
月 タイトル 主催 開催地 場所 当センターの役割

1978 S53 7 初の訪中 上海交易会出席 上海 和平飯店

1978 S53 11 NUC主催で視察団派遣 北京・上海

1979 S54 7 日中服装技術交流 中国紡織品進出口総公司 北京 首都劇場
政府認可の6つの団体（日本ﾌｧｯｼｮﾝ協議会が主催。当法人もその一団体として参加。対中国と協議会とのジョイント
役を当法人が事務局となって行った。

日本ファッション協会 上海 長江劇場
1980 S55 5 藍印花布発表 中国繊維進出口総公司 東京 ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ 中国産の藍印花布を2次製品として中国内をはじめ、日本でも普及させるため、その製品化の技術指導並びにPRに

上海分公司 京都 都ホテル

1980 S55 7 中国内初の服装展
中国繊維進出口総公司
上海分公司

上海 長江劇場
中国初の国内のショーを開催にあたり当法人がショーの手ほどき指導を行った。但し、この時期一斉のマスコミは
シャットアウト。日本では報道されなかった。モデルは劇団員と上海市内の小学生。

1981 S56 2 アセアンフェアー ASEAN貿易投資観光促進ｾﾝﾀｰ ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾅｰﾄ

1982 S57 11 アセアンフェアー ASEAN貿易投資観光促進ｾﾝﾀｰ ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾅｰﾄ 日本でのファションｼｮｰ開催にあたり商品セレクト及び技術指導。

1983 S58 11 アセアンフェアー ASEAN貿易投資観光促進ｾﾝﾀｰ ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾅｰﾄ

1984 S59 5 ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大使館 東京 ﾆｭｰｵｰﾀﾆ

1984 S59 9 ‘84ﾆｭｰｼﾙｸﾛｰﾄﾞｼｮｰ　審陽 中国ｼﾙｸ公司　毎日新聞社後援 北京/　審陽 国際ｸﾗﾌﾞ/人民体育館 中国から初めてﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙとデザイナーを日本に紹介する機会を作った。
東京 ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰ 出品物に対する製作技術指導、表演隊一行15名の受け入れも行った。
大阪 SABﾎｰﾙ

1985 S６０ 3
ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾌｪｱｰ
ﾒｯｾｰｼﾞ　FORMｱｾｱﾝ

名古屋輸入協議会 名古屋
ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾌｪｱｰ
ｲﾍﾞﾝﾄ館

5カ国代表デザイナー来日

1985 S60 5 君島一郎inﾁｬｲﾅ 中国ｼﾙｸ公司 北京 国際ｸﾗﾌﾞ 中国側の要請により日本人初の北京ｼｮｰを開催するにあたりプロデュース
中国紡織品進出口総公司/時装雑誌 工人体育館

1985 S60 9 ‘85ﾆｭｰｼﾙｸﾛｰﾄﾞｼｮｰ 中国ｼﾙｸ公司 北京 国際ｸﾗﾌﾞ
科学万博 東京 赤坂東急

EXPO 筑波星丸ﾎｰﾙ EXPO会場ではNHKの宇宙中継で世界に放映された。
名古屋 芸術ｾﾝﾀｰ
大阪 SBAﾎｰﾙ

1985 S60 9 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ ｼﾞｬｶﾙﾀ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱのデザイナーと日本人デザイナー（3人）のｼﾞｮｲﾝﾄｼｮｰ、演出プロデュース。

1986 S61 3 中国服飾展 中国紡織品進出口総公司 東京 赤坂ﾗﾌｫｰﾚ
過去2回のