
 

 

 
 

 

 尾州産地バイヤー招聘実行委員会とジェトロ名古屋は、今年度も尾州産地のテキスタイルに関心を持つ中国

バイヤーを当地に招き、海外販路開拓に意欲のある尾州産地企業を対象とする商談会を開催いたします。日本

にいながらにして、中国企業に自社の商品を売り込む絶好の機会です。中国へ販路拡大を目指す皆様のご参

加をお待ちしております。 

※参加ご希望の方は、別紙「参加お申し込みフォーム」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

開 催 日 時 
平成 30 年 10 月 15 日（月）、16 日（火） 

※詳細な商談スケジュールは別途ご連絡申し上げます。 

開 催 場 所 

あいち国際ビジネス支援センター セミナールーム 
（愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 愛知県産業労働センター18 階）  
http://winc-aichi.jp/access/ 

＜JR 名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面へ徒歩 5 分＞ 

＜JR 名古屋駅からユニモール地下街 5 番出口 徒歩 2 分＞ 

主催 尾州産地バイヤー招聘実行委員会 

共催 日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター 

招聘バイヤー 

中国アパレル・ブランドのバイヤー、デザイナー 5 名（以下 ブランド名およびブランド URL 順不同） 

 EXCEPTION de MIXMIND： http://www.mixmind.com 

 PIAVE37： http://piave37.com 

 READ-ME： http://www.sh-wuxian.com 

 TAORAY WANG： http://www.taoraywang.com 

 報喜鳥： http://www.baoxiniao.com.cn 

シーズン 2019AW 

募集対象企業 中国への輸出に関心を有する尾州産地のテキスタイルメーカー 

参加料 32,400 円 

定員 30 社（先着順で定員に達し次第締切） 

開催方法 

・商談方法 

 参加企業にはパーテーションで仕切ったブースをご用意いたします。 

 全バイヤーが各ブースを廻り商談を実施する。 

 バイヤーには主催者が手配する通訳が同行します。 

・商談時間 

 午前 1 セッション・午後 ２セッション（各 2 時間程度）に分けて 2 日間実施する。 

・ブース備品 

 ハンガーラック（2 本）、商談用机・椅子は主催者にて準備いたします。 

今後のスケジュール 

★参加が決定いたしましたら、招聘バイヤーへ事前情報提供するための「企業データシート」および 

 「生地サンプル台帳」を作成いただき 9 月 7 日（金）までにご提出いただきます。 

☆10 月 2 日（火）13：30 ～ ： 出展者説明会、商談スケジュールの通知 

☆10 月 15 日（月）、16 日（火）： 商談会当日 

☆10 月 16 日（火）18：00 ～ ： 招聘バイヤーとの懇親会 

詳細等お問合せ先 
尾州産地バイヤー招聘実行委員会（安達） TEL：0567-28-3117 E-mail：tu-adachi@vivid.ocn.ne.jp 

ジェトロ名古屋 （鈴木/広木） TEL：052-589-6210 E-mail：nag@jetro.go.jp 

参加者募集！ 

2018 中国向けテキスタイル輸出商談会 in 名古屋 

～海外へ自社製品を売り込むチャンスです～ 

http://winc-aichi.jp/access/
http://www.mixmind.com/
http://piave37.com/
http://www.sh-wuxian.com/
http://www.taoraywang.com/
http://www.baoxiniao.com.cn/
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mailto:nag@jetro.go.jp


募集締切り 

平成 30 年 8 月 31 日(金) 

2018中国向けテキスタイル輸出商談会 in名古屋 
参加お申し込みフォーム 

※必要事項をご記入のうえ FAX にてお申込下さい。 FAX．0586-72-7027 

記入日 平成 30 年     月     日 

会社名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

英文社名  

代表者名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

企業所在地 
〒 
 

TEL  

FAX  

URL  

ご担当者名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

部署・役職名  

ご担当者 E-mail  

希望商談日 □ 10/15(月) □ 10/16(火) □ どちらでもよい 

輸出実績（直接／間接問わず） 
□ 一度も輸出経験なし 
□ 過去５年以内に輸出実績なし 
□ 過去５年以内に輸出実績あり 

※「企業データシート」および「生地サンプル台帳」のご送付をもって 参加決定 とさせていただきま

す。また、それらお送りしました帳票の提出締切日は 9 月 7 日（金） ですので厳守願います。 

【お問い合わせ】 

尾州産地バイヤー招聘実行委員会（安達）TEL：0567-28-3117／E-mail：tu-adachi@vivid.ocn.ne.jp 

ジェトロ名古屋（鈴木／広木）TEL：052-589-6210／E-mail：nag@jetro.go.jp 

ご希望に添えない場合もございます 
ことご了承願います。 



　　　☆2018中国向けテキスタイル輸出商談会 in 名古屋／招聘バイヤー情報資料

ブランド名 URL カテゴリー 地域 会社概要 関心素材

1 EXCEPTION de MIXMIND http://www.mixmind.com レディス 広州

1996年設立。例外（EXCEPTION de MIXMIND）は習
近平中国主席のご夫人に気に入られているデザイナーブランドで
す。ライフスタイルを重視する25-35歳を中心とした都市女性を
対象としています。2017年の売り上げは約7億元（120億
円）

2 PIAVE37 http://piave37.com メンズ 上海

2016年設立。メンズのストリートファッション主体のセレクトショッ
プ「PIAVE37（PV37）」を展開。自社ブランドでは、日本生
地をメインに採用。人気ブランドとなり、中国全土に30店強の
直営店を展開。売上を毎年伸ばしている。2018年売上高は、
約1億元（17億円）になる見通し。

布帛製の天然素材から化繊など、
幅広く関心あり

3 READ-ME http://www.sh-wuxian.com レディス 上海

2003年に設立。メインのレディスブランド「リードミー」と高級ライ
ン「リードミー・ コレクション」を展開。30～45歳の女性がターゲッ
ト。中国、日本、イタリアの生地を中心に使う。中国全土に180
店。16年に東京に現地法人を設立し、企画デザイン、生地調
達、卸売を展開。

天然素材。

4 TAORAY WANG http://www.taoraywang.com レディス 上海

中国で最も成功しているデザイナーブランドの1つ。著名デザイ
ナー、王陶が2014年9月に立ち上げた高級ブランド「TAORAY
WANG」を展開。王は東京モード学園を卒業し、中国でブラン
ド展開に乗り出した。親会社の日播は17年5月、上海証券取
引所に上場。主力ブランド「broadcast:播」の2016年売上
高は前年比5％増の9.49億元（170億円）。店舗数は886
店で、うち直営店は179店。

綿、ニット製の天然素材生地から
化繊生地まで幅広く。

5 報喜鳥 http://www.baoxiniao.com.cn メンズ 温州

2007年8月深セン上場。総資産20億元。年商30億元
（510億円）。10年連続で中国アパレル企業の売り上げ、利
益の上位100社にランキング。全国でも有数の大型アパレルグ
ループ。マルチブランド戦略、異業種（不動産）への拡大戦略
を進めている。浙江省温州、上海、江蘇省合肥に三大生産拠
点を設立。傘下にはメンズブランド、ユニフォーム、不動産開発
会社を有す。メインブランドの報喜鳥は、1000店強。

天然素材、ウール・麻混、ウール・
シルク混
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