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はじめに 

 

本調査報告書は、中国市場に関心を持つ日本の繊維業界の方々に、中国に進出する際の

事前情報として活用していただくことを目的として調査・作成したものである。本報告書

では、中国のカーテン市場規模や輸出入動向に加えて、分野別の需要動向、主要製品の特

性や価格動向等について調査した。本報告書が中国市場参入の際の参考に資すれば幸いで

ある。 

  

本報告書の構成は以下のとおりである。 

 第１章では、中国のカーテン市場の生産および販売規模、輸出入量を掲載した。加えて、

中国の主要なカーテン製品の特性、購入場所、消費者層、価格帯を調査した。 

 第 2 章では、中国カーテン市場の流通状況の概要について紹介し、第 3 章では、中国地

場の主要なカーテン生産企業を品種別に紹介した。 

 第 4 章では、、本調査を元に中国の沿海部における輸入カーテンの潜在需要について記し

た。 

尚、中国でカーテンを販売する際に関わるような法規制(防炎、難燃に関する規制や指導

等)については、中国では現在この分野の法的規制は無いため、本報告書ではその現状につ

いて触れていない。 

 本報告書にて掲載した企業は、必ずしも日本企業の取引先として適した企業とは限らず、

判断は各自でお願いしたい。掲載企業との取引におけるいかなるトラブルについても、本

機構は責任を負わないものとする。 

 

 本調査は、上海華鐘コンサルタントサービス有限会社に委託した。 

 

2004 年 3 月 

日本貿易振興機構 

市場開拓部 
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第 1章 中国カーテン市場の市場規模 
 

1.中国カーテン市場の生産、販売規模 

（1）生産規模 

 中国市場にて販売されているカーテンには 2種類の形式がある。即ち、完成品と半

製品である。半製品カーテン市場のデータについては、正確な統計データは無く、よ

って具体的な中国カーテン年間生産量のデータは無い。以下紹介するのは中国カーテ

ンの輸出状況である。 

 

①中国カーテン輸出量、輸出売上高 

 中国税関の統計資料によれば、2002 年度に中国から輸出されたカーテン、緞帳

の総量は 1 億 2,743 万組、輸出額は 3 億 6,182 万米ドルである。各種カーテンの

輸出状況は表 1-1 の通りである。 

表 1-1：2002 年度中国各種カーテン、インテリア用織物の輸出状況 

製品名称 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

カーテン 12,743,3631 361,823,511 

綿生地カーテン 32,822,687 104,164,900 

ニットカーテン 2,796,270 7,504,828  

綾織カーテン 30,026,417 96,660,072 

合繊生地カーテン 80,258,989 213,877,746 

ニットカーテン 11,921,711 26,562,866 

 

 

綾織カーテン 68,337,278 187,314,880 

インテリア用織物 223,491,713 323,336,419 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

②中国カーテンの主要輸出国と輸出売上高 

1)国別輸出量と輸出売上高 

 中国カーテンの国別輸出量と輸出売上高は表 1-2 の通りである。 

表 1-2：2002 年度中国各種カーテンの国別輸出量と輸出売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 米国 60,969,978 173,800,323 

2 日本 26,379,339 90,646,311 

3 欧州連合 15,361,251 42,690,021 

4 英国 4,717,588 18,201,499 

5 香港 3,377,073 7,814,859 

6 ドイツ 2,883,870 7,265,482 

7 オーストラリア 2,812,893 6,585,972 
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 (次頁に続く) 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

8 パナマ 2,335,410 5,501,838 

9 オランダ 2,920,630 5,476,376 

10 カナダ 1,576,437 4,686,221 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

2)綿生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高 

 中国綿生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高は表 1-3 の通りである。 

表 1-3：2002 年度中国綿生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 米国 23,998,487 73,176,918 

2 欧州連合 3,321,384 13,480,693 

3 日本 2,475,878 7,802,028 

4 英国 1,268,949 7,352,371 

5 カナダ 700,829 2,681,842 

6 ドイツ 426,093 1,848,761 

7 香港 494,856 1,745,031 

8 ノルウェー 302,434 1,128,334 

9 イタリア 316,624 833,750 

10 韓国 205,882 792,025 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

3)合繊生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高 

 中国合繊生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高は表 1-4 の通りである。 

表 1-4：2002 年度中国合繊生地カーテンの国別輸出量と輸出売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 米国 31,761,115 81,806,414 

2 日本 20,024,933 72,332,188 

3 欧州連合 10,015,835 23,813,379 

4 英国 2,715,891 9,114,256 

5 パナマ 2,098,442 4,983,924 

6 ドイツ 2,234,108 4,912,298 

7 オーストラリア 2,014,266 4,452,188 

8 香港 2,152,202 3,679,935 

9 オランダ 1,869,138 3,301,366 

10 アルジェリア 1,248,754 3,271,123 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

4)中国インテリア用織物の国別輸出量と輸出売上高 

 中国インテリア用織物の国別輸出量と輸出売上高は表 1-5 の通りである。 
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表 1-5：2002 年度中国インテリア用織物の国別輸出量と輸出売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 米国 50,700,987 102,749,622 

2 欧州連合 54,825,700 64,528,514 

3 日本 43,536,464 47,017,458 

4 香港 19,678,430 22,520,618 

5 英国 12,088,252 17,501,476 

6 パナマ 10,820,218 15,076,611 

7 ドイツ 12,976,765 11,897,128 

8 オーストラリア 6,722,444 11,516,436 

9 アラブ首長国連邦 7,222,207 10,475,016 

10 イタリア 9,034,847 10,441,087 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

（2）販売規模 

①概要 

カーテンインテリア用品は繊維産業の三大製品分野の一つである家庭用繊維品

に区分される。中国は繊維大国として、その家庭用繊維品産業はここ数年比較的大

きな発展を遂げている。2002 年度の中国家庭用繊維産業の生産額(時価)は、全ての

データを集計して約 3,000 億元であり、2001 年度の 2,400 億元に比べて 25％の伸

び率、2002 年度の繊維三大類最終製品に占める比率は 23％である。ここ数年、カ

ーテンインテリア用品は繊維品市場における新たな売れ筋商品であって、繊維品販

売量の暦年の増大を推進する要因の一つとなっている。一般生地製カーテンから見

ると、1999 年の売上高は 1998 年に比べて 13％の伸び率を示し、2000 年度は 1999

年度に比べて 20％の伸び率を示している。 

 

②中国カーテン市場の需要状況 

経済成長が続き、対外開放が拡大されるに伴って、カーテンの各需要量も徐々に拡

大している。市民の新設住宅、新設ホテル、新設病院、学校、新建造車両、劇場等

が中国カーテン市場の主要需要者である(但し、中国国内市場のみ)。以下、中国カ

ーテン市場の主要需要者について、具体的に説明する。 

1)新設住宅 

 人々の居住環境が改善され、カーテン市場に対して新たな需要が生じている。

3LDK の住宅を例に取れば、キッチンとバス・トイレを除き、通常は 4組のカーテ

ンが必要である。1 組のカーテンはレースカーテンと布製カーテンとがセットに

なっており、通常新設住宅の天井の高さは約 2.7ｍ、カーテンの幅は 3ｍである。

もし床迄の長さのカーテンであるならば、最低でも約 2,000 元であり、高級カー

テンであれば、1 万元から数万元とその価格は様々である。建設部のデータによ

れば、2001 年度の中国都市部における新設住宅の面積は 5.40 億㎡であり、農村
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部の新設住宅面積は 7.40 億㎡、合計新設住宅は 12.8 億㎡であって、各世帯 120

㎡(一世帯 2～3 部屋)とすれば、新設住宅数は 1,067 万戸となる。よって、新設

住宅のカーテンに対する需要は非常に大きい。ここ数年の中国都市部・農村部の

新設住宅面積及び市民の住宅状況は表 1-6 の通りである。 

表 1-6：1999 年～2001 年度中国都市部・農村部の新設住宅面積及び市民の住宅状況 

年度 
都市部新設住宅

面積(億㎡) 

