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日本貿易振興機構 生活文化産業企画課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：フランスの繊維雑貨市場調査 

ジェトロでは、将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報

を日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお

読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの

参考にさせていただきます。 

■質問 1：今回、本報告書で提供させていただきました「フランスの繊維雑貨市場調査」につい

て、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

■ 質問 2：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 
 

■ 質問 3：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 
 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 
□個人 

会社・団体名 

 
 

部署・部署名 

 
 

お名前 

 
 

～ご協力、ありがとうございました～ 

※本アンケートにご記入いただいた情報は、当該サービスの向上のために使用します。 
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1. 市場規模 

1- 1. アパレル繊維市場の規模 

 フランスのアパレル・繊維市場は 320 億ユーロで、EU27 カ国ではドイツ、英国、イタリアに

続いて 4 番目に大きい。婦人が 47%と約半数を占め、紳士 30%、子供〔2-14 歳〕11%、新生児

〔0-1 歳〕4%と続き、残りの 8%が生活雑貨である。 

 
図表 1.  フランス アパレル・繊維市場シェア 2010 年 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- 2. 人口の動向 

 人口は 6,300 万人（2010 年）で、EU27 カ国の中でもドイツ〔8,200 万人〕、トルコ〔7,400

万人〕に続き 3 番目に多い。 

 出生率は 2.00 と非常に高く、1 年あたりの出生数は 80 万人を超え、2000 年以降は毎年 26 万

～30 万人の人口増加が続いている。フランスでは人口の安定した増加によって、長期的な国内

需要の伸びが期待出来る。とりわけ、ファッションに敏感で支出も多い世代である 15～24 歳の

層が厚く、トレンドをいち早く取り入れた価格帯の安い商品市場が広がっている。 

 
図表 2. フランス 人口分布 2010 年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 出所：IFM 

 
 

出所：U.S.Census Bureau 
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1- 3. 家計の支出と消費傾向 

 フランスの家計支出に占める衣類・履物の割合は 4.6%（2007 年）である。1960 年には

11.8%を占めていたが、年々低下し続け半数以下にまで落ちている。ファッションの国というイ

メージとは対照的に、EU 諸国の中でも衣類・履物に費やす割合は低く、住居や旅行への支出割

合が高い。市場の変化も影響しており、安い輸入品の参入や専門チェーン店の普及による衣類

の低価格化や、IT 商品など新しい消費カテゴリーの誕生が占有率減少に影響している。 

 
図表 3. フランスの 1世帯あたりの支出に占める衣料・履物の割合(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1- 4. 流通システム 

 衣類の流通を形態別に見ると、専門チェーン・大型専門量販店が非常に強く、全体の 37%を

占めている。フランスでは自社で製品の企画・販売を行い、生産を外部へ委託する SPA

〔Speciality-store/retailer of Private-label Apparel〕が定着している。フランス SPA の中でも、

La Halle〔345 店舗 / 2007 年フランス国内数、出所：CBI、以下同〕、Kiabi〔160 店舗〕、

Promod〔271 店舗〕、Etam〔718 店舗〕が売上を伸ばしている。さらにここ数年は ZARA や

H&M、ユニクロなどインターナショナルブランドの大型新店舗のオープンが続き、専門チェー

ン・大型専門量販店のシェアは年々増加傾向にある。専門チェーン店トップ 10 の内、外国企業

はドイツの C&A〔119 店舗〕、スウェーデンの H&M〔133 店舗〕、スペインの Inditex

〔Zara115 店舗を含む計 231 店舗〕の 3 社だけで、フランス勢の強さがわかる。 

 対照的に 1990 年代まで主流だった独立小売店は 20%と年々比重を下げている。その後、

Carrefour や Auchan などのハイパー・スーパーマーケットが 11%、通信販売が 9%と続く。こ

の 2 つの比重が比較的他国と比べ高いことも、フランスの特徴と言える。 

 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日本統計局 
 

8 

5.7 
5.1 

4.6 

イタリア イギリス ドイツ フランス 



 

3 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

  図表 4. フランス 衣類の流通シェア 
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2. マーケット概況 

2- 1. 輸入動向 

 

 2010 年の衣料品総輸入額は 153 億ユーロで前年比+6%となり、引き続き上昇傾向が続いてい

る。 

 国別輸入先では中国が 1 位で約 52 億ユーロ〔前年比+15%〕、全体の 3 分の 1 を占めている。

続いて 2 位はイタリア〔13,8 億ユーロ、前年比-4%〕、3 位はバングラディッシュ〔10 億ユー

ロ、前年比+18%〕である。安価な人件費を理由にアジアや地中海沿岸諸国からの輸入が急速に

伸びている。一方で、伝統的に輸入先の中心だったイタリア〔前年比-4%〕、ドイツ〔前年比-

8%〕、ベルギー〔前年比-2%〕など EU 近隣諸国からの輸入は減少傾向にある。 

 
 

図表 7. 2010 年フランス 国別輸入額〔上位 20 位〕 

位 国名 金額 
昨対比

(%) 

1 中国 5 239 257   15% 

2 イタリア 1 380 166   -4% 

3 バングラディッシュ 1 023 052   18% 

4 トルコ 932 194   9% 

5 モロッコ 837 714   3% 

6 チュニジア 826 729   -2% 

7 インド 790 871   1% 

8 ドイツ 411 292   -8% 

9 ポルトガル 379 738   6% 

10 ベルギー 370 070   -2% 

11 ルーマニア 315 463   2% 

12 英国 231 962   4% 

13 ベトナム 223 855   7% 

14 タイ 195 675   4% 

15 スペイン 178 355   -7% 

16 インドネシア 175 918   1% 

17 パキスタン 156 855   16% 

18 オランダ 142 078   -6% 

19 ブルガリア 133 730   1% 

20 モーリス 120 441   -5% 

出所:IFM 
単位:千ユーロ 

 

 

2- 2. アパレル繊維産業の概況 

 1990 年代以降、フランスのアパレルメーカーは海外の企業に対抗する為、企画とマーケティ

ングを重視し、生産工程は海外へ移転、または外部に委託することで生き残りを図ってきた。

SPA の売上高は業界全体の 65%を占めており、国内に自社工場を保有するアパレルメーカーで

さ え 、 自 社 製 品 の 85% 〔 金 額 ベ ー ス 〕 は 外 部 に 生 産 を 委 託 し て い る 。 

  こうした SPA をはじめとするメーカーの方針によって、輸入は増加する一方で、国内生産は

減少を続け、2000 年の 8 割近くに落ち込んでいる。国内の製造業者にとっては非常に厳しい状

況が続いている。 
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3. トレンドと価格傾向 

3- 1. 靴下 

 ファッションアイテムと言うより必需品という従来の一般的な認識から脱却し、近年では高

級ブランドのランウェイでも注目を集める存在となった靴下。市場のトレンドは引き続きオー

バーニータイプでプリントやラメ、レースを施したものが流行している。 

 2012・13 年秋冬ファッションショーでは七分丈スカートに合わせハイソックスを下げて履く

提案が多く目立った。Ralph Lauren がコレクション全体のアクセントに使用したり、

Dolce&Gabbana がセクシーな装いに合わせたり、従来以上に幅広いスタイルのクリエーターが

靴下をコレクションで取上げはじめている。2012 年 1 月に行われたパリの展示会 Première 

Classe では靴下コーナーも新たに設置され、ファッションアイテムとして注目を集めている。 

写真左から)雑誌 C+accessoires トレンド抜粋、 

MarcJacobs 2013WA、Michael Kors 2013AW、Ralph Lauren 2013AW、Dolce&Gabbana 2012SS 

 

 

1 ) ハイプライスゾーン 

 

 近年はトレンドも影響し、高級ファッションブランドも靴下市場に参入。同時に、必需品と

しての靴下から脱却し質を求める傾向にあり、カシミアなどの高級素材を使用したものも多く

市場に出回っている。付加価値のある商品への需要は増しており、100 ユーロ以上するものも登

場、ハイプライスゾーンの商品価格は上昇傾向にある。 

 百貨店や独立専門店で取り扱われている老舗ブランドの平均単価はベーシックなコットンの

靴下で 15～25 ユーロ、タイツは 20～35 ユーロである。 

 
 

a) 高級ファッションブランド 

 

ランウェイでも欠かせないアイテムとなり、取り扱うブランドが増えている。ラメやレー

スを施したものや凝ったプリント加工されたものなどバリエーションは豊富。 

 
 

 

 

 

 

 

写真左から〕Missoni45 ユーロ、Marni57 ユーロ、TsumoriChisato90 ユーロ、MiuMiu145 ユーロ、

RedValentino203 ユーロ、MaxMara〔オーバーニーソックスがコレクションの 9 割〕25～45 ユーロ、 

Paul Smith〔伊製〕柄ソックス 20～45 ユーロ 
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b) ヨーロッパ老舗靴下ブランド 

 

・ DoréDoré〔フランス〕：http://www.cataloguesdd.com 

1819 年創業の老舗靴下メーカー。原材料にこだわり、肌触りが良く

締付け感の無い履き心地が特徴。フランスで流通しているのは、無

地や落ち着いた色のベーシックスタイルが中心で、長年の愛好者が

多い。価格帯：ベーシックコットン靴下 15～35 ユーロ、タイツ 30

ユーロ～。 

 

・ Falke〔ドイツ〕：http://www.falke.com 

1895 年の創業当初から 、人間工学に基づき機能性を重視した素材開

発にこだわり続けている。履き心地が良く高品質なベーシック靴下

の定番として定着しており、百貨店での売り場面積も一番広い。ス

ポーツラインにも力を入れている。価格帯：ベーシックコットン靴

下 13～25 ユーロ、タイツ 30 ユーロ～。写真〕スキー用靴下 28 ユーロ 

 

・ GERBE Paris〔フランス〕：http://gerbe.com 

1904 年創業、Chanel や Dior のショーで靴下を担当する老舗ブラン

ド。ストッキングが中心商品だが、最近はパリ出身デザイナー ギ

ャスパー･ユルケウヴィッチとコラボレーションしたエレガントな

靴下コレクションも展開。Galeries Lafayette に専門コーナーある。 
写真左から〕ポリアミド製靴下 40 ユーロ、ウール靴下 50 ユーロ 

 

 

c) クリエイティブブランド 

 

・ Maria La Rosa〔イタリア〕：http://www.marialarosa.it 

デザイナーである彼女が自ら選んだ天然素材を使用し、手作業で大切に作られた商品は

Barneys New York や Le Bon Marché 等世界中の有名店で販売されている。彼女が手がける

繊維雑貨は全てイタリア国内でハンドメイドされている。 

写真左から〕カシミア 5%靴下 50 ユーロ、絹 95%靴下 50 ユーロ、絹 100%靴下 95 ユーロ 

 

 

・ Gallo〔イタリア〕：http://www.gallospa.it 

イタリア北部ブレシアの靴下メーカー。質がよく丈夫な靴下で定評があり、全てイタリア

製。紳士、婦人、子供用が揃い、ネクタイや帽子などほかのアクセサリーと合わせたデザ

イン性の高いコレクションは人気がある。イタリア全土に 12 店舗を構える。 

 
写真左から〕縞靴下 20 ユーロ、バリエーション豊富なコットン靴下は 18～25 ユーロ 

 

http://www.cataloguesdd.com/
http://www.falke.com/
http://gerbe.com/
http://www.marialarosa.it/
http://www.gallospa.it/
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・ Dè Pio〔イタリア〕：http://www.depio.it 

1949 年創業の紳士用靴下専門メーカー。続いて女性専用コレク

ション Chic Appeal が誕生。彼らの斬新でオリジナリティある

商品は全てイタリアで生産されている。 
写真〕紳士用コットン靴下 17.7 ユーロ 

 

 

・ Royalties〔フランス〕：http://www.royalties-paris.com 

地味な色が主流の紳士靴下市場に新風を吹き込もうと、Christian Lacroix で同僚だった 2

人がブランドを設立。英国の大学生をイメージし、ファッション好きの男性にエレガント

でユニークなコレクションを提案している。商品は全てフランス製。価格帯：柄靴下 18

～21 ユーロ。 

 
 
 
 
 
 

  
写真左から〕広告イメージ、コットン靴下 21 ユーロ 

 
 

2 ) ミドルプライススゾーン 

 

