
「The Japan Observatory」at MU2018AW 出展者リスト 

JFW Textile Div.                                                2017.4.27 

 

「The Japan Observatory」 at Milano Unica 開催概要 

 

■ 第 25 回 Milano Unica 開催概要 

□ 開催期間： 2017 年７月 11 日（火）～13 日（木） 

□ 会場： Rho Fieramilano （Hall.８、12、16、20） 

□ 主催 ： Milano Unica Secretariat 

□ 出展内容：テキスタイル・副資材 (参加国：伊及び欧州＋日本、韓国)  

□ 出展者数 ：442 社（伊以外の海外企業 139 社）＊昨年実績 

□ 来場者数：6,074 社（伊：4,222 社／海外：1,852 社）＊昨年実績 

 

第４代 Milano Unica 会長にボット・ポアラ氏が就任以来、矢継ぎ早に実施して来た“MU 改革”。開催会場の変更に

始まり、招待者厳選システムの導入、無料フードサービス対象者の拡大、更に従来行ってきた ON STAGE、MU in NY

を辞め、その分スキャンデ・バイスや MU365 など積極的なシステム構築を実施し、外部への投資から MU本体への投資

に切り替えて来た。 

その“MU 改革”の仕上げとも云える『会期変更』を今回より実施する MU。９月から７月に会期変更するに当たり「全て

の出展者・来場者が満足する会期は存在しない」とボット会長が云う通り、現在の細分化された市場において正解はな

いのかもしれない。それでも MU が主体的に７月に会期変更した背景には、一昨年、昨年と２回行われたプレ展

「Prima MU」の成功が影響している。従来の９月開催では大手アパレルの買い付けの大半は終了段階にある事から

７月に行われた Prima MU は、来場者の本展にも勝る旺盛な購買意欲に出展者の満足度は高かった。反対に９月

展だけ出展していた企業からはプレ展がある事への弊害が指摘され、主催者も同シーズンに２回開催する事で来場者

の分散が起こるデメリットを認めていた。 

その矛盾を解消する為、本展の会期をプレ展時期にする事で「企画の早期化が顕著な欧州アパレルに対応出来る」と

前向きな声がある一方で、欧州ほど早期化が顕著ではない米国、中国、日本人バイヤーがどの程度来場するかが注目

される。また出展者（メーカー）も春夏物生産の最盛期に秋冬コレクションを作らなければならず、コレクションの完成度

が問われる事になる。一方、コンバーターは得意先のニーズをいち早く掴む事で、ストック素材の企画精度を高められると

歓迎している。何れにせよ今回の MU は世界が注目する会期となる事は間違いない。 

 

■ 「The Japan Observatory」at Milano Unica 2018AW 開催概要 

□ 開催場所： Rho Fieramilano (Hall.16 内) 

□ 出展概要： 企業ブース＋JAPAN PR ブース 

□ 出展者数： 40 社・団体 ／総展開面積 530+96 ㎡（予定） 

           ＜前年 AW 実績：38 社・団体／ 530+90 ㎡＞   

□ 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(ジェトロ) 

□ 後援（予定）： 経済産業省 / 日本繊維産業連盟 
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The Japan Observatory at Milano Unica 2018 A/W 出展社一覧 （50 音順） 

 企業・団体名 団体参加企業名 都道府県 企業区分 小間数 

1 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 

2 宇仁繊維株式会社 － 大阪府 中小企業 18 

3 株式会社エイガールズ － 和歌山県 中小企業 18 

4 小林当織物株式会社 － 群馬県 中小企業 9 

5 齋栄織物株式会社 － 福島県 中小企業 9 

6 株式会社サンウェル － 大阪府 大企業 26 

7 スタイレム株式会社 － 大阪府 大企業 36 

8 瀧定名古屋株式会社 － 愛知県 大企業 26 

9 株式会社デザインハウス風 － 京都府 中小企業 9 

10 東レ株式会社 － 東京都 大企業 52 

11 

東レ合繊クラスター 

一村産業株式会社 大阪府 大企業 

62 

12 小松精練株式会社 石川県 大企業 

13 サカイオーベックス株式会社 福井県 大企業 

14 テックワン株式会社 石川県 中小企業 

15 福井経編興業株式会社 福井県 中小企業 

16 丸井織物株式会社 石川県 中小企業 

17 株式会社ムツミテキスタイル ※ 石川県 中小企業 

18 萩原メリヤス株式会社 － 和歌山県 中小企業 18 

19 畑岡株式会社／株式会社足羽工業所 － 福井県 中小企業 9 

20 

尾州・ウール・コレクション（FDC） 

長大株式会社 愛知県 中小企業 

52 

21 遠山産業株式会社 愛知県 中小企業 

22 中伝毛織株式会社 愛知県 中小企業 

23 株式会社ヒラノ 愛知県 中小企業 

24 みづほ興業株式会社 愛知県 中小企業 

25 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 

26 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 

27 有限会社福田織物 － 静岡県 中小企業 9 

28 古橋織布有限会社 － 静岡県 中小企業 9 

29 前多株式会社 － 石川県 中小企業 9 

30 八木通商株式会社 － 大阪府 大企業 26 

31 

山梨県絹人繊織物工業組合 

甲斐絹座：前田源商店／槙田商店 山梨県 中小企業 

26 32 株式会社川栄 山梨県 中小企業 

33 宮下織物株式会社 山梨県 中小企業 

34 
米沢織物工業組合 

青文テキスタイル株式会社 山形県 中小企業 
18 

35 株式会社安部吉 山形県 中小企業 

36 リリーレース・インターナショナル株式会社 － 京都府 中小企業 18 

37 

公益財団法人わかやま産業振興財団 

カネマサ莫大小株式会社 和歌山県 中小企業 

36 
38 丸和ニット株式会社 ※ 和歌山県 中小企業 

39 株式会社森下メリヤス工場 ※ 和歌山県 中小企業 

40 吉田染工株式会社 和歌山県 中小企業 
      

 ※印は、初出展社   計 530 
      

  2017AW実績＝38 社・530㎡ 大企業 9 社 

  2018SS実績＝40社・556 ㎡ 中小企業 31 社 

   計 40 社 

 