農村部新設住宅

面積(億㎡) 

都市部一人当り

の使用面積(㎡) 

農村部一人当り

の使用面積(㎡)

1999 年 5.59 8.34 14.2 23.3 

2000 年 5.48 7.97 14.9 24.2 

2001 年 5.40 7.40 15.3 25.7 

 

2)ホテル、ビジネスホテル、飲食店、公共娯楽施設 

 対外開放の拡大に伴い、旅行観光業も急速に発展し、中国のホテル、ビジネス

ホテル、飲食店、公共娯楽施設の数は常に増加、これらに使用されるカーテン・

インテリア製品の需要量も拡大している。通常、ホテルに使用されるカーテンは

生地や外観に対する要求が高く、使用されている品種も多様化している。現在高

級ホテルで使用されているカーテンの一部は依然として輸入品に依存しており、

中国の関連資料の分析によれば、高級ホテルで使用されている室内用繊維品の内、

輸入品のみの需要量だけ見た場合であってもその金額は 300 億元以上となってい

る。当然、輸入カーテン・インテリア製品の使用は、一部分に過ぎず、多くのビ

ジネスホテル、ホテルや公共施設等では国産のカーテンが使用されている。各ホ

テル、ビジネスホテル、レストラン、公共娯楽施設にて必要とされるカーテン・

インテリア製品の規格が異なる為、毎年のこれらホテルや施設の増加数に基づき、

カーテンの需要量の大小を見る以外にデータの収集は不可能である。現在中国全

国の星印を持つホテルを例に取れば、中国旅游局の統計データから、2001 年度の

中国の星印を持つホテルの数は 7,358 であり、2000 年度の 6,029 に比べて、1,329

が新規開店している。通常星印のホテルの部屋数は 100 部屋以上であるので、こ

れら新規開店したホテルのカーテンの需要量は膨大である。(1999 年以前の中国

旅游局の統計データは外国人向ホテルの数のみであり、星印を持つホテル数のデ

ータは無い。よって、1999 年以前の星印ホテルの数は不明である。) 

 

3)新設病院 

 病院の診察室、病室、救急室のカーテンに対する需要量も非常に大きい。病院

のカーテンの多くは地味な色のポリエステル綿合繊生地を使用しており、比較的

高級な病室の場合は、巻上式カーテンが使用されている。病院の救急室との隔離

用カーテンは通常白色のジョーゼット生地が使用されている。一般病院の各病室

には一組以上のカーテンが取り付けられており、カーテンの長さは約 2ｍ、幅は
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約 5ｍである。表 1-7 は、ここ数年の中国全国の衛生機関におけるベッド数の統

計データである。 

表 1-7：1999 年～2001 年度中国全国衛生機関ベッド数 

年度 合計 病院、衛生院 療養院、療養所 その他衛生機関

1999 年 315.9 292.8 9.8 13.2 

2000 年 317.7 294.8 9.7 13.2 

2001 年 320.1 297.6 9.5 13.0 

 

4)新設学校 

 学校の各教室には全てカーテンが取り付けられている。普通教室の大部分は藍

色のポリエステル綿、合繊生地のカーテンであり、電気化学教室や実験室の多く

は、遮光カーテンが使われている。一普通教室では、少なくとも 2組の長さ 2ｍ、

幅約 3ｍのカーテンが必要である。中国の毎年の新規開校数を通じて、新設学校

のカーテン需要量がほぼ予測出来る。表 1-8 は、ここ数年の中国の学校数である。

小学校と幼稚園は、一人っ子政策による就学児数の減少により統廃合され、近年

数が減少している。 

表 1-8：1999 年～2001 年度中国各種学校数（既存数） 

年度 普通高等学校 中等学校 普通中学 小学校 特殊教育学校 幼稚園 

1999 年 1,071 95,255 77,213 582,291 1,520 181,136 

2000 年 1,041 93,629 77,268 553,622 1,539 175,836 

2001 年 1,225 95,040 80,432 491,273 1,531 111,706 

 

5)新設旅客用車両 

 現在、中国の大部分の列車、公共交通機関車両(バス)には全てカーテンが取り

付けられている。一般的な列車、公共交通機関車両(バス)に使用されているのは、

地味な色のポリエステル綿類の化繊カーテンであり、やや高級な列車や公共交通

機関車両(バス)の場合、ここ数年流行しているのはナイロン垂直カーテン(その殆

どが藍色)である。但しこの種の垂直カーテンは一般のホテルやオフィスビルに使

用されている垂直カーテンとは異なり、アコーデオンタイプの一枚物であるので、

短冊状に分かれる事はなく、カーテンとしては開くか閉じるかのみが行えるタイプ

である。表 1-9 は、ここ数年の中国旅客用車両の台数を示したものである。 

表 1-9：1999 年～2001 年度中国旅客用車両の台数 

年度 旅客用車両(バス) 旅客用鉄道列車車両 

1999 年 424,900 台 1,778 台 

2000 年 577,900 3,244 

2001 年 720,700 3,273 
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6)映画館、劇場、その他文化施設 

 一般の映画館、劇場、文化会館の映写ホールで使用されている暗幕は全て黒色

や深紅の緞帳であり、これらの映画館や劇場等文化施設のカーテンの多くが遮光

用である。表 1-10 は、ここ数年の中国の芸術演芸ホール、文化会館の数を示し

たものである。 

表 1-10：1999 年～2001 年度中国芸術演芸ホール、文化会館数 

年度 中国の芸術演芸ホール 文化会館 

1999 年 1,911 2,905 

2000 年 1,912 2,907 

2001 年 1,854 2,852 

 

2.中国カーテン市場の主要品種の特性、価格帯、販売店、消費層 

（1）中国カーテン市場の主要品種等 

 中国カーテン市場の品種は雑多であり、通常はその外観や材質によって、基本的に

は以下の五大類に区分する事が出来る。但し、各大類のカーテンの生地と規格は異な

なるので、更に分けてゆけば数十から百種類以上の品種に区分される事となる。この

調査報告書では、市場でよく見かけるカーテンの品種とその特性、主たる販売店、消

費層について次頁以降の表 1-11 にまとめた。 

カーテンの五大類 

1 シート型短冊状カーテン(中文：百葉簾) 

2 垂直カーテン(中文：垂直簾) 

3 巻上型カーテン(中文：巻簾) 

4 厚手生地カーテン(中文：布簾) 

5 レースカーテン(中文：紗簾) 
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表 1-11：中国カーテン市場における主要品種一覧表 

№ 品名 材質 主要機能、特徴 用途 主要産地 購入場所 消費層 備考 

アルミ合金 ①柔軟で扱い易い 

②変形しにくい 

③熱遮断性、太陽光

に焼けにくい、紫

外線遮断性 

④防塵、遮光性 

⑤蚊やハエに強い 

家庭内のベラン

ダ、居間、台所、

バスルーム等 

国内：上海、天津。

海外：オランダ、

日本、マレーシア

等。 

普通のカーテン

小売店。大型家具

インテリア用品

店や生地小売店 

中間層からやや

高めの層 

 

木材 ①熱遮断性 

②防塵性 

③防虫性 

④紫外線遮断性 

事務所、家庭内の

書斎、居間、ベラ

ンダ、台所 

国内：上海、浙江、

広東、天津等。 

高級カーテン・生

地小売店、大型家

具インテリア用

品店 

中間層からやや

高めの層 

 

1 シート型短冊状

カーテン 

PVC ①柔軟で扱い易く、

不変性有り 

②防腐食性、防湿、

静電気防止 

③洗いやすく、メン

テナンスし易い、

耐久性有り 

家庭内の居間、客

間、寝室、バスル

ーム、台所。 

事務所や会議室。

国内：広東、浙江

等。 

－ － 現在上海のカー

テン市場では余

り見られない製

品である。 

2 シート型ロール

状カーテン 

無織布 ①柔軟で扱い易く、

不変性有り 

②圧着後しわにな

らない 

③耐久性有り 

④昼夜兼用 

特に寝室に向く 国内：上海(中外

合弁)。 

海外：オランダ。

高級専門カーテ

ン生地・インテリ

ア用品店 

やや高い層 新品種に属する

製品。 

(次頁に続く) 
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№ 品名 材質 主要機能、特徴 用途 主要産地 購入場所 消費層 備考 