 靴下がファッションアイテムとして定着するにつれミドルプライスゾーンの競争は増してい

る。百貨店から Monoprix などのスーパーマーケットまで幅広い販売網を持つ老舗メーカーや国

産または輸入カジュアルソックスメーカーで構成され、平均価格は靴下で 6～14 ユーロ、タイ

ツは 10～20 ユーロである。 

 
 

a) 広販売網の老舗ブランド 

 
・ Bleuforêt〔フランス〕：http://www.bleuforet.fr 

ロレーヌ地域にあるヴォージュの工場で生産された

100%フランス製。原材料の質を変えることで百貨

店からハイパーマーケットまで幅広い販売網に合う

商品を提供している。 
写真左から〕ファインウールタイツ 27 ユーロ、アンゴラジ

ャーガード靴下 20 ユーロ、リバティ靴下 9.5 ユーロ 

 
・ Le Bourget Paris〔フランス〕：http://www.lebourget.com 

1924 年創業。主力アイテムはストッキングでフランス国内高級ストッキング No1 の地位

を占める。婦人用のみの展開だがファッションからベーシックまで多様なラインを持ち、

百貨店から量販店まで幅広い販売網で売られている。価格帯：靴下なし、タイツ 9～50 ユ

ーロ。 

 
・ DIM〔フランス〕：http://www.dim.fr 

1953 年フランス北部トロワに創業した下着メーカー。ユニークなテレビコマーシャルで

人気となったメジャーブランド。百貨店か薬局まで至る所で販売されており、知名度が高

い。価格帯：靴下なし、タイツ 15 ユーロ前後～。 

 
 
 

http://www.depio.it/
http://www.royalties-paris.com/
http://www.bleuforet.fr/
http://www.lebourget.com/
http://www.dim.fr/
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b) カジュアル･ファッション靴下メーカー 

 

・ Achile〔フランス〕：http://www.achile.com 

イラスト入りの靴下で人気の靴下メーカー。自身のブランド以外にも MORGAN Paris のコ

レクションも手がけている。 

写真〕コットン靴下 12.9 ユーロ 

 

 

・ Happy Socks〔スウェーデン〕：http://www.happysocks.com 

2008 年ストックホルム創業の靴下メーカー。毎日必要なものがカラフルになってもっと

幸せが広がって欲しいをいう思いから創造性の高いコレクションを展開。靴下はトルコ、

タイツはイタリアの工場で生産されている。  

写真左から〕ドット靴 8 ユーロ、オーバーニー靴下 12 ユーロ、ベアブリックコラボレーション商品 20

ユーロ 

 

 

・ Bonnie Doon〔米国〕：http://www.bonniedoon.com 

1957 年創業の靴下専門メーカー。フランスに路面店が 8 店あり、百貨店でも取り扱われ

ている。ファッション性が強く年 2 回コレクションを発表。価格帯：柄靴下 15 ユーロ、

タイツ 30 ユーロ。 

 
・ Burlington〔スコットランド〕：http://www.burlington.de 

スコットランド高地(Scottish Highlands)出身のキャンベル家発祥。アーガイルチェックの

元祖として認知されている。現在は Falke グループに属する。価格帯：柄 靴下 15 ユーロ

前後。 

 

・ Love Me Paris〔フランス〕：http://www.bas-loveme.com 

ストラスブルグが拠点のフットウェア/婦人用雑貨専門メーカーMod'm が、セクシーをコ

ンセプトにストッキング中心のコレクションを展開。Galeries Lafayette でも取り扱われて

いる。価格帯：柄靴下 6.3～20.9 ユーロ。 

 
・ Calzedonia〔イタリア〕：http://www.calzedonia.it 

1986 年創業、靴下と水着を主に展開し、30 年近くで世界中に 1400 店を持つまでに成長。

ファッション性と豊富な品揃え、価格と質のバランスで支持を得ている。 

 
 

c) 国産の中小メーカー 

 

・ Labonal〔フランス〕：http://www.labonal.fr 

1924 年創業の靴下メーカー、商品は全てアルザスにある自社工場で生産されている。現

在でもマルシェでの移動販売を行い、お客様からの生の声を大切にしている。技術研究に

http://www.achile.com/
http://www.happysocks.com/
http://www.bonniedoon.com/
http://www.burlington.de/
http://www.bas-loveme.com/
http://www.calzedonia.it/
http://www.labonal.fr/
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も力をいれており、ダニ除け靴下や竹の繊維を使った殺菌効果のある靴下などを開発して

いる。 

写真左から〕移動店舗の様子、コットン靴下 13.8 ユーロ、ダニ除け靴下 25.6 ユーロ 

 

 

・ Archiduchesse〔フランス〕：http://www.archiduchesse.com 

2006 年ロワール地方サン・エティエンヌに創業した家族経営の靴下メーカー。コンバー

スの靴に合わせる靴下が欲しいという思いからスタートし、現在は 30 色以上の無地靴下

及びタイツを展開。糸の染色から編みまで全て Made in France にこだわっている。 

写真左から〕無地ショート靴下 6 ユーロ/タイツ 12 ユーロ、豊富なカラーバリエーション 

 

 

 

3 ) ロープライスゾーン 

 
 ロープライスゾーン商品は質を維持しながら、さらなる価格破壊に凌ぎを削っている。ネッ

ト上のディスカウントサイトの発展とともに価格競争はさらに激化しており、ロープライスゾ

ーンの商品価格は低下傾向にある。専門チェーン店やスポーツ量販店、ハイパーマーケットに

置かれている商品の平均価格は靴下 3～9 ユーロ、タイツ 5～10 ユーロである。 

 

a) 専門チェーンブランド 

写真左から〕H＆M3 足 5.95 ユーロ、H＆M 無地タイツ 4.95 ユーロ、ユニクロ 3 足 9.99 ユーロ、無印良

品 3 足 9 ユーロ 

 
 

b) スポーツ量販ブランド           

 
 
 
 
 
 

 

写真左から〕Ellesse 靴下 3 足 10.99 ユーロ、Puma 靴下 2 足 11 ユーロ、Adidas 靴下 4 ユーロ 

 

http://www.archiduchesse.com/
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c) ディスカウントショップ〔ネット販売〕 

 
 
 

 
 
 

写真左から〕Twinday〔Tati〕2.99 ユーロ、ネット販売 3 足 2.99 ユーロ、ネット販売 5 足 3.99 ユーロ 

 

 

 

3- 2. 帽子 

 ヨーロッパでは上流階級のファッションとして発達してきた為、伝統的な職人技を持った老

舗ブランドが多く、高品質で高価な商品が定着している。数年前より続いているトレンドの影

響を受け、Borsalino スタイルや Capeline という縁の広いスタイルの帽子がミドル・ロープライ

スゾーンの商品としても流通しているものの、依然フランスでは日本ほど日常のファッション

アイテムとしては定着していない。一方、気候が寒い為防寒としての需要は高く、ミドルプラ

イス以下はニット帽が主流である。 

 2012・13 年秋冬ファッションショーでは、Burberry Prorsum が先シーズンに引き続きベレ

ー帽をコレクションの至る所で登場させたり、Vivienne Westwood Red Label や Danna Karan が

ドレスに Borsalino を合わせたり、フェミニンなコーディネートにマスキュリンな帽子でアクセ

ントを加えるスタイルが多く見られ、このトレンド傾向は継続している。 

 

             
写真左から〕Lanvin2012AW、Zara2011SSLookbook、Zadig&Voltaire2010AW 広告、TheKooples2011AW 広

告 

 

 

              
写真左から〕Burberry Prorsum2012AW・2013AW、Vivienne Westwood2013AW、Danna Karan2013AW 

 

1 ) ハイプライスゾーン 

 
 ヨーロッパでは公式な場での必須アイテムであり、老舗帽子メーカーが作るフォーマルな帽

子やクリエーターによるオートクチュールの帽子に対する需要がある。平均価格はフェルト帽

で 150～300 ユーロ、麦わら帽で 130～250 ユーロ、ニット帽 100～250 ユーロである。 
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a) 高級ファッションブランド 

 

近年のトレンドでコレクションのキーアイテムとして復活傾向にあり、取り扱うブランド

が増えている。ブランドにより素材・形は様々で、価格の幅も非常に広い。 

写真上段左から〕Lanvin1,095 ユーロ、Etro300 ユーロ、Emilio Pucci365 ユーロ、Givenchy1,755 ユーロ 

下段左から〕Lanvin535 ユーロ、Missoni210 ユーロ、Hermès315 ユーロ、MiuMiu290 ユーロ 

 

 

 

b) 欧州老舗帽子ブランド〔フォーマルスタイル〕 

 

・ Borsalino〔イタリア〕：http://www.borsalino.com 

1857 年創業の老舗帽子メーカー。創業以来の製法をかたく

なに守り、現在も 20 世紀初頭の機械と木製型を使用。熟練

した職人による Borsalino の帽子は紳士帽の代名詞にまでな

っている。      

写真左から〕フェルト帽 279 ユーロ、麦わら帽 209 ユーロ 

 
 

・ Maison Michel〔フランス〕：http://michel-paris.com 

1936 年創業の老舗帽子メーカー。かつてはオートクチュールからプレ

タポルテまで数多くのデザイナーの帽子を手がけていたが、時代とファ

ッションの変化で衰退していたメゾンを 2006 年にシャネルが買収。そ

の後アトリエとしてだけではなく独立ブランドとして再スタート。老舗

の技を最大限に活かしながら新しい感覚に満ちたコレクションはモード

界の注目を集めている。 

写真上から〕フェルト帽 330 ユーロ、フェルト帽 270 ユーロ 

 

 

・ E. Werlé〔フランス〕 

1903 年創業の婦人用帽子専門メーカー。家族経営で 15 人の従業員及び

職人がパリのマレ地区で製作している。最上級の素材だけを使用しハン

ドメイドで作られる帽子は非常にエレガントでハイソサエティの象徴。

Le Bon Marché に単独コーナーがあり富裕層の支持を得ている。価格

帯：180～300 ユーロ。 

 
 

・ Céline Robert〔フランス〕：http://www.celinerobert.com 

パリ市内に 5 店舗あり、マダム層の強い支持を得ている。上品な日常

使用のものからフォーマル使用のものまで豊富なバリエーションが魅

力。Le Bon Marché では壁一面に単独コーナーがありフォーマルコレ

クションが扱われている。価格帯：70～250 ユーロ。 
写真左上から時計回り〕ニット帽 115 ユーロ、セレモニー用帽子 225 ユーロ、 

フェルト帽 72 ユーロ、セレモニー用帽子 195 ユーロ 

 

http://www.borsalino.com/
http://michel-paris.com/
http://www.celinerobert.com/
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・ Marzi〔イタリア〕：http://www.marzi.com 

20 世紀始め、パリで帽子作りを覚えたマルティ氏がイタリアに戻り創業。

フィレンツェ産のわらで作られた非常にエレガントな帽子で一躍有名に

なる。現在でも熟練した職人が、最高の素材だけを使い製作しているセ

レモニー帽子はフォーマルな装いに華を飾る。 
写真上から〕わら製セレモニー帽子 240 ユーロ、わら製セレモニー帽子 180 ユーロ 

 
 

・ WHITELEY〔英国〕：http://www.whiteley-hat.co.uk 

英国の帽子産業の中心地ルートンにあり、今でも 16 世紀から続

く伝統的な技法を用いて職人が一つ一つ丁寧に制作している。

創業以来変わることのない美しくエレガントなフォームが定評

を得ている。価格帯：120～250 ユーロ。 

 
 
 

c) 帽子クリエーターブランド〔フォーマル・モードスタイル〕 

 

・ Marie Mercié〔フランス〕：http://www.mariemercie.com 

1986 年創業。デザイナーのマリーは、幼少時からモード全般に

興味を持ち独学で帽子作りを学ぶ。個性的で上品な帽子は「帽子

に新しい表現を与えた」と絶賛され、若いクリエーターたちに影

響を与え続ける。価格帯：240～500 ユーロ。 

 
 
 

・ ANTHONY PETO〔フランス〕：http://www.anthonypeto.com 

ロンドン生まれのクリエーターが老舗帽子店 Marie Mercié での経験を活かし 1992 年パリ

で自身のブランドをスタート。トラディショナルなデザインを現代の感覚や素材等で新た

に蘇らせることを得意とし、今のスタイルに取り入れやすい帽子を提案。有名人のファン

も多い。価格帯：100～200 ユーロ。 

 
 
