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 本年は、新型コロナウイルスが紡織企業に大きな影響を与えました。AFF はこの特別な時期に、一部の

出展企業の最新情報を集め、メルマガよりバイヤーの皆様へご案内いたします。皆様は製品にご興味が

ある際、是非ご連絡ください。

 ご希望の製品がございましたら、AFF 事務局（info@asiafashionfair.jp）までお問い合わせください。出

展企業とのマッチングに努力します。

企業及び製品情報

一、运动休闲婦人服

カットソー類
（婦人服）

001
キーワード：エコ素材
製品特徴：エコ素材を使用、特殊な刺繍が可能、オーガニック
コットンを使用。

企業概要：南通東和紡績品有限公司
は 200 人のカットソー専門工場です。
主な取引先は田村駒（株）、（株）ナ
ルミヤ・インターナショナル、（株）イ
ング、住友商事（株）、スタイレム（株）
など。カットソー製品の年間生産能力
は 200 万枚です。自社工場、高品質、
短納期、迅速対応などが特徴です。
担当者 : 陳 86—158 0629 8282　
chenaicun@163.com

ニットウェア
（婦人服）

002
キーワード：高品質、低価格、多様化
製品特徴：生地は多種多様で、ノーマル仕様のほか、各種レース、ジャ
カード、プリント、ローゲージ、機能素材等もあります。製品の競争力
を高めるため、各種の刺繍、プリント及びネックレス、ブローチ、ベル
トなどの服飾品・副資材も提供します。低コスト、低価格の大量生産の
製品以外に、小ロット、高品質の専門店向けの製品もあります。

企業概要：常州雄孚国際貿易有限公司は 2007 年 1 月に設立され、婦人ニットを中心に生産し、「質直好義、篤実躬行」の経営方
針の下、良好的な信用で海外のお客様に信頼されています。2019 年の売上高は 1500 万ドルで、うち、日本向けが 70％を占めてい
ます。長年の経営の中、会社全員は「お客様を中心に、お客様の期待に応え」との理念の下、サプライチェーンの管理を最適化し、
お客様により価値のあるものを作り、共益を実現します。
担当者 : 惲茹 yunru@strongfaithchina.com

ご挨拶
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キーワード：エコ素材、オーガニック
製品特徴：リネン、テンセル、モダー
ル、銅アンモニアレーヨン、竹繊維、
Sorona、Ecovero。生地の染色が可能。
製品はニットと布帛の紳士婦人服を中
心に、麻、テンセル、有機綿、竹繊維、
銅アンモニアレーヨンを使用したTシ
ャツ、ポロシャツ、セーター、パーカー、
シャツ、スカート、ジャケット及び麻綿
製靴下、タオルです。

ニット・布帛紳
士婦人服

（婦人服）

003

企業概要：上海墨繊服飾有限公司は 2017 年に上海に設立さ
れ、専門に麻、有機綿、大豆、竹、銅アンモニアレーヨン等の
天然繊維を開発・生産・販売するアパレル企業です。取引先
は欧州、北米及びオーストラリアに渡っています。「繊研新聞」
よりインタビュー及び連載報道されました。
担当者 : 段生青 jesse@shmoxian.com.cn

キーワード：小ロット
製品特徴：布帛のみならず、ニットと布帛を
融合した製品も得意です。お客様のニーズ
を満たします。注文数量は生地の最低発
注量に制限されません。服のデザインは合
わせやすいです。

布帛婦人服
（婦人服）

004
二、スカート（婦人服）

企業概要：アパレルの管理に精通し、経
験豊富な専門スタッフがアパレルの輸出
入業務を行い、積極的且つ一致団結し、
良好な発展が実現できています。主な商
品はセーター、カットソー、子供服、紳士
婦人服の 4 種類です。低コスト、低価格、
パターン、生地手配、アフターサービス、刺繍、
物流、小ロットが可能です。
担当者 : 滕芸 ytty69@yttctex.com；
maggie_jianglei@yttctex.com
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キーワード：抗菌、機能性
製品特徴：機能性デニム生地。ICEJADE 素材を使用し、夏でも清
涼感、通気性、さらさら感を実現。ヨガができるジーンズは柔ら
かく、通気性とフィット感を兼備。溶岩繊維を使用し、冬には保
温性、抗菌性とフィット感を実現。