3 垂直カーテン ①綿 100％ 

②ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

③ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ綿混

④PVC 

⑤ナイロン 

①日除け、遮光 

②防塵 

③輻射防止 

床迄の門扉用カ

ーテン向。又部屋

の間仕切り用と

しても可。通常は

事務所、会議室、

ホテル、各家庭の

客間、観光バスの

カーテンに使用 

国内：上海、江蘇

省、浙江省、広東

省 

海外：オランダ、

日本 

一般の生地販売

店、高級なインテ

リア用生地販売

専門店 

一般～高級消費

者層 

 

4 編製巻上カーテ

ン 

①竹 

②木 

③麻 

①カビや虫の巣が

発生し易い 

②損壊し易い 

③日除け、遮光、通

気通風が良い 

ホテル、会議室、

各家庭の客間、書

斎、茶室、ベラン

ダに使用 

国内：上海、江蘇

省 

海外：無 

専門のインテリ

ア生地販売店、大

型家具インテリ

ア用品店 

一般消費者層  

5 ロールカーテン ①化繊 

②紙素材 

③PVC 

④綿布 

⑤不織布 

①遮光、日焼け防止

②防塵 

③装飾用(目隠用) 

主としてホテル

の客室、事務所に

使用 

国内：上海等 

海外：ドイツ、イ

ンド、韓国等 

一 般 の カ ー テ

ン・インテリア用

品店、大型家具イ

ンテリア用品店

及び生地店 

一般消費者層  

6 生 地カーテン

(色織物、ジャカ

ード織物、プリ

ント織物) 

①化繊 

②綿 100％ 

③亜麻 

①遮光、日焼け止め

②ドレープ性有り 

③立体感有り 

各家庭やホテル

の寝室、学校の教

室、病院用カーテ

ンに使用 

国内：上海、杭州、

広東省等 

海外：欧州連合、

スペイン、韓国、

インド等 

一般の生地店、大

型家具インテリ

ア用品店 

一般消費者層か

ら高級消費者層

迄 

一部ドイツより

輸入されたジャ

カード生地カー

テンは難燃性生

地を使用 

(次頁に続く) 
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№ 品名 材質 主要機能、特徴 用途等 主要産地 購入場所 消費層 備考 

7 生 地カーテン

(刺繍生地、浮き

彫り生地) 

①生地：白生地

レース、韓国

シルク、綿

100％等 

②刺繍：カシミ

ア、シルク糸

等 

①模様が躍動的で

立体感有り 

②全体的に生地が

すっきりしてい

てドレープ性有

り 

各家庭のリビン

グルームやホテ

ルの寝室、ホール

国内：杭州等 

海外：韓国 

一般生地店、高級

生地店、大型家具

インテリア用品

店 

やや高級な消費

者層 

 

8 ブラインド式カ

ーテン 

①綿 100％ 

②混紡 

③化繊 

①遮光、日焼け止め

②防塵 

①寝室：綿、麻 

②ホール、レスト

ラン：化繊、

ポリエステル

麻混紡等厚手

織物 

③書斎、茶室：ポ

リエステル綿

織物 

国内：上海 

海外：インド、ポ

ーランド、日本等

一般生地店、高級

生地店、大型家具

インテリア用品

店 

一般消費者層か

ら高級消費者層

迄 

 

9 レースカーテン 

(染色、プリン

ト、ジャカード、

刺繍、横編) 

①化繊 

②シルク 100％

①やや光を通す 

②装飾用(目隠用) 

各種居室の窓に

使用。二重カーテ

ンにする場合、使

用される事が多

い 

国内：上海、浙江

省、広東省 

海外：欧州連合、

トルコ、ドイツ、

イタリア等 

一般生地店、高級

生地店、大型家具

インテリア用品

店 

一般消費者層か

ら高級消費者層

迄 

シルク 100％の

製品の価格は非

常に高額である

ので、高級消費者

層向 

10 ロール巻上式蚊

帳用スクリーン 

①化繊原料 

②ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

①蚊、蝿防止 

②耐久性有り 

③洗浄に便利 

④通風、通気性有り

通常各家庭の居

室に使用。ガラス

窓の内側に設置

される 

国内：河北省、上

海、江蘇省、浙江

省等 

大型生地店、一部

大型家具インテ

リア用品店 

一般消費者層か

ら高級消費者層

迄 

 

(次頁に続く) 
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№ 品名 材質 主要機能、特徴 用途等 主要産地 購入場所 消費層 備考 

11 目隠し用スクリ

ーン 

①化繊原料 

②ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ 

①蚊、蝿防止 

②耐久性有り 

③洗浄に便利 

④通風、通気性有り

通常各家庭の居

室に使用。ガラス

窓の内側、窓枠と

の間に設置され

る 

国内：河北省、上

海、江蘇省、浙江

省等 

大型生地店、一部

大型家具インテ

リア用品店 

  