 

・ Misaharada〔英国〕：http://www.misaharada.com 

ロンドン王立芸術学院を卒業後、 英国王室ファミリー御用達ブ

ランド“Frederick Fox”に 4 年間勤務、その後 1998 年に自身のブ

ランド立ち上げる。世界の有名百貨店で取り扱われ、エルメス

やヨウジヤマモトなど有名デザイナーとのコラボレーションで

も話題を呼んでいる。 

写真左から〕ラビットフェルト帽 195 ユーロ、麦わら帽 260 ユーロ 

 

 

・ Lola Hats〔米国〕：http://www.lolahats.com 

NY で活躍するフランス出身のデザイナーによる帽子専門ブラン

ド。ラルフローレンやケートスペードなどのブランドともコラ

ボレーションしており、パリでは L’Eclaireur や Meric などで取

り扱われている。 

写真左から〕ヒョウ柄帽子 260 ユーロ、ラビットフェルト帽子 265 ユーロ 

 

 

http://www.marzi.com/
http://www.whiteley-hat.co.uk/
http://www.mariemercie.com/
http://www.anthonypeto.com/
http://www.misaharada.com/
http://www.lolahats.com/
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2 ) ミドルプライスゾーン 

 

 カジュアルスタイルの欧米発老舗メーカーやクリエーターブランド、国内中小メーカーで構

成されている。ここ数年のトレンドを受けベターゾーンブランドも参入しバリエーションが増

えている。平均価格はフェルト帽で 45～150 ユーロ、麦わら帽で 50～130 ユーロ、ニット帽 45

～100 ユーロである。 

 
 

a) 老舗帽子ブランド〔カジュアルスタイル〕 

 
・ Christy’s〔英国〕：http://www.christyshats.com 

1877 年創業の英国老舗帽子メーカー。長い歴史に裏づけられた技術が

最高のクオリティーを備えた帽子を提供。世界中にファンを持つ。価

格帯：50～70 ユーロ。               
写真〕フェルト帽 50 ユーロ 

 
 

・ Bailey〔米国〕：http://www.baileyhats.com 

1922 年創業。ウエスタンや、カジュアルハットを中心に展開。

熟練の技術とディテールへのこだわりが定評で、世界中に愛

用者が多いハリウッド発のメンズ帽子ブランド。価格帯：45

～95 ユーロ。                

写真左から〕ウール帽子 49 ユーロ、フェルト帽子 59 ユーロ 

 
 

・ Stetson〔米国〕：http://www.stetson.com 

1865 年創業。当時、Stetson によって生み出されたカウボー

イハットは、西部開拓者にとって欠かせないアイテムであっ

た。カウボーイハットの代名詞となった Stetson は現在帽子以

外に衣類から靴、香水まで幅広い商品を展開している。 
写真左から〕フェルト帽 49 ユーロ、カウボーイハット 69 ユーロ 

 

 

 

・ Grevi Mode〔イタリア〕：http://www.grevi.it 

1875 年創業。その時代に合わせた帽子を提案し、今日では世界中の支持を

えている。現在でも伝統的な手法で熟練した職人によるハンドメイドにこ

だわっている。価格帯：100 ユーロ前後。 
写真〕ウウール帽子 125 ユーロ 

 
 

・ Bettina〔イタリア〕：http://www.bettinifirenze.com 

1938 年創業。色と素材を研究し時代に合わせ常に変化し続けている。企画生産は全てイ

タリアで行っており、高い品質とデザイン性に対し、リーズナブルな価格帯も魅力。価格

帯：75～120 ユーロ 

 

 
 

http://www.christyshats.com/
http://www.baileyhats.com/
http://www.stetson.com/
http://www.grevi.it/
http://www.bettinifirenze.com/
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b) 帽子クリエーターブランド〔カジュアルスタイル〕 

 

・ Gilles François 〔 フ ラ ン ス 〕 ： http://www.gilles-francois-

chapeaux.com 
1989 年創業。彼のインスピレーションを表す様々な素材と色を使

用してパリのアトリエで制作される。日常で使えるエレガントでユ

ニークな帽子を得意とする。価格帯：100 ユーロ前後。   

 
 

・ Bernstock Speirs〔英国〕：http://www.bernstockspeirs.com 

1982 年創業、音楽やアンダーグラウンド文化にインスピレーション

を受けた帽子コレクションを展開。2004 年にロンドンにショップを

オープンし、Colette でも取り扱われている。価格帯：60～180 ユー

ロ。 

 
 

・ Fish and Chic〔フランス〕：http://www.fishandchic.com 

Carven で経験を積んだブリュターニュ出身のデザイナー

によるニット小物中心のブランド。独特の色彩が人気で、

Le Bon Marché やセレクトショップで取り扱われている。

価格帯：45～80 ユーロ 。    

 
 
 

c) 国産中小メーカー 

 

・ Crambes〔フランス〕：http://www.crambes-hats.com 

1946 年創業、南西部コサードにある帽子メーカー。7500 ㎡ある自社工場で毎日 1500 個

の帽子を生産している。主力ライン Crambes(都会ファッション)以外にも、カジュアルや

スポーツ、ウエスタンなど計 7 ラインを展開。Crambes ライン価格帯：45 ユーロ～65 ユ

ーロ。 

 
 

d) ベターゾーンブランド 

  
写真左から〕agnès.b50 ユーロ、Comptoir des Cotonniers45 ユーロ、Sandro45 ユーロ、

Paul&Joe105 ユーロ、Maje70 ユーロ、Tara Jarmon90 ユーロ、The Kooples110 ユーロ、Sandro105 ユーロ 

 

 

 

 

3 ) ロープライスゾーン 

 

 大型専門チェーン店やスーパーマーケットに置かれている商品は、素材の質は落ちるものの、

トレンドを反映した柄や形のバリエーションは揃っている。平均価格はフェルト帽で 20～45 ユ

ーロ、ニット帽で 15～45 ユーロである。 

http://www.gilles-francois-chapeaux.com/
http://www.gilles-francois-chapeaux.com/
http://www.bernstockspeirs.com/
http://www.fishandchic.com/
http://www.crambes-hats.com/
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写真左から〕ユニクロ 14.9 ユーロ、Celio19.99 ユーロ、Monoprix15 ユーロ、Monoprix 綿帽 20 ユーロ、

Celio22.99 ユーロ、Zara29.95 ユーロ 

 

 

3- 3. スカーフ 

 売上を伸ばしているメーカーの傾向としては大きく 2 種類ある。1 つは高度な生地の生産背景

を持ちクオリティーとバリエーションを売りにしているイタリア発の老舗メーカー。もう１つ

は、企画はヨーロッパ、生産はインドで行うことで高いデザイン力と適切な価格を売りにして

いる新生メーカーである。 

 ストールがファッションアイテムとして定着した 90 年代以降、素材・形ともに年々バリエー

ションが増えている。大判の流行は継続しており、2012・13 年秋冬ファッションショーではベ

ルトと合わせて服の一部に取り入れるスタイルが頻繁に登場し、今後も大型化の傾向が強まる

と予想される。同時に 50 年代エレガンスに影響を受けたスタイルがトレンドとなりシルクの小

型版も復活、スカーフの種類や用途はますます広がり市場は拡大している。 

 

       
 

写真左から)Mulberry2013AW、Danna Karan2013AW、Hermès2012SS 広告、Mademoiselle Tara Jarmons 

2012AW ビジュアル、Hermès2012AW ビジュアル 

 

 

1 ) ハイプライスゾーン 

 

 大型版の流行やレース使い・特殊プリントなど技巧を凝らしたものが増えている為、価格は

全体的に上昇傾向にある。素材は従来の定番であったシルク以外にも、カシミアやモダールな

どバリエーションが増えている。平均価格は 180～300 ユーロである。 

 

a) 高級ファッションブランド 

 

トレンドの影響もあり、スカーフと一言で言っても大きさや素材、加工方法など多種多様

で、価格帯も広がっている。 

 
  シルク                               カシミアシルクブレンド 

     
 

http://www.uniqlo.com/global/data2/images/05/05bc43287a4167a6b3d937401e072fcc974073ba.jpg
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写真左から〕Hermès840 ユーロ、Hermès292 ユーロ、ChristianLacroix198 ユーロ、BottegaVeneta880 ユー

ロ、PaulSmith190 ユーロ、Hermès410 ユーロ、Pucci275 ユーロ、Etro260 ユーロ 

 

 

      カシミアレース       ウール        ウール＋アンゴラ 

                   
写真左から〕Valentino1,040 ユーロ、Yves Saint Laurent550 ユーロ、Etro450 ユーロ、Missoni160 ユーロ、

Kenzo210 ユーロ 

 

 

b) イタリア製スカーフメーカー 

 

・ Faliero Sarti〔イタリア〕：http://www.falierosarti.com 

元々は 1949 年にトスカーナ地方に誕生した生地メーカー。カシミア、

ウール、シルクなど高級天然素材を揃え、長年一流メゾンに生地を提

供している。1992 年創業者の孫が古くさいスカーフのイメージを一新

しようと立ち上げたのがこのブランド。豊富な生地の種類と、大判サ

イズで人気。価格帯：135～700 ユーロ。  

写真左から〕カシミア 400 ユーロ、モダール 230 ユーロ  

 
 

・ Franco Ferrari〔イタリア〕：http://www.francoferrari.it 

高度な織り技術を駆使したファッション性の高いコレクションで定評の

ある老舗スカーフメーカー。素材は全て地元コモ地方のテキスタイルを

使用し、型取りから裁断、縫製までをオートクチュールと同じアトリエ

で熟練の職人達が手作業で行なっている。価格帯：80～500 ユーロ。 

写真左から〕ウールシルク 200 ユーロ、カシミアウール 380 ユーロ  

 

 

・ 813Ottotredici〔イタリア〕：http://www.ottotredici.com 

2009 年に誕生したデザイナーAnnalisa Giuntini が率いるスカー

フブランド。彼女の洗練されたデザインと色彩感覚が評判とな

り、イタリアのセレクトショップを皮切りに世界中に広まって

いる。価格帯：250 ユーロ前後。 

 
 

c) クリエータースカーフ 

 

・ Pierre Luis Mascia〔フランス〕：http://www.pierrelouismascia.com 

ボザールで和紙製作やイラストを学びイラストレーターとして活躍した後、2004 年に立

ち上げたアクセサリーブランド。独創的で繊細なグラフィックが L’Eclaireur などモード色

の強いショップから高い支持を得ている。 

        
写真左から〕シルク 260 ユーロ、シルク 315 ユーロ、シルク 294 ユーロ、シルク 294 ユーロ、シルク

260 ユーロ 

http://www.falierosarti.com/
http://www.francoferrari.it/
http://www.ottotredici.com/
http://www.pierrelouismascia.com/
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・ SWASH〔英国〕：http://www.swash.co.uk 

英セントマーチン卒のヤマナカトシオとサラ・スウオッシュのデュオ

によるブランド。繊細な手描きのイラストによる独特な柄が特徴的で、

ユーモアと詩心あふれる幻想的な世界観で注目されている。 
写真左から〕シルク 250 ユーロ 

 
 

・ Douce Gloire〔フランス〕： 

http://web.me.com/doucegloire/Douce_Gloire/accueil.html 
2007 年に誕生。ネパール産のパシュミナを使った巻物アク

セサリーブランド。手袋メーカーの家に育ち、幼い頃から素

材や色に興味を持っていたデザイナーが生み出す独特の世界

観が人気。価格帯：180～300 ユーロ。 

 
 
 

2 ) ミドルプライスゾーン 

 

 ストールがファッションアイテムとして登場・定着していく 90 年代以降、新ブランドの誕生

が続き競争が激化している。安くて質の高いインドの技術とヨーロッパのデザインをミックス

した新生メーカーやベターゾーンブランドで構成されている。素材は扱いやすいウール製が主

流で、平均価格は 50～180 ユーロである。 

 

a) インド製スカーフメーカー 

 

・ EPICE〔フランス〕：http://www.epicedesign.com 

1999 年、インドのテキスタイルスペシャリストとしてのキャリアを持つデンマーク人デ

ザイナー2 人組みによって誕生したスカーフブランド。彼らが生み出す独特の柄や色合い

と、インドの織機で織られた柔らかい肌触りが支持を得て、世界中の注目を集めている。 

       
写真左から〕カシミア 225 ユーロ、ウール 165 ユーロ、ウール 150 ユーロ、 

ウール 110 ユーロ、ウール 60 ユーロ  

 

