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～欧州市場開拓～ 

 

「The Japan Observatory」at Milano Unica 2017AW 

開催概要 

 

 

◆ 概 要 

主   催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

       独立行政法人日本貿易振興機構 

後   援：経済産業省（予定）   

会場規模：620㎡（予定） ビジネスコーナー（出展企業商談ブース集積）＋Japan PRコーナー 

出展場所：Milano Unica 会場内の特別設置エリア（Fiera Milano Rho Hall.8） 

 

 

 

Milano Unica 展示会概要 

【出展概要】 

◆ 展示会名 ：23rd Milano Unica 

会   期 ：2016年 9月 6日（火）～8日（木） 9：00～18：30 

主   催 ：Milano Unica Secretariat 

会   場 ：Fiera Milano Rho （フィエラ・ミラノ・ロー） ※Milano Unica全体の会場が移転します。 

Milano Unica 

イタリア国内で別々に開催されていた 

■モーダ・イン（婦人服地）         ■イデア・ビエラ（ビエラ地方の紳士服地） 

■イデア・コモ（コモ地方の高級婦人服地）  ■シャツ・アヴェニュー（シャツ地） 

の 4見本市を合同で開催する世界的なテキスタイル見本市。2005年より、年に 2回（2月＜SS

＞、9 月＜AW＞）開催し、パリのプルミエール・ヴィジョンと並ぶ、大規模な素材展示・商談会で

す。 

 

 

前年同期実績 ＜2016 Autumn / Winter （2015年 9月）開催実績より＞ 
■開催期間： 2015年 9月 8日（火）～10日（木） 9：00～18：30 

■開催場所：フィエラ・ミラノ・シティ（Fiera Milano City） 
■出展内容：テキスタイル・副資材 

■出展社数：404社（内 77社がイタリア以外の欧州より出展） +日本 47社・団体 ／ 韓国 10社 

■入場料：無料■入場者数： 6,322社 ／ PRIMA：706社（計 7,028社） 
         ※このシーズンより 7月にイタリア企業のみが出展可能なMUプレビュー展（PRIMA MU）がスタート。 

           同時に、入場者カウントが“社数”となった。 

■大幅増減となった主な来場国（2014年 9月展対比）：  

（増）中国(+2%)、イギリス(+6%)、韓国(+20%)、フランス(+2%) 

 （減）イタリア(－10%)、ドイツ(－12%)、チェコ(－37%)、トルコ(－29%) 

（その他）・・・USA：201社 ／ ロシア：101社 

 



The Japan Observatory at Milano Unica 2017 A/W 出展社一覧　(2016/05/10)

# 企業・団体名 団体参加企業名 都道府県 企業区分 17AW小間

1 株式会社足羽工業所／畑岡株式会社 － 福井県 中小企業 9

2 株式会社エイガールズ － 和歌山県 中小企業 18

3 長大株式会社 愛知県 中小企業

4 遠山産業株式会社 愛知県 中小企業

5 中伝毛織株式会社 愛知県 中小企業

6 株式会社ヒラノ 愛知県 中小企業

7 みづほ興業株式会社　＊ 愛知県 中小企業

8 Team GIFU＜岩田健毛織（株）／ファインテキスタイル（株）＞ 岐阜県 中小企業

9 伊藤忠商事株式会社 北陸テキスタイル課 － 大阪府 大企業 26

10 宇仁繊維株式会社 － 大阪府 中小企業 26

11 熊澤商事株式会社 － 福井県 中小企業 18

12 小林当織物株式会社 － 群馬県 中小企業 9

13 齋栄織物株式会社 － 福島県 中小企業 9

14 株式会社サンウェル － 大阪府 大企業 18

15 スタイレム株式会社（旧：瀧定大阪） － 大阪府 大企業 18

16 瀧定名古屋株式会社 － 愛知県 大企業 26

17 株式会社デザインハウス風　＊ － 京都府 中小企業 9

18 東光商事株式会社 － 大阪府 中小企業 26

19 東レ株式会社 － 東京都 大企業 52

20 一村産業株式会社 大阪府 大企業

21 ケイテー・テクシーノ株式会社 福井県 中小企業

22 小松精練株式会社 石川県 大企業

23 サカイオーベックス株式会社 福井県 大企業

24 テックワン株式会社 石川県 中小企業

25 西川産業株式会社　＊ 富山県 中小企業

26 福井経編興業株式会社 福井県 中小企業

27 丸井織物株式会社 石川県 中小企業

28 FUKUI 布のえき 中嶋機業場／株式会社山崎ビロード 福井県 中小企業 9

29 有限会社福田織物 － 静岡県 中小企業 9

30 古橋織布有限会社 － 静岡県 中小企業 9

31 西村レース株式会社 － 京都府 中小企業 18

32 前多株式会社 － 石川県 中小企業 9

33 八木通商株式会社 － 大阪府 大企業 26

34 株式会社前田源商店 山梨県 中小企業

35 株式会社槙田商店 山梨県 中小企業

36 宮下織物株式会社 山梨県 中小企業

37 青文テキスタイル株式会社 山形県 中小企業

38 株式会社安部吉 山形県 中小企業

＊印は、初出展社 計 512

大企業 9 社

 2016AW実績＝47社・638㎡ 中小企業 29 社・団体

計 38 社・団体

尾州・ウール・コレクション（FDC） 52

26

東レ合繊クラスター 72

米沢織物工業組合 18

山梨県絹人繊織物工業組合