12 帆生地日除けテ

ント 

①デニム 

②帆生地 

①耐久性有り 

②日除け、雨除け 

通りに面した商

店の軒下、各家庭

の門窓、観光バ

ス、風致地区、運

動場・体育館等の

テント、カラーパ

ラソル、屋根用テ

ント、カラーフラ

ッグの生地とし

て使用。 

国内：広東省、浙

江省 

通常は生産企業

に直接発注して

購入する。一般の

生地店や大型家

具インテリア用

品店、家庭用用品

店ではなかなか

買えない 

一般消費者層 現在上海市場で

は半製品生地は

殆ど売ってない 

13 プリント、無地

シャワーカーテ

ン 

①PEVA 

②ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ防水層 

③ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ防水生地 

④ﾀﾌﾀ防水層塗布 

⑤PVC 

①防水 

②洗浄に便利 

各家庭のバス・ト

イレ 

国内：上海、浙江

省、山東省等 

海外：トルコ、台

湾等 

一般のスーパー

マーケット、大型

スーパーマーケ

ット、大型ショッ

ピングセンター、

一部大型家具イ

ンテリア用品店 

一般消費者層 PVC 生地の製品

は殆ど PEVA 生地

の製品に淘汰さ

れている 

14 銀アルミ裏遮光

カーテン 

表：化繊 

裏：銀色遮光素材 

①完全遮光 光線を入れない

部屋に使用 

輸入品 一部大型家具イ

ンテリア用品店、

カーテン専売店、

国内代理店 

やや高級な消費

者層 

一般家庭の使用

は少ない 
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（2）中国カーテン市場の主要品種の価格帯 

 中国カーテン市場における主要品種の価格帯については、表 1-12 にまとめた。 

 現在、市場でよく見られる特殊機能を持ったカーテンは主として、遮光、抗菌、耐

熱の 3種類である。これらのカーテンの価格は通常のカーテンに比べて約 10～20％高

い。しかもその大部分のプロセス加工は海外から導入されたものであるので、技術的

には充分に成熟していない。 

表 1-12：中国カーテン市場における主要品種の価格一覧表 

№ 品名 規格 参考価格 

純国産 20～190 元/㎡ 

国産：合弁 180～400 元/㎡ 

幅 16mm／単色 

輸入品 280～900 元/㎡ 

純国産 20～190 元/㎡ 

国産：合弁 120～300 元/㎡ 

幅 25mm／単色 

輸入品 210～800 元/㎡ 

純国産 40～200 元/㎡ 

国産：合弁 240～500 元/㎡ 

幅 16mm／模様入り 

輸入品 300～1000 元/㎡ 

純国産 40～200 元/㎡ 

国産：合弁 180～400 元/㎡ 

幅 25mm／模様入り 

輸入品 200～1000 元/㎡ 

半製品 

幅 25mm／ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ 国産：合弁 210 元/㎡ 

幅 25mm/単色 100*175cm 輸入品 129 元/幅 

1 アルミ合金シ

ート型短冊状

カーテン 

完成品 

幅 25mm/単色 140*175cm 輸入品 169 元/幅 

2”布巻(欅仕様仕上) 国産：合弁 380～440 元/㎡ 

2”縄巻(欅仕様仕上) 国産：合弁 320～380 元/㎡ 

半製品 

1”布巻(欅仕様仕上) 国産：合弁 250 元/㎡ 

幅 35mm60*170cm(ﾑｸｹﾞ) 純国産 199 元/幅 

幅 35mm100*170cm(ﾑｸｹﾞ) 純国産 299 元/幅 

幅 35mm80*170cm(欅仕様仕上) 純国産 239 元/幅 

幅 35mm120*170cm(欅仕様仕上) 純国産 349 元/幅 

2 木製シート型

短冊状カーテ

ン 

完成品 

幅 35mm140*170cm(欅仕様仕上) 純国産 379 元/幅 

一色(不織布) 純国産、合弁製 700～1030 元/㎡ 3 アコーデオン

型カーテン 

半製品 

二色昼夜型(不織布) 国産：合弁 1100～1300 元/㎡

(次頁に続く) 
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№ 品名 規格 参考価格 

幅 55mm(PVC) 純国産 130 元/㎡ 

幅 74mm(PVC) 純国産 160 元/㎡ 

幅：各種規格(PVC) 輸入品 460～990 元/㎡ 

半製品 

幅 55mm(ナイロン) 国産：合弁 270 元/㎡ 

幅 28mm/カラー90*250cm 

(透明プラスチック) 

輸入品 129 元/幅 

4 垂直カーテン 

完成品 

幅 55mm100*225cm 

(パイル生地) 

輸入品 199 元/幅 

麻巻上カーテン 純国産 250 元/㎡ 

純国産 120～130 元/㎡ 

半製品 

竹巻上カーテン 

国産：合弁 250 元/㎡ 

60*180cm 竹巻上カーテン 純国産 19 元/幅 

80*180cm 竹巻上カーテン 純国産 25 元/幅 

100*180cm 竹巻上カーテン 純国産 29 元/幅 

120*180cm 竹巻上カーテン 純国産 39 元/幅 

5 編生地カーテ

ン 

完成品 

140*180cm 竹巻上カーテン 純国産 49 元/幅 

純国産 120～180 元/㎡ 幅 1.8～2.8m(PVC) 

輸入品 158～840 元/㎡ 

純国産 140～200 元/㎡ 幅 1.8～2.8m 弾性型(PVC) 

輸入品 178～860 元/㎡ 

幅 1.8～2.8m(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ) 輸入品 500～800 元/㎡ 

幅 1.8～2.8m 弾性型(〃) 輸入品 610～800 元/㎡ 

幅 2.0/2.3(紙質) 純国産 130 元/㎡ 

幅 2.0/2.3 弾性型(紙質) 純国産 150 元/㎡ 

幅 2.0m(不織布) 純国産 150 元/㎡ 

半製品 

幅 2.0m 弾性型(不織布) 純国産 170 元/㎡ 

60*195cm 地味色(綿布) 輸入品 49 元/幅 

120*195cm 地味色(綿布) 輸入品 79 元/幅 

140*195cm 地味色(綿布) 輸入品 89 元/幅 

100*170cm 地味色(綿布)薄手 輸入品 99 元/幅 

120*170cm 地味色(綿布)薄手 輸入品 119 元/幅 

80*170cm ジャカード(綿布) 輸入品 149 元/幅 

6 ロールカーテ

ン 

完成品 

120*170cm ジャカード(綿布) 輸入品 199 元/幅 

幅 0.8～2.3m(綿、合繊)薄手 純国産 10～25 元/m 

幅 1.4～1.5m(綿) 輸入品 19～480 元/m 

幅 1.5m(亜麻)薄手 輸入品 59 元/m 

7 色布織物カー

テン 

半製品 

幅 2.8m(麻)厚手 輸入品 1600 元/m 

(次頁に続く) 
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№ 品名 規格 参考価格 

ｶｰﾃﾝ 145*265cm(綿)薄手 純国産 69 元/組 

ｶｰﾃﾝ 145*300cm(綿)薄手 輸入品 499 元/組 

7 色布織物カー

テン 

完成品 

ｶｰﾃﾝ 145*300cm(亜麻) 輸入品 699 元/組 

純国産 25～78 元/m 1.4～1.8m(化繊) 

輸入品 29～128 元/m 

純国産 78～128 元/m 2.8～3.2m(化繊)厚手 

輸入品 178～1000 元/m 

純国産 25～78 元/m 1.4～1.8m(綿) 

輸入品 29～1000 元/m 

純国産 78～128 元/m 

8 ジャカード生

地カーテン 

半製品 

2.8～3.2m(綿)厚手 

輸入品 300～1200 元/m 

純国産 12～78 元/m 1.4～1.6m(化繊) 

輸入品 29～128 元/m 

純国産 20～128 元/m 2.8～3.2m(化繊) 

輸入品 49～298 元/m 

純国産 15～78 元/m 1.4～1.6m(綿) 

輸入品 29～178 元/m 

純国産 25～128 元/m 2.8～3.2m(綿) 

輸入品 49～298 元/m 

半製品 

1.4m(難燃性生地)厚手 輸入品(独) 300～500 元/m 

9 プリント生地

カーテン 

完成品 ｶｰﾃﾝ 145*225cm(綿) 純国産 129 元/組 

1.6m(綿刺繍 純国産 25～60 元/m 半製品 

1.4(韓国糸刺繍) 輸入品 400～500 元/m 

120*225cm(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ刺繍) 純国産 149 元/幅 

10 刺繍・浮き彫り

生地カーテン 

完成品 

ｶｰﾃﾝ 75*225cm(綿浮き彫り) 純国産 69 元/組 

半製品 プリント綿生地 

長方形／扇型(厚手) 

 40～50 元/㎡ 

＋100元の部品代

60*170cm 地味色綿生地 

長方形(厚手) 

輸入品 89～99 元/幅 

100*170cm 地味色綿生地 

長方形(厚手) 

輸入品 139～149 元/幅 

120*170cm 地味色綿生地 

長方形(厚手) 

輸入品 159～169 元/幅 

11 ブラインド式

カーテン 

(中文：羅馬簾) 完成品 

140*170cm 地味色綿生地 

長方形(厚手) 

輸入品 179～189 元/幅 

(次頁に続く) 
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№ 品名 規格 参考価格 

純国産 39～49 元/m 幅 1.4～1.6(化繊) 

輸入品 59～69 元/m 

純国産 108～138 元/m 幅 2.8～3.2(化繊) 

輸入品 200～300 元/m 

純国産 300～400 元/m 

12 染色レースカ

ーテン 

半製品 

幅 2.8～3.3(シルク) 

輸入品 490～750 元/m 

純国産 39～49 元/m 幅 1.4～1.6m(化繊) 

輸入品 49～59 元/m 

純国産 108～138 元/m 幅 2.8～3.2m(化繊) 

輸入品 200～300 元/m 

純国産 300～400 元/m 

半製品 

幅 2.8～3.3(シルク) 

輸入品 490～750 元/m 

13 プリントレー

スカーテン 

完成品 ｶｰﾃﾝ 145*225cm(ナイロン) 輸入品 299 元/組 

120*225cm(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ刺繍) 純国産 149 元/幅 14 ｼﾞｬｶｰﾄﾞ、刺繍

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 

完成品 

ｶｰﾃﾝ 145*300cm(ﾅｲﾛﾝｼﾞｬｶｰﾄﾞ) 輸入品 499 元/組 

15 横編ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 半製品 幅 1.35～1.6m(シルク) 輸入品 695～800 元/m 

16 網戸型ｽｸﾘｰﾝ 半製品 化繊 純国産 200～300 元/㎡ 

160*180cm、180*180cm、 

240*180cm(PEVA) 