 

・ Khadi and Co〔フランス〕：http://www.khadiandco.com 

30 年以上インドの織物職人とコラボレーションしてきたテキスタイルデザイナーによる

ストールや衣類を扱うブランド。カディ〔インドの手紡ぎ、手織り物〕を使用して作られ

た、シンプルで上品なストールが人気。 

     
写真左から〕ライトウール 200 ユーロ、ライトウール 194 ユーロ、ウール 165 ユーロ、ウール 135 ユー

ロ 

 

http://www.swash.co.uk/
http://web.me.com/doucegloire/Douce_Gloire/accueil.html
http://www.epicedesign.com/
http://www.khadiandco.com/


 

18 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

 

・ IDEA Plus〔フランス〕：http://www.ideaplus.fr 

1987 年創業のアクセサリーメーカー。インドのテキスタイルに特化しており Armani や

Christian Lacroix など他ブランドともコラボレーションしている。ニューデリーに支社が

あり迅速な生産基盤を持つ。インド独特の鮮やかな色合いがマダム層の支持を得ている。

価格帯：145～240 ユーロ。 

    
 
 
 

・ Inoui〔フランス〕：http://www.inouiparis.com 

ファッションだけでなく自然や環境問題にも高い意識を持つ 4 人の女性によって誕生した

アクセサリーブランド。全てインド製。インド独特の色彩感覚や製法技術にパリのデザイ

ンエッセンスを融合したコレクションを展開。価格帯：65 ユーロ～80 ユーロ。 

          
写真左から〕ウール 65 ユーロ、ウール 70 ユーロ、ウール 80 ユーロ〔3 点同価格〕 

 
 
 

・ Sete di Jaipur〔イタリア〕：http://www.setedijaipur.com 

1995 年誕生、インド製天然素材の生地を使用したストール及び衣類を展開するブランド。

インドから受けたインスピレーションとヨーロッパの洗練されたテイストから生まれるコ

レクションで人気。価格帯：65～100 ユーロ前後。 

 
写真左から〕ウール 105 ユーロ、ウール 98 ユーロ 

 
 

・ Petrusse〔フランス〕：http://www.petrusse.com 

1994 年創業。18 世紀以降のアンティーク生地からインスピレーションを得て作られる暖

かみのあるコレクションが特徴。ストールとホームコレクションを展開している。百貨店

Printemps では地下階ストール売り場半面を使用し大きく取り扱われている。 

 
写真左から〕ウール 110 ユーロ、ウール 49 ユーロ、ウール 90 ユーロ 

http://www.ideaplus.fr/
http://www.inouiparis.com/
http://www.setedijaipur.com/
http://www.petrusse.com/
http://www.bohemianchic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_13_1.png
http://www.bohemianchic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/e/setedijaipurrussia2_1.jpg
http://www.petrusse.com/spip.php?page=image_zoom&imgsrc=client/gfx/photos/produit/chasseriau1_506.jpg&titre=Etole Chassériau
http://www.petrusse.com/spip.php?page=image_zoom&imgsrc=client/gfx/photos/produit/amie1_538.jpg&titre=L'étole ''L'AMIE''
http://www.petrusse.com/spip.php?page=image_zoom&imgsrc=client/gfx/photos/produit/josephine1_542.jpg&titre=L'étole JOSEPHINE


 

19 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

b) ベターゾーンブランド 

       
 

写真左から〕Claudie Pierlot ウール 125 ユーロ、シルク 95 ユーロ、Tara Jarmon シルク 65 ユーロ、 

Derhy(2 点)ウール各 79 ユーロ 

 

 

3 ) ロープライスゾーン 

 
 化学繊維を使用した価格破壊と高級素材を使用した低価格商品の開発という 2 つの傾向があ

る。化学繊維を使用したものは 5 ユーロ以下の商品も登場しており価格競争は激しさを増して

いる。一方、安いだけではなく質を求める消費者の需要に合わせ、カシミアなど素材にこだわ

ったものも増えている。大型専門チェーン店やスーパーマーケットのオリジナルブランドで構

成され、平均価格は 20 ユーロ～50 ユーロである。 

 

 

写真左から〕Monoprix シルク 20 ユーロ、Naf Naf シルク 19,9 ユーロ、Avant Premier ウール 25 ユーロ、

Célio コットン 19,9 ユーロ、Zara ヴィスコース 25.95 ユーロ、H&M ポリエステル 3.95 ユーロ、 

ユニクロ アクリル 9.9 ユーロ、Célio カシミア 49,99 ユーロ 

 
 
 

3- 4. かばん・袋物 

 秋冬コレクションのほとんどは革製で、百貨店のバック売り場を見渡しても繊維製は 2,3 型あ

るかないかである。百貨店では丈夫で高級感のある革製が主流と言える。セレクトショップな

どの専門店の方がエスニック･テキスタイルや和風生地を使用した繊維雑貨の取り扱いは多い。

主な価格帯は 100 ユーロ前後である。 

 
1 ) 欧米テイスト 

 
 革製品が主流。繊維製のものも、ブランドやデザイン、使用素材によって 50 ユーロ前後から

1500 ユーロ近くまでと価格帯には大きな幅がある。 
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a) 高級･ベターゾーンブランド 

          
写真左から〕Yves Saint Laurent 麻 1495 ユーロ、Michel Kors 麻 395 ユーロ、Michel Kors コットン 60 ユー

ロ、SeeByChloé スウェード 360 ユーロ、AnyaHindmarch コットン 190 ユーロ、VanessaBruno コットン大

140 ユーロ/中 115 ユーロ/小 75 ユーロ 

 

 

 

b) フランスのかばん・袋物ブランド 

 

・ Petite Mendigote〔フランス〕：http://www.petitemendigote.fr 

 2003 年に誕生。インド生産ならではの風合いを生かし、ボヘミアン風エスニックの中にフ

レンチポップを加えた可愛いスタイルと手ごろな価格帯で若い女性の支持を得ている。

元々は大手化粧品会社の景品用に作られたメッセージポーチが人気商品。 

 
写真左から〕コットン 93 ユーロ、コットン 11 ユーロ 

 

 

・ Un jour un sac（フランス）：http://www.unjourunsac.com 

パーツ(バックと持ち手)を自分で選び、オリジナルの一品を作れるブランド。種類豊富な

バックと持ち手を付け替えれば何通りにも楽しめ、ブランド名の通り毎日違うバックを持

つことが出来る。1998 年の Première Classe 出展から始まり、現在はパリに 2 店舗、南青

山にも路面店を持つまでに成長。価格帯 : 100～300 ユーロ（繊維製かばん）。 

 
 
 
 

2 ) エキゾチックテイスト 

 

 東南アジアや中南米のテキスタイルを使用したかばんは、パリの BOBO(ボヘミアン･ブルジョ

ワジー)層に人気があり、セレクトショップでの取り扱いが多い。 

 

・ ZAZO(フランス)：http://www.zazo.fr 

    デザイナーが東南アジア放浪の旅の途中に出会った少数民族の鮮やかな柄の生地にインス

ピレーションを受け、その生地を使ったかばんのコレクションを 2004 年にスタート。 

価格帯：50～200 ユーロ。 

http://www.petitemendigote.fr/
http://www.unjourunsac.com/
http://www.zazo.fr/
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・ Wayuu Taya（米国/ベネズエラ）：http://www.wayuutaya.org 

  ベネズエラ出身の女優 Patricia Velasquez が自国のワユー族ら先住民の生活を保護・支援

する目的で 2002 年に Wayuu Taya Foundation を設立。支援の一環で、オリジナルバッグ

やアクセサリーを販売し、売上を資金にしている。社会貢献という意味だけでなく、ファ

ッション性の高いオリジナルグッズは有名バイヤーの目にも留まり、話題沸騰。価格帯：

150～200 ユーロ。 

  
 
 
 

・ La Vie Devant Soie（フランス）：http://www.laviedevantsoie.com 

 カンボジアに伝わるシルク製品の技術を用いて、現地の女性が安定した仕事を持ち自立で

きるよう設立されたフェアトレードブランド。手作りの温もりある風合いとシルクの優雅

さが特徴。パリのアジア系セレクトショップ Noriem で扱われている。 

 
写真左から〕手さげ 84 ユーロ、ショルダー90 ユーロ、ショルダー50 ユーロ、 

ポーチ 18 ユーロ、丸型ポーチ 32 ユーロ 

 

 

 

 

3 ) 和風テイスト 

 
・ くろちく（日本）：http://www.kurochiku.co.jp 

和雑貨を中心に海外進出も積極的に行っており、パリにも直営店があった。現在は『和』を扱

う小売店で、大正や昭和初期の古布を使用した時代布シリーズを中心に、エコバックや靴下に

至るまで幅広く展開している。2012 年 1 月の Maison et Objet に出展。 

http://www.wayuutaya.org/
http://www.laviedevantsoie.com/
http://www.kurochiku.co.jp/


 

22 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
写真〕時代布シリーズ 50 ユーロ～、エコバック 

 
 
 

・ 前田染工（日本）：http://maeda-s.co.jp 

京都に拠点がある、和風繊維製品の企画・製造会社。“ツキうさぎ”“鯉の滝のぼり”など縁

起が良いとされるモチーフを使用した開運亭シリーズが海外では人気。『和』を扱う小売

店で展開している。 

 
写真〕ショルダーバック 55 ユーロ 

 
 
 

・ 幡 INOUE（日本）：http://www.asa-ban.com 

手織麻の良さを伝えたいと、奈良を拠点に紡績企画から店舗運営まで行っている。上品な

色合いとデザインで人気があり、フランスではバックやポーチ、テーブルウェアを中心に

展開。 

 
写真左〕ポーチ 40 ユーロ前後     中、右〕バック 80～130 ユーロ 

 
  

http://maeda-s.co.jp/
http://www.asa-ban.com/
http://www.ban-inoue-shop.com/data/ban-inoue/product/b1f8e9f3f9.jpg
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4. 日本企業製品の動向 

4- 1. 旗艦店を持つ日本企業 

1 ) Tabio〔靴下〕 

 

 
 

住所：15, rue Vieille du Temple 75004 Paris 

    営業時間：11:00 AM –20:00PM〔月曜～土曜〕 

              12:00AM – 20:00PM〔日曜及び祝日〕 

   最寄駅：1 番線 Hôtel de ville 駅または St Paul 駅 

   ウェブサイト：www.tabio.com 

 
 

① 概要 

 英国市場参入から 7 年後の 2009 年にフランス市場へ参入し、旗艦店をマレ地区にオープ

ン〔現在の店舗数は英国 7 店、フランス 1 店〕。カスタマイズの刺繍やギフト用風呂敷など

付加価値を付けた販売を行っており、日本ならではの商品及び販売センスを表現することで

成功している。 

 世界一の観光都市パリでは観光客も大切なターゲットであり、お店の場所選びは非常に重

要。地元の人だけでなく観光客も多いマレ地区の中心地にある Tabio 旗艦店は世界にアピー

ルできる最高の立地にある。 

 
② 客層 

 30 代～50 代の女性が中心。価格帯が通常の靴下より高いため、購買力がありファッション

の一部として靴下を楽しむ余裕のあるこの世代の女性が主な客層となる。カフェやレストラ

ンも隣接している為、地元の人や観光客で非常に賑わっており、閉店間際まで客の流れは止

まることはない。 

 
③ 価格帯 

10～70 ユーロ〔平均単価 16～17 ユーロ〕 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
写真左〕カシミアハイソックス 70 ユーロ、中〕カラフル五本指ソックス 15 ユーロ～    

右〕レジ横にあるカスタマイズ刺繍用のミシン、その場で刺繍出来る様従業員を教育している 

 

 

http://www.tabio.com/
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④ フランス市場の特徴 

