役割である。店長への教育は店舗の運営、販売計

画、従業員の育成に関わっている。店長は本部の経営者と店舗のスタッフの架け橋と

いうものである。各エリアの店長に真面目に勉強してもらえたおかけで、ユニクロの

精神はうまく上から下に伝わることができた。そのほか、会社も社員一人一人の個性

を大事にし、会社の成長と個人の成長を両立させるのに挑戦している。 
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7 中国のアパレル企業への提言 

 はじめで述べたように、中国のアパレル産業も大変成長しているが、日本のユニク

ロのように、ブームとなり、海外にも進出し、売り上げ 2 桁の成長スピードで成長し

た企業はなかなか現れない。 

 では、本章は中国のアパレル産業の現状を述べ、日本のユニクロを分析し、ブラン

ド経営について中国のアパレル企業に提言したい。 

7.1 中国のアパレル産業の現状 

 はじめで述べたように、中国のアパレル産業は今高度成長期である。13 億の国民の

服をずっと支えてくれた中国のアパレル産業は大きな役割を果たしていると思うが、

この数が多い、種類が豊富なアパレルブランドの中、例えば、「森馬」「李寧」「美邦」

など、もうすでに中国で名を立てた。しかし、ユニクロと比べると、企業の規模やブ

ランドの有名さなど、雲泥（うんでい）の差があると言っても過言ではないだろう。

中国のアパレル企業には、一般的に、地域に限られ、地元で大変人気があるが、他の

地域では全く知られていないという現状が多い。しかも、中国のアパレル産業の商品

は殆ど若者向きで、世帯別や年代別に作られ、10 代後半から 20 代前半の青少年の中

には、実に売れているが、年配の人にとって、全く関係がないとも言えるだろう。 

7.2 中国のアパレル企業への提言 

 ユニクロの発展から見ると、中国のアパレル企業へ以下の提言をしたいと思う。 

 一つ目はブランドのイメージをより強くする。中国のアパレル企業は高い金額をか

け、有名なアイドルを選び、イメージキャラクターとして宣伝しているが、殆どアイ

ドル自身のイメージは企業のブランドと合わないということで成功できなかった。だ

から、まず、企業自身は自分のブランドイメージを確立し、そのブランドイメージを

通じてお客様にさまざまな発信をしていく。ユニクロの場合は、いつも、低価格や高

品質、誰でも着られる、いつでもほしい商品を手に入れられるなどのようなイメージ

をお客様に発信した。中国でもブランドイメージを強める方法は有効だと思う。これ

からの中国のアパレル企業はブランドイメージを強くすることを大切にしたほうが

よいと思う。 

二つ目は消費者を絞らずに服を作ることである。今の中国では世代別に商品が作ら
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れている。皆よく若年層にターゲットを絞る。ユニクロのように、消費者を絞らずに、

幅広い人が買いたくなる商品を作ることはもっと売れるようにと思っている。作った

商品がよく売れ、売り上げの達成は高嶺の花でなくなる。したがって、ユニクロのよ

うな考え方を取り入れることもよいのではないかと思う。一つの世代のために服を製

造するだけではなく、複数の世代に向いている衣料品を作ることが今後の傾向である。 
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8 終わりに 

以上の論述で分かるように、ユニクロの成功がただの偶然ではない。その大成功を

上げた原因はブランド経営である。良いブランドイメージを作り上げ、そのイメージ

を維持するためにもさまざまな作戦を実施することが大切ではないだろうか。ユニク

ロの服を変え、常識を変え、世界を変えていく、消費者の立場から考えるなどのブラ

ンドイメージは非常に深く印象に残っている。ユニクロの発展から、中国のアパレル

企業はそのブランド戦略を学んだり、よいとこを勉強すべきだと思う。しかしながら、

国情が違い、企業の規模や体制が違い、そもそも文化が違うから、一概に論じること

が出来ないと思う。中国の場合は中国の国情に合わないと、勝手に日本のやり方を真

似することがよくないではないかと思っている。本論の場合は中国向けの具体的な戦

略にはまだ触れていないから、未熟なところがまだまだあると覚悟している。この点

を意識して今後の研究課題にしたいと思う。 
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