企業概要：中山雲裳服装有限公司は
ジーンズ、デニムスカート、デニムウェ
アなどの国内外の中・高級婦人デニム
ウェアを専門にしています。主な特徴
は①独自の研究開発、デザインから出
荷までの一体化生産、貿易公司の仲
介手数料がありません。②専門的な研
究開発チームが市場動向を察し、流
行傾向を予測し、市場ニーズに合った
新製品を開発。③豊富な仕入先で新
素材を開発・調達④全方位のサービス
で高効率、高スピード。④合理な価格、
安定な品質、納期厳守。
担当者 : Ivy Tao 
ivy.tao@yunshang-zhongshan.com

婦人ジーンズ、
デニムスカート、

デニムウェア
（婦人服）

005

レディスファ
ッション

（婦人服）

006
キーワード：抗菌、防臭、発熱、速乾
製品特徴：機能性素材を使用し、抗菌、防臭、発熱、速乾。
設備は閂止めミシン、ボタン穴かがりミシン等。

企業概要：寧波多盈貿易有限公司はニット・布帛の紳
士婦人服を専門に行う生産貿易一体化企業で、専門な
CAD 及び輸出権を持っています。
担当者 :　 董春偉 doing@nbdoing.com
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キーワード：機能性、エコ素材
製品特徴：生地から品質を重視し、機能
性素材、エコ素材をお客様に提供してい
ます。グラフェン生地、エコ素材、抗菌
素材など。様々なニーズに応えるため、
工場には通常の 1本針本縫ミシンのほか、
布帛及びニット生地用の各種ミシン 20 台
以上を持っています。

企業概要：南通本優貿易有限公司は 2017 年に設立
され、アパレル及び雑貨の貿易を行っています。設立
当初より、技術に精通したスタッフを有し、優れた品
質とサービスや、専門性の高い技術力で、お客様に
より良い品質を提供します。弊社は日本事務所を設
け、多方面よりお客様にサポートします。
担当者 : 松本 
kazuhiro-matsumoto@jtcm-ltd.jp

レディス
SS・ AW

（婦人服）

007

製品：ニット、紳士服、婦人服、ベビー服、
セーターなど（婦人服）
キーワード：エコ素材、機能性
008 製品特徴：環境汚染を減らし、持続可能
な社会を構築するため、私たちは最新に環境
理念を樹立し、BSCI、DISNEY、GRS、OCS など
の認定を獲得し、様々な再生及び有機製品が
生産でき、国際レベルに達しています。再生
ポリエステルエアーヤーン、起毛糸、コアス
パン糸を使用し、比較的にたくさん種類の糸
が大量生産できます。また、グラフェンのコ
アスパン糸もあり、抗菌防臭、静電気防止、
蓄熱等の効果があります。

三、ニット婦人服

婦人服

008

企業概要：威海市錦琳服飾有限公司は 2008 年に山東省威海市に設
立され、主にセーター、ニットウェアの輸出を行い、年間生産能力 300
万枚で、欧米日韓に輸出しています。主な取引先は KIABI、GEMO、
NA-KD、FOREVER 21、ONLY、DD SIX-EIGHT、ONE WAY、Disney、
Fashion Linq、Appleseed's、Blair、Haband、DKKA、丸紅、帝人等です。弊
社は 3G、5G、7G、12G、14G 等の各種ニットウェアの生産が得意です。
OEM・ODM の一体化総合貿易企業です。
担当者 : 楊洋 yang-yang@allinwh.com
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キーワード：エコ素材、着心地、フ
ァッション
製品特徴：ファッション性、エコ素
材、着心地、短納期、高コストパフ
ォーマンス。主な製品はセーターで、
3GG、5GG、7GG、12GG、14GG の ニ ッ
トインナーなどもあります。モダー
ル、麻、竹繊維、有機綿、ピマコッ
トン、カラーコットンを使用。

紳士婦人ニッ
トウェア

（婦人服）

009

婦人ニット
（婦人服）

010

企業概要：威海威百進出口有限公司は 2011 年に設立され、6 つの専門な貿
易チーム、貿易専門の従業員数は 80 人以上を有し、年間輸出額が 3000 万ド
ルで、自社工場のほか、50 社以上の専門工場と長期間に提携しています。月
間生産能力は 50 万枚で、アメリカ、カナダ、ヨーロッパなどに輸出しています。
担当者 : 王彩虹 ranbow@ubgroupwh.com