 近年靴下がファッションの一部として取り入れられ、市場は大きくなってきている。 

日本市場と特に違うのがメンズの需要。サイズはもちろん、カラフルで目立つものが人気で

ある。Tabio ではフランス市場向けにお客様の声を反映した商品開発を行っており、今後は

日本へ逆輸入したいと考えている。 

 例えば、フランスでは紳士物でも他にはないユニークなもの、色味があり目立つものが好

まれる。しかし、日本ではハイゲージの紳士用靴下はビジネス使用が主流であり、暗い色で

のカラーバリエーションは豊富であるがフランスのニーズに合うカラフルな商品の提案がで

きなかった。そこでユニセックスのカラフルな靴下をフランス市場用に開発したところ、ヒ

ット商品となった。 

  
⑤ 最近の売れ筋/トレンド 

 ハイソックスよりオーバーニーソックスや踝までの短いものが人気を集めている。ユニー

クな商品で売れているのが 2012 年からスタートした靴用のファーアクセサリー。靴を買う

よりは安く、気軽におしゃれを楽しめる点が支持を得ている。着圧機能を付加価値として加

えた五本指マラソンソックスは、今までのファッション市場からスポーツ市場へと、新たな

客層を掴むことに成功した。ヨーロッパでは手に入らないレースのカバーソックスもよく売

れている。 

        
写真左から〕ファーアクセサリー 40-60 ユーロ、マラソンソックス 26 ユーロ、レースカバーソックス 12

ユーロ 

 
⑥ 今後の展望 

 マレの旗艦店は好調に売上を伸ばしており、2012 年春にはパリ左岸に 2 店目をオープンす

る予定である(32 rue Saint-Sulpice 75006、店舗面積 30 ㎡)。靴下も最近ではファッションの

一部として取り入れられ、市場は成長している。しかしカジュアル需要が主であり、依然百

貨店等ではストッキングが売場の大半を占めているので、今後はフォーマルな場でも使える

大人の女性のための靴下も提案していきたいと Tabio フランスのディレクター 滝沢氏は話す。 

Tabio は中長期ビジョンとして今後 5-10 年の間に、フランスのリール、ストラスブール、リ

ヨンなどの地方都市に 10 店舗オープンする計画を立てている。 

 
 
2 ) CA4LA〔帽子〕 

 
ウェブサイト：http://www.ca4la.com 

 日本で帽子をファッションに格上げ、定着させた有限会社ウ

ィーブトシによるブランド。全体の 7 割が国産のオリジナル商

品である。海外進出にも積極的で 2005 年にロンドン店をオープ

ンした。フランス、イタリアに店舗は無いものの、Tranoi に出

展を続けており、百貨店 Le Bon Marché や Franck et Fils、その

他数件のセレクトショップで定期的に取り扱われている。 

 

http://www.ca4la.com/
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4- 2. パリ展示会に出展している企業及びクリエーター 

 2012 年 1 月に開催された Première Classe では初めて靴下やストッキング、タイツなどのレッ

グウェアをまとめたコーナーが会場入口の目の前に登場し、これらのアイテムに対する注目度

が高まっていることがわかる。日本からは福助と MARCOMONDE(株式会社ドロアー)が出展し、

両者とも初出展であった(全出展者数 13 件 : 伊、仏、英各 3 件、ベルギー1 件、スウェーデン 1

件)。 

 福助ではパンフレットと一緒に商品サンプルをバイヤーに配っており、翌日履き心地に感動

したバイヤーがオーダーを付けに戻って来るなど、1882 年から 130 年にもわたって培われた彼

らの高い品質が評価を得た。靴を脱ぐ習慣から靴下が重要な役割を果たし実用品として定着し

ている日本では、非常に品質の高い商品を生産する背景がある。ヨーロッパでも靴下市場が拡

大･成熟するにつれ、単に色やデザインの派手さだけに目を奪われるのではなく、商品の品質を

重視するバイヤーが増えていることは日本にとって非常に大きな追い風となる。 

 

 
写真)2012 年 1 月に開催された Première Classe、靴下コーナーの様子 

 

 
写真左から) 福助のブース、MARCOMONDE のブース 

 

 Première Classe の全出展者 592 件の中 92 件がスカーフを扱っており、靴、ビジュー(アクセ

サリー)、革製バックに続き出展者数が多いアイテムである。日本からは 3 件出展しており、中

でも 2009 年から出展している KUSAKANMURI(株式会社バスコ)のブースは常に人で溢れていた。

現在のトレンドであるインド製の独特な色合いの商品は多く見られるが、彼らの特徴である和

と洋のクラシックなテイストのものはユニークで、バイヤーの注目を集めている。商品は日本

で企画され、インドで染め･生産を行っている為、日本製の商品に比べ価格が抑えられているの

も特徴である (卸価格の例、シルクコットン製 70cm×180cm のスカーフ 38 ユーロ)。商品のオ

リジナリティーと価格のバランスがバイヤーを惹きつけ、Le Bon Marché をはじめフランスとイ

タリアで 10 件以上の取引先を持っている。 

 一方、1997 年から Première Classe に出展を続けている常連の KEIKO KUROISHI は基本的に

日本で生産を行っているため円高の影響を直接受けていた。価格を上げざるを得ず、新規獲得

に苦労していたが、長い間関係を築いてきた固定客は商品の良さを理解しており商談に影響は

無かったと話す。 
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写真左〕KUSAKANMURI のブース  右〕KEIKO KUROISHI のブース 

 

 2012 年 1 月の Première Classe と同時期に開催されていた Maison et Objet の自然や人的資源

に注目した ethnic chic.MIC セクションには KOMON HIROSE(スカーフ、かばん・袋物)と kna 

plus(かばん・袋物)が出展していた。 

 KOMON HIROSE は江戸時代より続く江戸小紋の廣瀬染工場が手がけるブランドで、今回が

Maison et Objet 初出展。NY 国際ギフトフェアにも出展しており海外進出に積極的である。糸か

ら染色まで全て日本国内で行っており、シルク 100%のスカーフの卸価格は 150 ユーロ。ヨーロ

ッパ市場は初めてで派手目の色が受けると思っていたが、ベージュ地に黒のドットのスカーフ

が一番反応がよくて意外だったと話す。 

 今回で 4 回目の出展となる kna plus は繊維産業が盛んな福井県で資材用繊維を主に織ってい

る会社。土中で自然に分解し、焼却しても有毒なガスが出ない植物性の繊維を使ったエコ素材

のバックを売出し、イタリアの 10 Corso Como 等有名な海外取引先を持つ。商品の雰囲気にあ

ったかわいらしい手作りのディスプレイで目を引いていた。 

 円高の影響で価格を上げざるを得なかったが、ヨーロッパの人でも簡単に組み立てられるギ

フトボックスを開発するなど新しいセールスポイントを作り対策を立てた。主力のプリーツバ

ック(大)の卸価格が 18 ユーロと単価が低めなこともあり、円高の影響はそれ程商談に見られな

かったと話す。 

 

 
写真左〕KOMON HIROSE のブース  右〕kna plus のブース 
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5. 展示会情報 

 海外進出を狙う際、一番取り組みやすく確実にアピールできる方法として、パリで開かれる

展示会への出展があげられる。フランスだけでなく世界市場参入への第一歩としてパリの展示

会が適している理由は、その集客力にある。名の通ったパリの展示会には、世界中のバイヤー

やプレスが必ず訪れるため、少なくとも商品を彼らの目に触れさせる事が可能である。 

「ファッションの都パリ」として世界のリーダーシップを確立するべく、2011 年にはパリの展

示会の再編成があり、2012 年 1 月から新体制でスタートした。市場規模では、フランスは中国

や米国より遥かに小さいが、インターナショナルなアピールの場として、今後ますますパリの

展示会の存在は大きくなると予想される。 

 パリで開かれる代表的な繊維雑貨を扱う展示会は下記の通りである。開催期間は春夏コレク

ションが 6 月末～10 月上旬、秋冬コレクションが 1 月末～3 月上旬である。 

 

a) 既製服とアクセサリーが集結した最大規模の展示会 

 

・ フーズネクスト、プレタポルテ・パリ〔WHO'S NEXT, PRET À PORTER PARIS〕 

ウェブサイト：http://www.whosnext.com 

 元々分かれていた 2 つの展示会が合併し、2012 年より同じ 1 つのチームとして開催。

フーズネクストの中核となり 200 のデザイナーズプレタポルテが集まる FAME、アパレル

系プレタポルテの PRIVATE、600 のアクセサリーブランドが集まる PREMIERE CLASSE、

メンズ中心にジーンズ、ストリート系の MR.BROWN、革製品の LE CUBE、シューズの

MISS AROUND、これら 6 つのセクターで構成されている(2012 年 1 月)。 

 合併後初めて開催された 1 月の展示会には 2000 以上のブランドが出展し、その 55%は

インターナショナルブランドであった(出展者の地域別内訳 ：仏 45%、仏以外の EU43%、

アジア 7%、米国 3%、中東 2%)。クリエーター系のコレクションは少なく量販を目指す

企業には唯一の展示会である。 

 

開催期間：年 2 回、各 4 日間 1 月：秋冬コレクション、6･7 月：春夏コレクション 

場所：Parc des Expositions -Place de la porte de Versailles 75015 Paris 

来場者数(2012年 1 月実績)：65,682 人(内訳：仏 68%、海外 32%) 

来場者数国別上位：フランス 44,396 人、イタリア 3,920 人(過去最多)、ベルギー2,240 人、 

         スペイン 2,180 人、日本 1,714 人、英国 1,300 人 

 

 
写真左)会場内セクション配置地図                  右) FAME セクションの様子 

 
 

b) クリエーター系展示会 

 
・ トラノイ〔TRANOI〕 

ウェブサイト：www.tranoi.com 

http://www.whosnext.com/
http://www.tranoi.com/
http://info.whosnext.com/t/60034/1768/7122376/32856/0
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 レクレルールのオーナーが主宰するクリエーター色の強いサロン。パリコレクション時

期にあわせ、メンズとレディスの両方のサロンが別々に開かれている。 

 

開催期間：年 4 回 各 4 日間 

     レディス…3 月：秋冬コレクション、10 月：春夏コレクション 

     メンズ…1 月：秋冬コレクション、6 月：春夏コレクション  

場所：Palais de la Bourse 75002 Paris/ Carrousel du Louvre 7500 Paris/  

           Montaigne, 7 rond point des Champs Elysée 75008 Paris 
 

        
写真左)Bourse 会場の概観と内部の様子                    右)CA4LA のブース 

 
 

c) ファッション小物、アクセサリー専門の展示会 

 

・ プルミエールクラス〔PREMIERE CLASSE〕 

ウェブサイト：www.premiere-classe.com 

 バッグ、小物、アクセサリーのクリエーターブランドを集めた展示会。主催者は

WHO'S NEXT, PRET À PORTER PARIS と同じ WSN developpement。各シーズンに 2 回開催

され、1 回目（1 月と 6･7 月）は WHO'S NEXT, PRET À PORTER PARIS 内の 1 セクション

として、2 回目はパリコレクションの時期（3 月と 10 月）にチュイルリー公園に張られた

テント内で開催される。雑貨のクリエイティブな展示会として 20 年以上の歴史があり、

集客力もあるので魅力的である。一方、倍率も高くオーディションを通過するのは難しい。 

 
開催期間：年 4 回、各 4 日間  

     1、3 月：秋冬コレクション、6･7、10 月：春夏コレクション 

場所： 1、6･7 月 Parc des Expositions -Place de la porte de Versailles 75015 Paris 

      3、10 月 Jardin des Tuileries, Paris 

 

・ ザ・ボックス〔The BOX〕 

ウェブサイト：http://thebox-paris.com 

 クリエーター向けアクセサリー専門展示会。 パリコレクションの時期に、チュイルリ

ー公園近くのシックな会場で開催され、毎回選び抜かれた約 100 のブランドが出展する。 

 

開催期間：年 2 回 各 4 日間 3 月：秋冬コレクション、10 月：春夏コレクション 

場所：Espace Cambon, 46 rue Cambon 75001 Paris 

 
 

d) 量販チェーン店向け展示会 

 

・ インターセレクション〔Inter sélection〕 

ウェブサイト：http://www.interselection.net 

http://www.premiere-classe.com/
http://thebox-paris.com/
http://www.interselection.net/
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 ファーストファッションの取引先を見つける展示会で、大量生産を主とするプレタポル

テとアクセサリーが中心。ドイツ、フランス、日本、モロッコなど 17 カ国から約 150 社

が出展している。フランスのチェーン店は 100%出席する。 

 

開催期間：年 2 回、各 3 日間 4 月：秋冬コレクション、10 月：春夏コレクション 

場所：Parc des Expositions -Place de la porte de Versailles 75015 Paris 

 
 

e) その他日系展示会 

 
・ ジャパンエキスポ(JAPAN EXPO)  