純国産 10～50 元/幅 

180*200cm(PEVA) 輸入品 17～79 元/幅 

180*180cm(PVC) 純国産 10～20 元/幅 

160*180cm、200*180cm、 

240*180cm(タフタ、ポリエス

テル防水生地) 

純国産 30～50 元/幅 

17 シャワーカー

テン 

完成品 

180*200cm(ポリエステル塗膜

防水層) 

輸入品 169 元/幅 

18 銀アルミ裏遮

光カーテン 

半製品 － 輸入品 1000 元/㎡以上 

19 帆生地テント 小売市場での販売や半製品の販売は非常に少なく、通常は購入者が直接

生産企業に発注して購入する。 

備考：上記表の価格は 2003 年 7 月、上海市の一部小売商店における販売価格である。 
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3.中国カーテン市場の輸入状況 

（1）中国カーテン市場の輸入量 

 中国税関の統計資料によれば、2002 年度の中国の輸入カーテン、緞帳の総量は 19

万 6,000 組であり、輸入額は 231 万 2,000 米ドルである。各種カーテンの輸入量と

輸入額は表 1-13 の通りである。 

表 1-13：2002 年度中国各種カーテン、インテリア用織物の輸入状況 

製品名称 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

カーテン 196,620 2,311,780 

綿生地カーテン 47,033 594,110 

ニットカーテン 21,551 309,436  

綾織カーテン 25,482 284,674 

合繊生地カーテン 70,850 1,209,584 

ニットカーテン 57,919 384,156 

 

 

綾織カーテン 12,931 825,428 

インテリア用織物 768,755 1,668,937 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

（2）中国カーテン市場の主要輸入国と輸入売上高 

①国別輸入量と輸入売上高 

 中国カーテンの国別輸入量と輸入売上高は表 1-14 の通りである。尚、日本のカ

ーテンも中国市場に輸入されているが、そのシェアは少なく、2002 年度の実績は、

輸入量 3,131 組、合計輸入額 64,217 米ドルで、第 15 位であった。 

表 1-14：2002 年度中国各種カーテンの国別輸入量と輸入売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 欧州連合 27,113 828,780 

2 香港 40,851 447,844 

3 台湾省 63,498 243,344 

4 ドイツ 3,784 212,719 

5 デンマーク 17,831 198,055 

6 イタリア 1,098 177,748 

7 インド 14,692 155,815 

8 韓国 1,005 134,410 

9 トルコ 3,850 130,227 

10 フランス 1,121 106,830 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 
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②綿生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高 

 中国綿生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高は表 1-15 の通りである。尚、2002

年度の日本からの輸入実績は、輸入量 66 組、合計輸入額 1,542 米ドルで、第 18

位であった。 

表 1-15：2002 年度中国綿生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 欧州連合 19,651 260,454 

2 デンマーク 16,982 177,008 

3 インド 14,692 155,815 

4 トルコ 1,697 51,265 

5 ドイツ 377 50,174 

6 パキスタン 3,511 40,378 

7 チェコスロバキア 2,430 23,272 

8 アメリカ 65 17,302 

9 東欧諸国連合 380 13,816 

10 スイス 1,434 11,260 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 

 

③合繊生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高 

 中国合繊生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高は表 1-16 の通りである。 

表 1-16：2002 年度中国合繊生地カーテンの国別輸入量と輸入売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 香港 1,100 431,928 

2 欧州連合 3,734 264,401 

3 台湾省 57,971 218,931 

4 韓国 669 123,690 

5 フランス 859 100,955 

6 トルコ 910 71,731 

7 ドイツ 2,356 70,408 

8 スイス 394 62,832 

9 日本 2,638 56,784 

10 米国 1,747 25,288 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 
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④インテリア用織物の国別輸入量と輸入売上高 

 中国インテリア用織物の国別輸入量と輸入売上高は表 1-17 の通りである。尚、

2002 年度の日本からの輸入実績は、輸入量 262,500 組、合計輸入額 53,454 米ドル

で、第 11 位であった。 

表 1-17：2002 年度中国インテリア用織物の国別輸入量と輸入売上高 

№ 国名、地域名 輸出量(組) 輸出額(米ドル) 

1 韓国 183,711 656,139 

2 欧州連合 37,936 315,578 

3 インド 35,816 241,272 

4 スペイン 5,061 89,977 

5 イタリア 21,076 72,301 

6 東欧諸国連合 60,415 72,289 

7 英国 1,643 67,232 

8 パキスタン 2,402 55,892 

9 リトアニア 2,208 55,643 

10 香港 137,837 53,881 

出典：2002 年度の税関統計データを整理して作成した。 
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第 2章 中国カーテン市場の販売流通状況 
 

1.各種製品の販売ルート 

 現在、中国のカーテン製品の販売ルートは基本的には以下の３ルートである。 

(1) カーテン製品生産企業が低廉安価にて卸売業者に売り渡し、卸売業者より小売業者に

販売され、その後、最終消費者に販売される方法。普通のシート型短冊状カーテンや

巻上カーテン、垂直カーテン、やや高級な厚手カーテン、シャワーカーテン、目隠し

用カーテン等は通常この方法にて販売されている。 

 

 

 

 

 

 

最終消費者 

小売業者 

(布製品販売店、

家具ｲﾝﾃﾘｱ用品店)

卸売業者 

(貿易公司、

軽貿市場) 

生産企業 

(2) 最終消費者が直接卸売業者(通常は軽貿市場)でカーテンを購入する方法。この方法で

カーテンを購入した場合、やや安価ではあるが、品質的にはやや劣っている。 

 

 

 

 

 

 

最終消費者 

卸売業者 

(貿易公司、

軽貿市場) 

生産企業 

(3) 大量にカーテンを購入する場合、最終消費者(通常は会社、企業)が直接生産企業と連

絡を取って、工場出荷価格にてその会社や企業に適したカーテン製品を購入する方法。

コントラクト向けでは、施主、工事請負業者、店子の間で、契約で費用の負担者を決

定する。その際、カーテンなど商品選定において最も影響力があるのは施主であるこ

とが多い。 

 

 

 

 

最終消費者 生産企業 

2.主要小売店の特徴 

 一般の消費者は通常比較的大きな家具インテリア用品店や生地加工販売店で必要なカ

ーテンを購入するが(例えば、スェーデンの IKEA や上海の欧亜壁布時尚広場等)、その中

でも若い世代の消費者は、外資系家具インテリア用品店(例えば、スェーデンの IKEA)で

カーテンを購入する場合が多い。若い世代の消費者にとっては、外資系の家具インテリ

ア用品店の商品が更にお洒落で流行の先端を行くデザインと認識しているからである。
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高収入層の消費者は、更に高級な家具インテリア用品店や生地加工店でカーテンを購入

する事になる(例えば、上海の匯多利布芸等)。これに反して、学校、病院、劇場等にて

使用されるカーテンは、特に特殊な規格や特殊な機能である遮光カーテン等は、通常直

接生産企業に発注して購入される。 

 家庭用の日除け用テントは、通常は不動産業者が建物を建築すると同時に据付を完了

するか或いは消費者が商品を購入した時に、販売業者が無料で提供する(例：エアコンを

購入した場合、室外機用のテントを無償で商品に付ける)。商業用テントや日除け用パラ

ソルも通常は販売業者が直接生産企業に発注し、生産企業が人を派遣して据付を行い、

小売市場に完成品や半製品のテントが売られているケースは非常に稀である。 

 シャワーカーテンは通常一般のスーパーマーケットや大型ショッピングセンターで販

売されている。 
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第 3章 中国の各種カーテンの主要生産企業 
 

1.中国各種カーテン主要生産企業 

(1)シート型短冊状カーテン生産企業(5社) 

①哈爾濱市興華木業有限責任公司 

住所 黒龍江省哈爾濱市平房区平新路 郵便番号 150066 

電話番号 0451-86519807 FAX 番号 0451-86519854 

責任者 張 喜安 

企業概況 ①黒龍江省における最大規模の新興木材加工企業である。 

②用地面積 108,000 ㎡、工場建物面積 40,000 ㎡。 

③主として各種集積材、猫柳の木製シート型短冊状カーテン、シート型短

冊状カーテンの半製品等、木製品を生産。 

 