キーワード：再生ポリエステル、短納期
製品特徴：再生ポリエステルを使用、ケーブル編み。

企業概要：青島易和嘉針織
品進出口有限公司は主にセ
ーター等のニット製品の輸
出を行い、3、5、7、12 本針の
各種ジャカードと透かし柄
製品が得意です。多くの工場
と提携し、大量生産のコント
ロールが良く、サンプルの出
すスピードが速いです。
担当者 : 劉霞 
liuchensong@grandtexqd.com
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キーワード：エコ素材、機能性
製品特徴：生地は通気性、速乾性、抗菌性を持ち、エコ素材を使用、
充填物は高い保温性保つ「Themore」中綿断熱素材を使用。

キーワード：吸水、速乾、冷感、保温、撥水、防油汚れ。
製品特徴：新型綿麻デニム、有機綿デニム、機能性デニム
（吸水、速乾、通気、保温、撥水、防油汚れ、UVカット）

四、機能性ウェア

通気速乾機能性ウェ
ア、エコ素材ウェア

（紳士服）

011

デニム、カジ
ュアルウェア

（婦人服）

012

企業概要：20 年間のデニム、カジュアルウェア製造と対日輸出経験を持ち、日本市場に注
力しています。弊社は川上から川下までの一連のサプライチェーンが完備し、生地、パタ
ーン、加工、水洗い、検品はすべて専門担当者が管理し、品質と納期を保証します。小ロッ
ト経験が豊富で、最短生産周期が15日以内で出荷可能です。サンプルを無料で提供します。
担当者 : 姚冰 yb@hakukawa.com

企業概要：大連魯湘進出口有限公司は営業チーム、技術チーム、設計チーム、
QC チーム、生産工場を持ち、加工と貿易の一体化構造により、最も競争
力のある価格と納期をお客様に提供します。設備揃いが万全で、品質が
保っています。主な製品男女機能性中綿・ダウンウェア、カジュアル中綿
・ダウンウェア、男女ジャケット・コート、男女両面高級手縫いカシミヤ・
ウールコート、ニットウェアなど。主な取引先ブランドは GEOX、LIU・JO、
WALBUSCH、BATA、DACK'S、OVS、GUESS など。年間生産能力は 50 万枚。
担当者 : 郭聡 guocong@cnluxiang.com
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キーワード：抗菌、抗ウィルス
製品特徴：睡眠改善、血行促進、防ダニ、
殺菌、抗ウイルス。太極石生地を使用。

キーワード：抗菌、速乾、軽量
製品特徴：自社が開発した生地は、軽量且つ丈夫で、抗菌速乾
撥水の性能を持っています。軽くて柔らかくて、着心地がよく、
きれいです。ポケットセッターが 4台、エンボッサーが 2台、偏
平縫いミシンが 10 台以上、布帛やニット生地用の各種ミシンが
230 台以上有し、様々な縫製ニーズに応えます。

スポーツウェア
（紳士服）

014

企業概要：青島浩浩工貿有限公司は自社工場を持ち、従業員数は 230 人で、イオン向
けのパジャマなどのニットウェアが主な製品です。安価、安定な品質、納期もお客様の
要望に対応します。
担当者 : 胡象明 huxiangming8@yahoo.co.jp

企業概要：濰坊鳶飛匯豊服装有限公司は山東省濰坊市に位置し、主にアパレル、
繊維製品等の輸出を行い、従業人数は 1050 人で、年間生産能力は 780 万枚以
上、日本、アメリカ、オーストラリア、フランス、ニュージーランドなどの十数ヵ国
・地域に輸出しています。縫製工場が 5 社、検品所が 1 社、生地工場が 2 社あ
ります。主な製品はカジュアルウェア、スボン、ジャケット、スポーツウェア、ホー
ムウェア、防寒服、T シャツ、子供服などです。布帛、ニットとも取り扱い、様々な
スタイルの紳士婦人服及び子供服が生産できます。管理体制が完備し、縫製
工場が SEWXED、THE FRUIT OF THE LOOM、島村 PB 等の国際認証を持ち、
生地開発、生産管理、品質管理及び見積価格に絶対的優位性を持っています。
担当者 : 于玲 wfjqyuling@163.com

パジャマ
（婦人服）

013



※出展企業への取材に基づき整理したものです。商談結果に関して責任を負うものではありません。

お問い合わせ：
E-mail: info@asiafashionfair.jp