ウェブサイト：http://www.japan-expo.com 

 毎年 7 月に開催され、日本のサブカルチャー（マンガ、アニメ、ゲームなど）を中心と

し、書道、武道、茶道等の伝統文化もあわせて紹介される。フランス国内だけではなく、

近隣の国からのビジターもあり、2011 年の来場者数は 19 万人を超えヨーロッパ最大規模

の日本フェスティバルとなっている。 

 

開催期間：年 1 回 4 日間  7 月 

場所：Parc des Expositions -Paris Nord Villepinte 93420 Villepinte 

 
 

・ メゾン・エ・オブジェ (Maison et Objet) 

ウェブサイト：：http://www.maison-objet.com 

 デザイン関連のサロンとしては欧州最大の規模。フランクフルトのアンビアンテ（国際

消費財見本市）、ミラノのサローネ（家具インテリア見本市）と比較すると、ファッショ

ンよりの展示会で、インテリア、家具、食器、ファッション雑貨、照明、ギフトなどライ

フスタイル全般を提案している。2011 年 1 月の出展者数は 2804 社、来場者数約 8 万 5 千

人であった。 

 

開催期間：年 2 回 各 4 日間  1 月と 9 月  

場所： Parc des Expositions -Paris Nord Villepinte 93420 Villepinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.japan-expo.com/
http://www.maison-objet.com/
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6. 有力小売店情報 

6- 1. 百貨店 

a) ボンマルシェ(Le Bon Marché) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住所：24, rue de Sèvres, 75007 Paris 

営業時間：10:00AM – 20:00PM 

     木金のみ 21:00PM まで 

休業日：日曜、フランスの祝祭日 

最寄り駅：12 番線 Sèvres Babylone 

ウェブサイト：www.lebonmarche.com 

 
 

① 概要 

 1852 年に誕生し、ショーウィンドウでの展示や定価販売、バーゲンセール等のシステムを

確立した世界初の百貨店。1984 年に LVMH グループの資本が入り、伝統とモダニティの融

合を目指して改革を進めた。現在では、オーセンティックな価値ある商品提供とともにカ

ルチャーも発信する場となり、セーヌ左岸（リヴ・ゴーシュ）のシックなパリらしい高級

デパートというイメージを確立している。 

 2 館に分かれ、本館（写真手前の建物）にレディス、メンズ、インテリア等が置かれ、別

館（写真左奥）に高級食料品売場（Grande Epicerie）、カジュアル衣料。子供服等が置か

れている。セーヌ右岸の百貨店と較べると規模が小さく、ターゲットを富裕層に絞り込む

ことで独自の商品セレクションを行っている。別館トレンドファッション売り場は定期的

にブランドの入替えが行われ、若い富裕層もターゲットとして大切にしていることがうか

がえる。 

 
② 顧客層 

 近隣の 6、7 区に住む富裕層が中心。高級食材品売場が出来て以来観光客も多少増えたが、

他の百貨店に比べると非常に少ない。コンシェルジュやスタイリングサービスがあり、カ

スタマイズサービスを強化することで顧客を囲い込み、客単価を上げている。 

 

③ フロア構成 

 

・ 靴下売場 

 

【別館】 

【本館】 

http://www.lebonmarche.com/
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 婦人用靴下は本館 1 階のランジェリー売場に併設するスペースにある。2011 年に、地上

階から移動し売場が拡大された。手前に Missoni や Marni など高級ファッションブランドの

商品が並ぶトレンドコーナーがあり、日本のメーカーもそこに置いてある。奥には老舗ブ

ランドを中心としたコーナーがあり充実した品揃えである。 

 
取り扱いブランド：Missoni、Marni、Tsumori Chisato、Lilith、Polder、ブロンドール、アンティバスト、

MaxMara、DoréDoré、Falke、Bleuforêt、Le Bourget Paris、Burlington、Bonnie Doon、DIM 

写真)婦人用靴下のトレンドコーナー〔手前什器 2 台〕 

白を基調に鏡やクリスタルを使用し透明感、高級感のある売り場 

 
 紳士用靴下は本館地上階にある。ファッションブランドから老舗ブランドまで順に並ん

でおり、わかりやすい売り場になっている。イタリアの老舗 Gallo の取り扱いもあり、顧客

の好みに合うシックでおしゃれな商品を揃えている。 

 
  取り扱いブランド：DoréDoré、Gallo、Falke、Bleuforêt、Burlington、CalvinKlein、PaulSmith 

写真)紳士用靴下売り場 

 
・ 帽子・スカーフ売場 

 
 婦人用帽子・スカーフ売場は本館地上階にあり、幅広い品揃えを誇る。フォーマル需要

の高いボンマルシェは独立した帽子売場もあり、オケージョン使用の充実したコレクショ

ンが揃う。 

 
帽子取り扱いブランド：E. Werlé〔一角独占売場がある〕、Céline Robert〔壁一面独占売場がある〕、

Marie Mercié 、 WHITELEY 、 Bettina 、 Grevi 、 Thomas Dimetto 、 Bernstock Speirs 、 Fish and Chic 、

Misaharada、Le Bon Marché オリジナル 
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スカーフ取り扱いブランド：Armani Collezioni、Christian Lacroix、Diane von Furstenberg、Emilio Pucci、

Etro、Kenzo、Missoni、Paul Smith、Sonia Rykiel、IDEA plus、Douce Gloire、Explora、Faliero Sarti、Mia 

zia、Khadi and Co 、Le Bon Marché オリジナル 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

 

  
写真左〕スカーフ売場は光沢加工の低い什器を使用、商品は豊富にあるがエレガントですっきりした印象 

右〕帽子売場、壁面にも一点一点ディスプレイできる什器を使用し見やすく高級感がある 

 

紳士用帽子・スカーフ売場は本館地上階にあり、ネクタイや手袋といった他のアクセサ

リー小物と一緒に置かれている。帽子はフォーマルなコレクションが非常に充実しており、

スカーフは Epice や Inoui など色彩豊かなカジュアル商品も豊富に揃えている。 

 
帽子取り扱いブランド：Borsalino、Christy’s、Crambes、Flechet、Grevi、Stetson、Balthazar〔Le Bon  

Marché オリジナル〕 
スカーフ取り扱いブランド：Armani Collezioni、Cerruti、Drakes、Cesare Attolini、Lanvin、Yves Saint  

Laurent、Epice、Inoui、Balthazar〔Le Bon Marché オリジナル〕 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

 

       
写真左〕雑貨小物の売場は手前がスカーフ売場、奥に帽子やネクタイ、手袋売場が続く 

 右〕スカーフ売場脇、通路越しの壁面にはカジュアル系帽子売場がある 
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b) ギャラリーラファイエット（Galeries Lafayette） 

 

   住所：40, boulevard Haussmann 75009 Paris 

     営業時間：9:30AM – 20:00PM 

        木のみ 21:00PM まで 

     休業日：日曜、フランスの祝祭日 

     最寄り駅：9 番線 Chaussée d'Antin Lafayette または 

       8 番線 Opéra 駅 

   ウェブサイト：http://www.galerieslafayette.com 

 

① 概要 

1893 年創業、ヨーロッパ最大級の百貨店。本館、紳士･食品館、インテリア館の３館で

構成されている。本館は婦人用品が中心で、地下 1 階には 2010 年 7 月にオープンした

3200 ㎡の巨大靴売場がある。 

 広大な売り場には世界の有名ブランドをはじめとする豊富な品揃えを誇り、パリのお

土産コーナーもあるので時間の無い買い物客には非常に便利。多様な言語のバンフレット

がインフォメーションに置かれ、日本人向けには日本人スタッフの居るサービスカウンタ

ーを用意するなど、観光客が買い物がしやすいサービスを徹底している。そのためリーマ

ンショック後も、中国の富裕層などの来店は伸び続けており、売上げを落としていない。 

 
② 顧客層 

 海外または地方からの観光客が中心。平日の午前中での店内は観光客で賑わっており、

そのうち 4 割近くが中国人と思われる。アラブ系、ロシア系、他のヨーロッパ諸国が続き、

韓国や日本などアジア勢の姿も見うけられる。 

 顧客を対象とした店舗経営とは異なり、不特定多数の一見客を対象としているため、商

品の豊富な品揃えと初めてでも買い物がし易い環境〔MD、VMD やインフォメーション〕作

りを重視した店舗経営を行っている。 

 
③ フロア構成 

 

・ 靴下売場 

 

 婦人用靴下は本館 3 階のランジェリー売場の横に並列してあり、非常に豊富な品揃えを

誇る。手前は Happy Socks や Bonnie Doon など中価格帯のカジュアルでファッション性の

強いブランドで構成され、彩のある目を引く売り場を作っている。中央は DoréDoré や

GERBE Paris、Falke など高級老舗ブランド、奥にはや DIM など普段使いの商品を扱うブラ

ンドが置かれている。 

 

http://www.galerieslafayette.com/
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取り扱いブランド：DoréDoré、Falke、MaxMara、GERBE Paris、Bleuforêt、Le Bourget Paris、DIM、Love 

Me、Burlington、Calvin Klein、Happy Socks、Bonnie Doon、Lafayette オリジナル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
写真左)DoréDoré のコーナー           右)カジュアルなファッションブランドのコーナー 

 

 紳士館 2 階にある紳士靴下売場は非常に広く、品揃えも豊富。売場半面には Falke とギャ

ラリーラファイエットのオリジナルブランドが置かれ、もう半面には Burlington、Achile、

Royalties といった柄物商品が多いブランドが置かれている。 

 
取り扱いブランド：DoréDoré、Falke、Bleuforêt、Le Bourget Paris、DIM、Burlington、Achile、Royalties、

Lafayette オリジナル 

 

   
写真)紳士用靴下売り場 

豊富な商品がシンプルな什器にブランド別に陳列され、買物しやすいようにまとまっている 

 

・ 帽子・スカーフ売場 

 

婦人用帽子・スカーフ売場は本館地上階の正面入口を入って直ぐの所にある。Lafayette

オリジナルの帽子とスカーフで 2 コーナーあり、その奥にブランド物のスカーフを取り扱

うコーナーが 1 つある。Lafayette オリジナル商品は価格帯が低く商品バリエーションも豊

富で足を止める買物客が多い。 

 
帽子取り扱いブランド： Lafayette オリジナルのみ 

スカーフ取り扱いブランド：Christian Lacroix、Kenzo、Sonia Rykiel、Marc Rozier、Lafayette オリジナル  

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 
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写真左〕Lafayette オリジナルブランドのスカーフ売場、壁面まで使用し豊富な品揃えを表現 

右〕その他ブランドスカーフの売場什器はミラー使用で高級感を演出、商品ボリュームは多い 

 

紳士用帽子・スカーフ売場は紳士館地上階の入口正面にあり、ソフト帽とベレー帽で 1

コーナー、スカーフとニット帽・カプカ〔ロシア帽〕で 1 壁面の構成である。 

 
帽子取り扱いブランド：Bailey、Borsalino、Flechet、Stetson、Lafayette オリジナル 

スカーフ取り扱いブランド：Lafayette オリジナルのみ 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

      
写真左〕紳士館入口直ぐの帽子売場、壁面一杯に商品が積まれ、全サイズ陳列されている 

右〕帽子売場の手前にある壁面を使用したスカーフとニット帽：カプカ〔ロシア帽〕コーナー 
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c) プランタン〔Printemps〕 

 

住所：64, Bd. Haussmann, 75009 Paris 

営業時間：9:35AM – 20:00PM 

     木のみ 22:00PM まで 

休業日：日曜、フランスの祝祭日 

最寄り駅：9 番線 Havre Caumartin 駅 

ウェブサイト：http://www.printemps.com 

    
 

① 概要 

 オスマン通りにギャラリーラファイエットと並んで建つ 1865 年創業の大規模百貨店。モ

ード館（地下 1 層、地上 8 層）、コスメ/メゾン館（地下 1 層、地上 9 層）と、メンズ館

（地下 1 層、地上 6 層）の 3 館で構成されている。歴史的建造物である建物とモダーンな

内装を調和させ、「ファッションのプランタン」というイメージを打ち出している。 

 2006 年にイタリア百貨店 la Rinascente のオーナー マウリツィオ・ボレッティ〔Maurizio 

Borletti〕に買収されて以降、高級･モード路線をさらに強めている。2010 年にはモード館

の改装が完了し、9000 ㎡の広大なモード雑貨売り場『リュクス＆アクセサリー』が誕生。

同時にマリア･ルイザによるセレクトショップをオープンしたり、新鋭デザイナーを積極的

に集めたりし注目を集めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真左)改装後誕生したマリア・ルイザのセレクトショップ 