②黒龍江省海林林業局装飾材料厰 

住所 黒龍江省海林市解放路 88 号 郵便番号 157100 

電話番号 0453－7324205 FAX 番号 0453－7327965 

責任者 曹 躍偉 

企業概況 ①工場用地面積 83,000 ㎡。現有従業員数 1,080 名。 

②主として木製シート型短冊状カーテン、本木床板、引出板、食卓、木製

門扉、家具を生産し販売している。その製品の一部は米国、日本、欧州

に輸出され、年間輸出売上高は 1,000 万米ドルである。 

③2002 年 ISO9001 国際品質体系認証を取得。主要顧客は IKEA である。 

 

③安徽宝傑塑料有限公司 

住所 安徽省績渓県華陽鎮石門里 31 号 郵便番号 245300 

電話番号 0563－8151000 FAX 番号 0563－8162386 

責任者 林 少明 

企業概況 ①シート型短冊状カーテン、巻上カーテン、庭園用柵等、プラスチック製

品を専門に生産販売する中外合弁企業であり、1990 年に設立された。

②現在の従業員数は 100 名である。 

③混合、造粒、短冊押出機、自動織機等各種専用機械は 70 台以上保有す

る。 

④シート型短冊状カーテン、巻上カーテン等の製品の月産量は 50 万㎡で

ある。 
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④東威実業有限公司 

住所 広東省深圳市羅湖区禾塘光 52 号 郵便番号 518001 

電話番号 0755－25710920 FAX 番号 0755－26344491 

責任者 楊 思 

企業概況 中外合弁企業であり、主としてアルミシート型短冊上カーテン、竹カー

テン、PVC/合繊垂直カーテン、PVC シート型短冊状カーテン、カーテン用

備品類、各種家具インテリア用品、事務用品、室内外日用道具、家庭用イ

ンテリア用品を生産している。 

 

⑤杭州生生竹木工芸有限公司 

住所 杭州市余杭区百丈鎮街道 郵便番号 311118 

電話番号 0571－88561888 FAX 番号 0571－88563998 

責任者 陳 建火 

企業概況 ①この会社の前進は杭州余杭竹制工芸厰で 1983 年に設立された。 

②20 数年来専門に各種竹制すだれ、カーテン、竹制納涼ゴザ、竹製座布団、

食卓用シート、竹製砂浜用ベッド、座椅子等の竹シリーズ製品を生産し

ている。 

③現在更に竹ジャカードカーテン、竹シート型短冊状カーテン、木製シー

ト型短冊状カーテン等を開発しており、その製品の 80％は日本、米国、

オーストラリア、ドイツ、フランス等中数ヶ国及び香港、マカオ地区に

輸出されている。 

 

 

(2)垂直カーテン生産企業(5社) 

①常州常利窓簾有限公司(中外合弁企業) 

住所 江蘇省常州市釆菱路 49 号 郵便番号 213004 

電話番号 0519－8827427 FAX 番号 0519－8827427 

責任者 ― 

企業概況 ①国際的先進設備一式を導入して、PVC 垂直回転シート型短冊状カーテン

及びカーテンレール、備品類等を専門に生産している。 

②製品は米国、欧州及び国内の殆どの地域で販売されており、上記カーテ

ン及びカーテンレール月産 150 万ｍの能力を保有している。使用してい

る原料はハイテク技術による PVC 改性原料である。 

③既に ISO14001 認証を取得済。 
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②上海名成装飾材料有限公司 

住所 上海市延安西路 889 号太平洋企業中心 708 室 郵便番号 200050 

電話番号 021－57631118 FAX 番号 021－57631922 

責任者 陳 小姐 

企業概況 ①この会社が所属している｢名成集団｣は中国国内最大のカーテン生産企

業である。 

②主として｢名成｣ブランドのカーテンの構造と伝動部品類の研究開発生

産に従事して、巻上カーテン、シート型短冊状カーテン、アコーデオン

型カーテン、ハニービー型カーテン、テント式カーテン、布製カーテン

レール等 7シリーズの製品を主として生産している。 

 

③紹興市西大門紡織装飾品有限公司 

住所 浙江省紹興市西郭門外公鉄立交橋下 郵便番号 312000 

電話番号 0575－5164668 FAX 番号 0575－5161572 

責任者 柳 慶華 

企業概況 ①1989 年に設立された中級・高級カーテン・インテリア用品(巻上カーテ

ン、垂直カーテン生地)を専門に生産し、各種中高級塗装加工を専業と

する企業である。 

②その製品はロシア、スェーデン、デンマーク、シンガポール、インドネ

シア等の国に輸出されている。 

 

④広州市聯泰装飾材料有限公司 

住所 広東省広州市環市東路 371－375 号 

世貿大厦南塔 1311 

郵便番号 510095 

電話番号 020－87781098 FAX 番号 020－87764218 

責任者 ― 

企業概況 マカオ・香港との合弁企業であり、巻上カーテン、垂直カーテン、アコ

ーデオン型カーテン、光線遮断カーテン、布地カーテン、天幕等を生産し

ている。 

 

⑤江陰岳亜窓聯飾有限公司 

住所 江蘇省江陰市江陰璜塘鎮 郵便番号 214000 

電話番号 0510－6537758 FAX 番号 0510－6537768 

責任者 潘 岳明 

企業概況 ①巻上カーテン、垂直カーテン、布地カーテン、木製カーテン、竹製カー

テンの 5大シリーズ製品を主として生産している。 

②カーテン・インテリア用品完成品生産ラインを複数保有している。 

③主要製品は、カーテン、垂直カーテン、巻上カーテン、シート型短冊状

カーテン、布地カーテン、編織カーテン、カーテンレールである。 
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(3)巻上カーテン生産企業(5社) 

①寧波市嘉怡窓装飾有限公司 

住所 
浙江省寧波市柯橋鎮中国軽紡城北二区二楼 

14－15－16 号 
郵便番号 312030 

電話番号 0575－4127101 FAX 番号 0575－4127101 

責任者 陳 徳寛 

企業概況 ①この会社はカーテン・ンテリア用品の開発、生産、経営が一体化された

総合的なカーテン・インテリア用品企業である。 

②主として日本式スプリングロールカーテン、遮光垂直カーテン、緞帳型

カーテン及び豪華な窓枠レール等を生産している。 

 

②太倉同心窓飾有限公司 

住所 江蘇省太倉市瀏家鎮飛馬路 688 号 郵便番号 215400 

電話番号 0512－53640826 FAX 番号 0512－53640825 

責任者 翁 秋華 

企業概況 ①台湾、オーストラリア等の個人と中国人とが一緒になって設立された企

業。 

②天然素材を原料として編織カーテンを専門に生産している。 

③主要製品としては、アコーデオン型カーテン、巻上カーテン、アコーデ

オンカーテン、シート型短冊状カーテンである。 

 

③紹興県恒豊窓飾制品有限公司 

住所 浙江省紹興市紹興県柯岩街道弁事処対面 郵便番号 312030 

電話番号 0575－4293948 FAX 番号 0575－4293226 

責任者 章 篠龍 

企業概況 ①巻上カーテンの専門生産企業であり、エンジニアリング素材や部品類の

生産企業でもある。 

②完成品生産ライン一式を保有し、素材は日本より導入したウォータージ

ェット織機により生産している。 

③染色、プリント、塗装加工は全て国際的先進水準の技術により作業して

いる。 

 

 24



 