右)フランス初上陸となったコーチ売り場 

 

② 顧客層 

 流行に敏感な 20 代～40 代が中心。日本人用サービスカウンターを設置するなど、観光客

の受入れにも力を入れている。 

 

③ フロア構成 

 

・ 靴下売場 

 

http://www.printemps.com/
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 婦人用靴下売り場はコスメ/メゾン館の地下 1 階にあり、ランジェリー売場に向かい合っ

た人通りの少ない場所にある。老舗ブランドに絞りベーシックな商品を豊富に取り揃えてい

る。 

 
取り扱いブランド：DoréDoré、Falke、Bleuforêt、Le Bourget Paris、DIM、MaxMara 

 

写真)婦人用靴下売り場 

 
 紳士用靴下売り場はメンズ館の地下１階にあり、DoréDoré、Falke、Bleuforêt、Burlington

が靴下売場に括られ、それ以外はブランド別コーナーの中に下着と一緒に置かれている。ブ

ランド物靴下の価格は 10～15 ユーロが主流。 

 
取り扱いブランド：DoréDoré、Falke、Bleuforêt、Burlington、DIM、Calvin Klein、Emporio Armani、Paul 

Smith、Hugo Boss、Arthur、Ralph Lauren、Eminence、Hom 

 

写真)紳士用靴下売り場 

 

・ 帽子・スカーフ売場 

 

婦人用帽子・スカーフ売場はモード館地下 1 階、コスメ/メゾン館に接した場所にある。

スカーフ売場は 2 コーナーあり、1 つは Petrusse、もう 1 つはその他のブランドで構成され

ている。さらに Printemps オリジナル商品で 1 つ売場があり、帽子とスカーフが一緒にコー

ディネートで置かれている。〔帽子の 9 割はニット物で価格帯は 20～45 ユーロ、スカーフ

の価格帯は 40～100 ユーロ〕 

また、モード館地上階の入口正面には別のファッション小物コーナーがあり、シーズ

ン・テーマ毎に取り扱う商品及びブランドを変えている。 
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帽子取り扱いブランド： Printemps オリジナルのみ 

スカーフ取り扱いブランド：〔モード館地下 1 階〕Christian Lacroix、Kenzo、Sonia Rykiel、Petrusse、 

Printemps オリジナル/〔モード館地上階〕Franco Ferrari、Epice、Moschino、JaneCarr 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左〕ブランド物スカーフコーナー、通路幅が広くゆったりした空間 

中央〕Printemps オリジナル商品コーナー 

右〕モード館地上階にある LouisVuitton スカーフ・ヘアーアクセサリー専門売場 LouisVuitton は隣の

Lafayette にも店舗を持つ為、差別化した商品展開を行っている 

 

紳士用帽子・スカーフ売場はメンズ館地上階中央にある。スカーフ 2 棚、帽子 柱 2 面で

構成され、その他は各ブランドの売場で扱われている。スカーフの価格帯は 65～95 ユーロ

が主流。 

 
帽子取り扱いブランド： Borsalino、Steston、Printemps オリジナル 

スカーフ取り扱いブランド：Altea、Armani Collezioni、Cerruti、Lanvin、Paul&Joe、Yves Saint Laurent、 

Printemps オリジナル 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

 

 
写真)手前がスカーフ売場 2 棚、奥の柱に 2 面帽子売場がある。白のシンプルな什器に同商品が積置、各棚

に上半身トルソーが置かれコーディネートを提案 
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d) フランク・エ・フィス〔Franck et Fils〕 

 

  住所：80, rue de Passy, 75016 Paris 

  営業時間：10 :10AM – 19 :00PM 

          土のみ 20 :00PM まで 

       休業日：日曜、フランスの祝祭日 

       最寄り駅：9 番線 La Muette 駅 

       ウェブサイト：http://www.francketfils.fr 

 
① 概要 

 創業 1897 年、高級住宅地 16 区のパッシー通りにある小規模高級百貨店。 

 1994 年に LVMH の資本が入り、ボンマルシェのグループに入ってからは、メンズの取り

扱いを広げるなど、新しい試みをしつつ、“人間的なサイズ”で個人の邸宅を訪問しているよ

うな雰囲気を大事にするというコンセプトを守り続けている。 

  
② 顧客層 

 近隣 16 区のマダム層が中心。エレガントな大人向けファッションを中心とした品揃えで、

彼女達の根強い支持を得ている。 

 
③ フロア構成 

 
・ 靴下売場 

  

 婦人用靴下売り場は 1 階のランジェリー売場の中

にあり、DoréDoré のみ取り扱っている。 

 紳士用靴下売り場は地上階のメンズ売場の一角に

あり、Falke のみ取り扱っている。 

 
写真)女性用靴下売り場 

 

・ 帽子・スカーフ売場 

 

婦人用帽子・スカーフ売場は本館地上階にそれぞれ別れて売場がある。帽子はバック売

場と隣接したコーナーにあり、スカーフは中央階段脇に独立したコーナーがある。Le Bon 

Marché 同様、帽子のコレクションが充実しており、クリエーターブランドも多い。 

 
帽子取り扱いブランド：AmiTsumuli、AnthonyPeto、CA4LA、Christy’s、EugeniaKim、GillesFrançois、Grevi、

Inverni、LolaHat、MaisonMichel、Misaharada、Stetson、E.Werlé、Marzi、Franck et Fils オリジナル 

スカーフ取り扱いブランド： Altea、Andes Mades、DouceGloire、Epice、Explora、FalieroSarti、Franco  

Ferrari、Inoui、ChristianLacroix、Kenzo、SoniaRykiel、Pashma、PierreLouisMascia、Sete di Jaipur、 

SWASH   

 *その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

http://www.francketfils.fr/
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写真〕帽子売場、中央のコーナーにクリエーターバックと一緒に置かれている 

 

紳士用帽子・スカーフ売場は地上階メンズ売場のレジ横に小さなアクセサリー/小物コー

ナーが一面あり、そこにバックや財布などと一緒に置かれている。 

 
帽子取り扱いブランド：Steston、CA4LA、AnthonyPeto 

スカーフ取り扱いブランド：ArmaniCollezioni、Epice、FalieroSarti、Hartford、Franck et Fils オリジナル 

*その他の商品は各ブランドの売場で販売されている。 

 

 

6- 2. 専門店・セレクトショップ 

a) メルシー（MERCI） 

 

住所：111, Bd. Beaumarchais, 75003 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

休業日：日曜、フランスの祝祭日 

最寄り駅：8 番線 St.-Sébastien Froissart 駅 

ウェブサイト：http://www.merci-merci.com 

 
 

① 概要 

2009 年にオープン。高級子供服店ボンポワンの創始者マリーフランスとベルナール・コ

ーエン夫妻が、ボンポワンの経営から離れ、長年の夢を形にしたフランスのアール・ド・

ヴィーヴルを発信するセレクトショップ。MERCI という店の名前が示すように、夫妻が

「ありがとう」の気持ちを表現したいと考えて始めた店で、売上げの一部を恵まれない子

供達を支援する団体に寄付している。 

http://www.merci-merci.com/
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広々としたアパルトマンのようなアット・ホームな空間が広がり、1,500 ㎡の 3 フロアの

売場に『MERCI』という店のコンセプトにあったエコロジーに対する意識の高いブランド

の商品が並んでいる。彼らのセレクトする商品はどれもしっかりとしたコンセプトがあり、

地上階のエントランスでは常に企画展が行われ、メッセージを発信している。現在は

『MERCI』オリジナル商品の開発も行っている。カフェや本屋も併設しており、パリの生

活美を体現した地元の人々で賑わっている。 

 
② 顧客層 

『BOBO』と呼ばれるブルジョア・ボヘミアンな富裕層が中心。洋服に限らずライフスタ

イル全体にこだわりがあり、ブランドにはこだわらず質の高い商品を追求しており、エコ

ロジーに対する意識も高い。彼らの需要にあわせ、インテリアや食器、文房具に至るまで

幅広い分野の商品を扱っている。話題性があり、観光客も多い。 

 
 

b) コレット（COLETTE） 

 

住所：213, rue Saint -Honoré, 75001 Paris    

  営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

  休業日：日曜、フランスの祝祭日 

  最寄り駅：1 番線 Tuileries 駅 または 

        14 番線 Pyramides 駅 

  ウェブサイト：http://www.colette.fr 

  
① 概要 

 1997 年にオープン。世界の最先端のモード、デザイン、アートを集めたパリで最も有名

なセレクトショップの 1 つ。地上階には雑誌、書籍、CD、インテリア小物、スニーカーな

どが置かれ、2 階は高級ブランドの服や小物がコーディネートして並べられている。奥には、

ジーンズから化粧品まで、トレンドの商品が揃えられ、アートギャラリーがある。地下に

はウォーターバーがあり、お水以外にもソフトドリンクやスイーツを楽しめる。 

 モードの世界では大きな影響を及ぼすセレクトショップとして世界中のバイヤーから注

目を集めている。ここで取り扱われることで注目され、世界に羽ばたいていったブランド

が幾つもあり、現在ではショールーム的機能を持つセレクトショップになっている。 

 
② 顧客層 

モード関係者と観光客が中心。モード色が非常に強く、トレンド発信の場としてブラン

ドとのコラボレーションを頻繁に行っている。ファッションウィークには、世界中のバイ

ヤーがトレンドリサーチに訪れ、店内は人で溢れているが、それ以外の時期は顧客対象が

限られる為、地元の客より観光客が断然多い。 

 
 
 

http://www.colette.fr/
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c) レクレルール（L’ECLAIREUR） 

ウェブサイト：http://www.leclaireur.com 

 

① 概要 

アルマン・アディダとマルチーヌ・アディダ夫妻が 28 ㎡のセレクトショップ

L’ECLAIREUR をシャンゼリゼに開いたのは 1982 年。現在ではパリに 6 店舗を展開し、パリ

コレクションにやってくるバイヤーやジャーナリストが必ずリサーチする店となっている。

世界中のアヴァンギャルドなクリエーターの商品が集まる。 

 

② 店舗リスト 

 

・ ボワシー・ダングラス通り店〔メンズ/レディス〕 

2006 年にオープン。サントノレ通りのエルメス、ラ

ンバンのすぐ近くで、レストラン・バーを併設してい

る。 

住所：10, rue Boissy d’Anglas , 75008 Paris   

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM〔月～土曜〕 

最寄り駅： 1 番線 Concorde 駅または 8 番線

Madeleine 駅 

 

・ Le Royal ECLAIREUR〔レディス〕 

  2010 年フィリップ･スタルクが改装を手がけたホテル Le Royal Monceau の地上階に誕生。 

  店内はスイートルームをイメージして作られており、商品はほとんど陳列されていない。 

  アート作品や一点ものの雑貨も取り扱い、L’ECLAIREUR の中でも一段とセレブな空間。 

住所：39/41, avenue Hoche 75008 Paris 

営業時間：11 :00AM – 20 :00PM 

最寄り駅：1 番線 Charles-de-Gaulle - Étoile 駅 

 

・ セヴィネ通り店〔レディス〕 

  インタラクティブな商業空間で新しいショッピングの体験が出来る。 

住所：40 rue de Sévigné 75003 Paris   

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM〔月～土曜〕 

最寄り駅：1 番線 Saint Paul 駅または 8 番線 Chemin Vert 駅 

 

写真)セヴィネ通り店内の様子 

 

 
・ マレ通り店〔メンズ〕 

以前はアトリエとして使われていた場所を改良し、

2000 年メンズショップとしてオープン。 

住所：12, rue Malher 75004 Paris  

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM〔月～土曜〕 

最寄り駅：1 番線 Saint Paul 駅 

http://www.leclaireur.com/
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・ エロルド通り店〔メンズ/レディス〕 

2001 年、18 世紀の厩舎だった場所にオープン。外には看板もショーウィンドウも無く

パリ ハイファッションの隠れ家的な存在。 

住所：10, rue Hérold 75001 Paris   

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM〔月～土曜〕 

最寄り駅：1 番線 Palais Royal 駅 

 
・ シャンゼリゼ通り店〔メンズ〕 

    1982 年オープンの第１号店。この 28 ㎡の場所から彼らの歴史はスタートした。 

住所：26, avenue des Champs Elysées 75008 Paris   

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM〔月～土曜〕 

最寄り駅：1 番線 Franklin D. Roosevelt 駅 

 
d) その他のセレクトショップ 

 