④紹興県永順窓飾材料有限公司 

住所 浙江省紹興市柯北工業区柯北大道 郵便番号 312080 

電話番号 0575－5642338 FAX 番号 0575－5642339 

責任者 胡 暁萍 

企業概況 ①各種高級から低級の垂直カーテン、巻上カーテン、その関連備品類を生

産する総合的大型私営企業である。 

②製品は主として中国全国各地及び欧米、ベトナム等の国家で販売されて

いる。 

③現在の月産量は 3,000 万ｍであり、色物シリーズ、プリントシリーズ、

ジャカードシリーズの製品があり、機能も多様化して、ロマンチックシ

リーズ、防水防塵シリーズ、遮光紫外線防止シリーズ、難燃シリーズ等

の製品がある。 

 

⑤上海怡銘印花制品有限公司 

住所 
上海市嘉定区安亭鎮外青松公路 1002 号 

(九号橋) 
郵便番号 201107 

電話番号 021－59563137 FAX 番号 021－59563639 

責任者 方 立忠 

企業概況 ①プリント製品及び模様のデザイン開発を専門に行っている。 

②会社本部は上海市閔行区にあり、閔行区と安亭鎮に工場を持っている。

③主としてポリエステル、合繊素材等のプリント加工に従事。 

④主要製品は、ソファ用生地、ベッドシーツ用生地、プリントカーテン生

地、巻上カーテン、プリント生地、バック用プリント生地等である。 

 

 (4)厚手カーテン(5社) 

①通州市姜灶鎮紅芸床上用品厰 

住所 
江蘇省通州市姜灶三圩埭村 26 組 

(張姜工業区内) 
郵便番号 226315 

電話番号 0513－6331963 FAX 番号 0513－6331500 

責任者 樊 勇 

企業概況 ①各種ベッド用品、カーテンの生産に従事する老舗工場である。 

②製品は中国国内に販売される外、南米、西欧、東欧、中近東の国々で販

売されている。 
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②杭州風長花色紗有限公司 

住所 
浙江省杭州市余杭区仁和鎮雲会柵 

庄橋工業区 50 号 
郵便番号 311107 

電話番号 0571－86336298 FAX 番号 0571－86336508 

責任者 孫 文良 

企業概況 ①ジャカード模様入りインテリア用生地、中高級ソファ用生地、カーテン

生地、色織物、プリント、染色等シリーズ製品を主として生産している。

②色やデザインが揃っており、その製品は欧米、中近東、東南アジア諸国

にも輸出されている。 

 

③杭州曙光布芸織造有限公司 

住所 浙江省杭州市余杭区仁和鎮雲会西南山 郵便番号 311107 

電話番号 0571－86330723 FAX 番号 0571－86330487 

責任者 陳 偉立 

企業概況 ①主として各種品質の優れた生地を生産している。例えば、ソファ用生地、

カーテン用生地、家庭用小物生地、ベッド用品用生地、OA 家具用塗層

加工生地等である。 

②現在各種シャトルジャカードﾞ用織機 100 台、ドルビー織機 30 台を保有

し、製品の規格は 150cm と 280cm であり、年間生産量は 200 万ｍ余りで

ある。 

③その製品は欧米、日本、台湾等にも輸出されている。 

 

④紹興県楚龍布有限公司 

住所 浙江省紹興市柯橋軽紡城北三区 3楼 588-589 号 郵便番号 312030 

電話番号 0575－4513591 FAX 番号 0575－4112205 

責任者 李 勇 

企業概況 ①主要製品は、刺繍生地カーテン、レース生地カーテン、巻上カーテン、

浴室用カーテン、竹製カーテン、テーブルクロス、ベッド用品等である。

②又、プリント生地カーテン、刺繍生地等も扱い、生産と販売が一体化さ

れた私営企業である。 

③その製品は中国全国各地にて販売されている外、欧米、中近東、アフリ

カ等の諸国や地区にも輸出されている。 

 

⑤臨沂市新豪門布芸有限公司 

住所 山東省臨沂市青年路 31－32 号 郵便番号 276002 

電話番号 0539－8227390 FAX 番号 0539－8233329 

責任者 程 健 

企業概況 ①1989 年に設立された主としての布製カーテン(ジャカード、刺繍生地)、

｢花花公子｣シリーズの寝装用品、｢華倫天奴｣シリーズの寝装用品、亜麻

製納涼ゴザ等の製品を生産している企業である。 

②そのカーテン製品のデザインは 1,000 種類以上ある。 
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(5)レースカーテン生産企業(5社) 

①淄博市周村永聯服装厰 

住所 山東省淄博市周村絲綢路 47 号 郵便番号 255300 

電話番号 0533－6183896 FAX 番号 0533－6183896 

責任者 張 連軍 

企業概況 ①現有従業員数 200 名余り、専門設計人員 10 名。 

②主要製品はカーテン、レースカーテン、テーブルクロス、敷物、ベッド

用品であり、各種色・デザインのポリエステル綿混紡生地、ポリエステ

ル 100％ジャカード生地を生産している。 

③その製品は米国、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア各国

にも輸出され、年間輸出売上高は約 1,500 万元である。 

 

②杭州芸龍紡織装飾品有限公司 

住所 浙江省杭州市余杭区臨平鎮東湖北路 41 号 郵便番号 311100 

電話番号 0571－86138014 FAX 番号 0571－86138081 

責任者 李 春燕 

企業概況 ①インテリア用生地のデザイン、開発、生産に従事する企業である。 

②主要製品は、カーテン、レースカーテン、遮光用カーテン、塗膜加工・

しわ加工等各種仕上加工生地である。 

③主要加工プロセスは、シャトル織加工、ジャカード加工、刺繍加工、プ

リント加工等である。 

 

③紹興県金迪紡織有限公司 

住所 浙江省紹興市楊汛橋鎮孫家橋工業園 郵便番号 312028 

電話番号 0575－4068455 FAX 番号 0575－4573978 

責任者 王 俊峰 

企業概況 ①主要製品はシャトル織機生地シリーズであり、例えば、特殊広幅インテ

リア用生地、レース生地、シャワーカーテン用生地、室内インテリア用

生地、縦編ガーゼ生地、縦編ジャカード生地、ジャカードレース生地等

である。 

②製品は国内販売される外、欧米、南アフリカ、中近東、日本等にも輸出

されている。 
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④紹興華欣布芸有限公司 

住所 浙江省紹興市楊汛橋鎮孫家橋工業園 郵便番号 312028 

電話番号 0575－4576002 FAX 番号 0575－4069897 

責任者 胡 明水 

企業概況 ①ドイツより先進的なジャカード縦編機と刺繍機を導入して、縦編インテ

リア用生地、家庭用繊維製品を専門に生産している。自営輸出入権有り。

②主要製品は、カーテン、レースカーテン、暖簾、テーブルクロス、スカ

ーフ、ベッド用品、夏季服飾用生地等である。 

③製品は米国、日本、欧州、中近東、南アフリカ、シンガポール等にも輸

出されている。 

 

⑤紹興小軒窓家紡有限公司 

住所 浙江省紹興市福全工業園区 郵便番号 312000 

電話番号 0575－4022528 FAX 番号 0575－4022528 

責任者 兪 全勝 

企業概況 中外合弁企業であり、先進的な織機、刺繍機を保有し、各種カーテン、

レースカーテン、ベッド用品等家庭用繊維製品の提供が可能である。 

 

 

(6)その他 

①シャワーカーテン生産企業(2 社) 

1)免県銀光抽紗有限公司 

住所 山東省臨沂市費県和平路 129 号 郵便番号 273400 

電話番号 0539－5039710 FAX 番号 0539－5039779 

責任者 鮑 紅偉 

企業概況 ①山東省最大のカーテン、シャワーカーテン専業生産企業である。 

②その製品は、カーテン、シャワーカーテン、ベッド用品、テーブルクロ

ス、レース装飾品等である。 

③ISO9002 国際品質認証体系取得済。 

 

2)寧海県中天紡織有限公司 

住所 浙江省寧波市寧海県城関環城東路 128 号 郵便番号 315600 

電話番号 0574－65520781 FAX 番号 0574－65563118 

責任者 胡 立功 

企業概況 主要製品は各種ポリエステル防水塗膜加工シャワーカーテン、PEVA 及び

PVC シャワーカーテン、洗濯用編袋、浴室用マット等浴室用用品シリーズ

並びに各種(低級～高級)綿 100％生地、ベッド用品、電子レンジ用手袋、

エプロン等家庭用小物製品シリーズ、多機能ベービー用揺り篭等である。
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②蚊帳兼用レースカーテン生産企業(1 社) 

1)嘉興市億達網紗有限公司 

住所 浙江省嘉興市秀城区新篁工業区 郵便番号 314008 

電話番号 0573－3146088 FAX 番号 0573－3146789 

責任者 兪 金金 

企業概況 ①1991 年に設立された。 

②主要製品はレースカーテン、スクリーン用生地、フィルター用生地等で

ある。 

 

③二重カーテン用レースカーテン生産企業(1 社) 

1)任丘市泰安繊維布厰 

住所 河北省任丘市 郵便番号 214183 

電話番号 0317－2887220 FAX 番号 0317－2887677 

責任者 付 志然 

企業概況 ①各種ガラス繊維製品を専門に生産する企業であり、年間生産量は 300 万

㎡余り。 

②既に最新式インテリア用品素材である平織スクリーン(目隠し用スクリ

ーン)を開発し、主として米国、韓国等に輸出している。 

 

 

④遮光用テント(2 社) 

1)佛山市南海三力陽蓬有限公司 

住所 
広東省佛山市南海区広佛路塩歩路段、 

塩歩路口側 
郵便番号 528247 

電話番号 0757－5795802 FAX 番号 0757－5775761 

責任者 容 楚林 

企業概況 ①1992 年に設立された私営企業。 

②主要製品は、日除け用テント、防水生地、金属プラスティック製品。 

 

2)杭州白樺林休閑用品有限公司 

住所 浙江省杭州市文新路 275 号 郵便番号 310012 

電話番号 0571－88482253 FAX 番号 0571－88482284 

責任者 劉 建国 

企業概況 ①2001 年に設立された私営企業。 

②主要製品は日除け用テント、出窓用テント、日除け用パラソル、納涼用

ひさし屋根、自動車用ひさし屋根、室外家具、飲み屋用机・椅子、生地、

花卉盆栽用ラック等用品。 
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2.中国カーテン製品の主要生産地 

 中国の繊維品カーテン製品の生産企業は主として江蘇省、浙江省、広東省の一帯に集

中している。この中でも特に浙江省杭州市、紹興市等の沿海地区及び広東省に最も多く

存在している。木製のシート型短冊状カーテンの主要産地が東北地区の黒龍江省である

事除き、その他のアルミ合金、PVC、合繊素材にて生産されるシート型短冊状カーテン、

垂直カーテン、巻上カーテン等の産地も主として浙江省の沿海地区と広東省に集中して

いる。又、注目すべき点は、やや高級なカーテン・インテリア用品小売店にて販売され

ている中国国産の厚手カーテン類の産地の多くは上海市である。 
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第 4章 中国沿海地区の消費者(中級水準の収入以上)の輸入カーテン・インテリ
ア用品に対する潜在需要 

 

1.昨今の生活習慣 

（1）各家庭への普及状況 

 中国の一般家庭では普通の布カーテンが取り付けられており、その普及率は 100％

である。又かなりの家庭では、二重カーテンを利用しているので、レースカーテンの

普及率もかなり高い。又、蚊の進入防止の為の網戸・スクリーンも殆どの家庭の必需

品であるが、目隠用スクリーンはデザインが非常に新しい為、各家庭における普及率

は低い。 

 数年前、中国沿海地区の各家庭において、比較的流行したのは、アルミ合金素材の

シート型短冊状カーテンや PVC 素材のシート型短冊状カーテンであった為、家庭内の

寝室やベランダ用カーテンとして、これらの製品がかなり普及している。但し、ここ

2、3年は、アルミ合金素材の製品が好まれ、PVC 素材の製品を使用している家庭は少

ない。 

 垂直カーテンは事務所で使用される場合が多く、一般家庭での使用は少ない。 

 巻上カーテン(竹製を除く)とブラインド式カーテンは、比較的新しいデザインのカ

ーテンであるので、ここ 2、3 年、多くの家庭で好まれて使用されているが、その普

及率は普通の布地カーテンと比べるには到っていない。 

 

（2）完成品カーテンの使用率、需要状況 

一般的に完成品のカーテンを使用している家庭は少なく、消費者のこれら完成品カー

テンに対する需要も比較的少ない。その理由は以下の 2点である。 

 

①完成品カーテンの選択範囲が狭く、模様やデザインが少ない。又、寸法について各

家庭の需要に一致しない場合が多い。 

 

②現在、半製品カーテンを販売している業者は、｢一貫加工｣サービスを提供している

ので、消費者は好みの模様を選び、販売店は消費者の要求する寸法に基づき半製品

カーテンを裁断して縫製を行う。消費者にとっては、このような加工サービスの方

が自己の要求に合い、特殊な要求をも満足出来ると感じている。 

 

2.中国高級カーテン市場の潜在需要 

(1) 昨今の市場では多くの国産難燃性カーテンが出回っているが、業界内関係者によれば、

現在の中国市場においては、正真正銘の難燃性国産カーテンは存在しない。今後の高

級カーテン市場の向かう方向は、三層カーテンである。しかも各層のカーテンの機能

は異なる。 
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(2) 三層カーテンの具体的内容は以下の通りである。 

①内側薄手カーテン：比較的良好な透気性があり、太陽光に強く、汚染しにくいタイ

プのカーテンが要求される。 

②中間層のカーテン：やや厚手の織物を使用するが、半透明タイプでなければならず、

室外からの視線を遮断する事が要求され、光線の進入も要求される。難燃性で塗膜

つや消し加工など新方法にて加工されたプリント織物やレースジャカード織物、ジ

ャカードプリント織物がその素材となる。 

③外側カーテン：厚手の織物が要求され、騒音隔離、光線を通さない、保温等の効果

が良いものが要求される。パイル類、二重ジャカード織物がその素材となる。 

 

(3) その他 

 今後、カーテンの素材に対する仕上り加工の要求が高くなる。綿 100％、綿混紡合

繊や合繊素材には弾性が求められ、素材には異なる塗膜仕上り加工が行われ、難燃性

加工、汚れにくい素材への加工、静電気防止加工等が要求される。 

 

3.中国カーテン市場における今後の課題等 

2008 年に北京でオリンピックが開催され、2010 年には上海で万国博覧会が開催されるた

め、ホテルやその他建物の新規建設による需要は見込まれる。 

本調査により、日本のカーテン製品が中国市場に参入する際のポイントをまとめると以

下の通りである。 

① 中国のシート型短冊状カーテン、垂直カーテン、ロールカーテン市場において、

中国国内生産企業は非常に多いが、高品質製品が生産可能な企業は少ない。現在

高級カーテン市場においては、｢立川｣や｢東装｣等の日本の輸入ブランドが入って

いる。これらの日本製品は中国国内同類製品に比べて価格は高いが、一部の品質

を非常に追求する高収入家庭や大企業に人気がある。日本製のシート型短冊状カ

ーテン、垂直カーテン、ロールカーテンは、中国市場においては、良品質ブラン

ドで通っているので、中国市場に大量に進出する基礎は固まっていると言える。 

② 現在、中国の消費者は屋外での食事には慣れておらず、飲食娯楽施設や一般家庭

において、屋外で机や椅子を利用して食事を取り、リラックスする事は多くない。

そのため、日除け用テントや日除け用パラソルの使用は普及していない。但し、

飲食業の発展や洋食の雰囲気に徐々に慣れるに伴って、中国の飲食娯楽施設や一

般家庭にも大量の日除け用テントや日除け用パラソルの需要が生じる。但し、中

国では日除け用テントや日除け用パラソルを生産する企業は多いが、国産のこれ

ら製品の生地(通常は、帆用生地やデニム生地)の品種は単一であり、美観やデザ

インに難点がある。よって、今後数年は、日本の日除けテント用生地が中国市場

進出する良好なチャンスであると思われる。 
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