・ ドールス〔DOLLES〕 

衣類を中心としたオーガニックがコンセプトのセレクトショップ。 

住所：56, rue de Saintonge 75003 Paris 

 

・ アビダビバザール〔ABOU D’ABI BAZAR〕：http://www.aboudabibazar.com 

マレ地区セレクトショップの草分け的存在。ヨーロッパブランド中心。 

住所：125, rue Vieille du Temple 75003 Paris 

 

・ シモーヌ〔SIMONE〕：http://www.simoneruesaintsimon.com 

パリジェンヌの日常をイメージしたセレクトショップ。手作りの雑貨がある。 

住所：1, rue Saint Simon 75007 Paris   

 

・ ノエル・アンド・コー〔Noelle and Co.〕：www.noelleandco.com 

元フェンディーのクリエーターが 2010 年にオープンした雑貨のセレクトショップ。 

住所：1, rue Saint Simon 75007 Paris   

 

・ エリック・リンツ〔ERIK LINZ〕：http://www.eriklinz.com/erik-linz-store.htm 

在日滞在経験を持つオーナーがオリジナルブランドと合わせたセレクトショップを経営。 

住所：1, rue Saint Simon 75007 Paris   

 

・ ヴィクトワール〔Victoire〕：www.victoire-paris.com 

長い歴史を持ち、豊富な商品の品揃えと活気のあるディスプレイが特徴。 

住所：1, rue Madame 75006 Paris   

 

・ ガヴィラン〔GAVILANE〕：www.gavilane.com 

装身具デザイナーによるアバンギャルドンなセレクトショップ。マレ地区に 2 店舗ある。 

住所：14, rue Malher 75004 Paris / 39,rue Vieille du Temple 75004 Paris    

 

・ フレンチ･トロッターズ〔French Trotters〕：http://www.frenchtrotters.fr 

写真家を目指していたカップルがオープン。A.P.C 等洗練されたパリカジュアルが揃う。 

住所：116, rue Vieille du Temple 75003 Paris   

 

・ シャイン〔Shine〕：http://www.shineparis.com 

2000 年にオープン、洗練されたカジュアルテイストで人気のセレクトショップ。 

住所：15, rue de Poitou 75003 Paris  

 

・ スプリー〔Spree〕：http://www.spree.fr 

http://www.aboudabibazar.com/
http://www.simoneruesaintsimon.com/
http://www.noelleandco.com/
http://www.eriklinz.com/erik-linz-store.htm
http://www.victoire-paris.com/
http://www.gavilane.com/
http://www.frenchtrotters.fr/
http://www.shineparis.com/
http://www.spree.fr/
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2000 年オープン、50～80 年代のクリエーターや現代アートを扱うギャラリーショップ。 

住所：16, rue de la Vieuville 75018 Paris  

 
 

6- 3. 『和』を扱う店 

a) きものや〔KIMONOYA〕 

   

住所：11, rue du Pont Louis Philippe,75004 Paris         

営業時間：月曜 14 :00 – 19 :00PM 

     火-土 11:00AM – 19 :00PM 

休業日：日曜、フランスの祝祭日 

最寄り駅：1 番線 Saint-Paul 駅 

     2 番線 Pont Marie 駅 

 
① 概要 

 パリ初の日本の伝統的な商品を売る店として 1981 年にオープン。店の名前になってい

る着物をはじめ、書道・華道・茶道の道具、陶器、漆器、草履、扇子、繊維雑貨など、

様々な「和」テイストの商品を取り扱う。日本人のオーナーは年に数回、ヨーロッパの人

の好む商品を探す為、日本に商品を買い付けに出向き、産地も回っている。最近では百貨

店や専門店でも和物を扱うようになったが、それらの店とは重複しない商品セレクトで差

別化を図っている。 

 
② 顧客層 

 中高年のマダム層が中心だが、比較的客層は幅広い。プレゼントや自分のものを探し

に来る男性客、雑誌を見てくる観光客、近年の日本ブームでジャパンエキスポの後は特

に若い日本ファンが増える。 

 

③ 繊維雑貨の品揃え 

 袋物の価格は 15～220 ユーロと大きさや縫製

の違いで幅が広く、巻物は 45 ユーロ前後のもの

が多い。 

主な取り扱いメーカー：匠佑、Satomi.、美花集、

板谷なおみ、綿野屋等 
写真)店内雑貨コーナーの様子 

 

 

④  オーナーが商品を選ぶ際に最も注意していること 
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・ 価格 

 フランスには日本の伝統を理解する歴史的背景がない為、例え質が良くても適切な価

格帯で提案しないと売るのは難しい。きものやでは質と価格のバランスが取れた商品が

セレクトされている。 

 

・ ライフスタイルと必要性 

 ヨーロッパのライフスタイルに合った日常で使える物でなければ売れない。例えば、

きものやでは子供用のちりめん帯を夫人用のスカーフとして提案している。本来こちら

のライフスタイルにない商品でも、日常で使える具体的な方法を提案することで需要を

生み出すことは可能である。サイズや気候風土の違いも念頭に入れなければならない。 

 
 

b) ル・シャ・ユアン〔LE CHAT HUANT〕 

 

 

住所：50, rue Galande, 75005 Paris    

営業時間：月曜 13 :00 – 19 :00PM 

     火-金 11:00AM – 19 :00PM 

     土日 11 :30AM – 19 :30PM 

最寄り駅：10 番線 Maubert-Mutualité 駅 

               または Cluny La Sorbonne 駅  

 
① 概要 

学生街カルチェ・ラタンにあるオリエンタル雑貨を集めた店。オーナーはフランス人

夫婦で、パリが今のような日本ブームになるかなり前に店をオープンし、日本を中心に、

インドやアジア方面に年に 2～3 回買い付けに出向いている。 

5 区にある THE BLEU（15, rue linne, 75005 Paris）、マレ地区にある IKAT（36, rue 

François Mirou, 75004 Paris）は同じオーナーの経営で、Maison et Objet に出展し卸販売

もしており、フランス以外にも商品を卸している。フランス人が選ぶ「和物」のライン

ナップを見るためには大変参考になる店である。 

 
 
 

c) その他『和』を扱う店 

 

・ NORIEM：http://www.noriem.fr 

マツオインターナショナル株式会社が運営するセレクトショップで日本のブランドも

多く取り扱われている。 

住所：27, rue Vieille du Temple 75004 Paris / 4, rue du Pas de la Mule 75003 Paris 
取り扱い日本ブランド：DW2R、GARDE COLLECTIVE。KAMISHIMA。KAWA KAWA、MIKI MIALY、

SEIKO TOKI 

 
 

http://www.noriem.fr/
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・ SETSUKO： www.setsuko.fr 

20 年以上にわたり日本人のオーナーが自身のコレクションを制作し販売している。日

本の生地を使用した作品が多い。 

住所：17, rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris     

 

・ KAZE： www.kaze.fr 

  住所：34 rue François Miron 75004 Paris 

 

・ Yodoya：http://www.yodoya.fr 

  住所：6-8, rue Saint-Gilles 75003 Paris 

 

・ Boutique Zen：http://www.boutiquezen.com 

  住所：175 rue de Tolbiac 75013 Paris 

 
 

 

6- 4. 専門店  

a) Doré Doré 旗艦店〔靴下〕 

 

 靴専門店の並ぶレンヌ通りにあり、比較的狭い店内だが紳士、婦人、子供から新生児まで全

てのラインが揃っている。ニット帽やマフラーなどの雑貨もあり、全コレクションを見られる。 

住所：70, rue de Rennes 75006 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：4 番線 St-Sulpice 駅 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Bonnie Doon 旗艦店〔靴下〕 

 
 Doré Doré と同じレンヌ通りにあり、店内同様カラフ

ルなショーウィンドウが目を引き客入りが良い。カジュ

アルな柄物が中心で、自身のブランド以外に Berth aux 

grands pieds や Love me といったフランスメーカーの商

品も取扱っている。 

住所：108 Bis Rue de Rennes 75006 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：12 番線 Rennes 駅 

2 号店住所：42 Rue Vignon 75009 Paris 

  

http://www.setsuko.fr/
http://www.kaze.fr/
http://www.yodoya.fr/
http://www.boutiquezen.com/
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c) Sock Shop〔靴下〕 

 

 ロンドン発の靴下専門ショップ。レ･アルのショッピン

グモールの中にあり、英国のメーカーPamela Mann など手

ごろな価格帯の商品を扱っている。 

価格：靴下 6～8.5 ユーロ、タイツ 8.5 ユーロ～ 

住所：Les Halles 1 Rue Pierre Lescot  75001 Paris 

営業時間：10 :00AM – 20 :00PM 

最寄り駅：4 番線 Les Halles 駅 

 
 
 
 

d) Marie Mercié〔帽子〕 

 

 1978 年のオープン以来、常にクリエイティブで上品な

コレクションを発表し続けてきた旗艦店。彼女の魅力そ

のものを表現したショーウィンドウは必見。確かな技術

と抜群の創造性でモード界から政界まで幅広いファンを

持ち、各界の著名人がこの店を訪れる。 

住所：23 rue Saint-Sulpice 75006 Paris 

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：10 番線 Mabillon 駅 

 
 
 
 

e) Anthony Peto〔帽子〕 

 
 個性的な帽子が並ぶ旗艦店。紳士用帽子だけを扱って

おり、ステッキやスカーフなど独特な世界観を補う小物

も取り扱っている。 

住所：56 rue Tiquetonne 75002 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：4 番線 Etienne Marcel 駅 

 
 
 
 

f ) Céline Robert〔帽子〕 

 

 店内は、男性 6 割〔フェルト帽 80%、残りが織物や革

製の帽子〕、女性 4 割〔フェルト帽 80%、ニット帽

20%〕の構成で自身のブランド以外にも Borsalino や

Bailey、Stetson 等を取り扱っている。ショールームが同じ

道の 18 番地にある。 

住所：12 rue Commines 75003 Paris 

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：8 番線 Filles du Calvaire 駅 
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g) Gravi〔帽子〕 

 

 2006 年にパリ旗艦店をオープン。2004 年に

オープンしたフィレンツェの本店に続く 2 店目。

手袋やスカーフもあり、花モチーフを中心とし

た Grevi の世界観を味わうことが出来る。 

住所：Place Alphonse Deville 1 75006 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：12 番線 Sèvres-Babylone 駅 

 
 

h) Epice〔スカーフ〕 

 

 2010 年、ブランド誕生 10 周年を祝ってオープンしたブティック。ショールームの様なすっき

りした空間で、棚に納まった箱から販売員が商品を出すシステム。日本人スタッフも居るので

安心して買物が出来る。子供用も取り扱っている。平均価格は 150 ユーロ前後。 

住所：27・28 galerie de Montpensier 75001 Paris 

営業時間：10 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：1 番線 Palais Royal – Musée du Louvre 駅 

         
 
 

i) Khadi and Co〔スカーフ〕 

 
 シンプルな外観に、木目基調で暖かい雰囲気の店内はブラン

ドのイメージそのもの。自社ブランド以外に Epice のスカーフ

も扱っている。 

住所：37 rue Debelleyme 75003 Paris 

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：8 番線 Filles du Calvaire 駅 

 
 
 

j ) Petite Mendigote〔かばん・袋物〕 

 

 サン・ジェルマン大通りから一本入ったクリエーターブランド

が集まる Dragon にあるショップにはバックやポーチだけでなく、

ストールやアクセサリーなども揃っている。 

住所：25 rue du Dragon 75006 Paris 

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

最寄り駅：4 番線 St Germain des Près 駅 

他 2 店舗：1 rue des Abbesses 75006 Paris 

      3 rue Guichard 75018 Paris 
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k) Un jour un sac〔かばん・袋物〕 

 

住所：27 Boulevard Raspail 75007 Paris  

営業時間：11 :00AM – 14 :00PM、15 :00AM – 19 :00PM / 

      日･月休 

最寄り駅：12 番線 Rue du Bac 駅、12 番線 Sèvres-Babylone 

他店舗 : 6 rue des Saussaies 75008 Paris 


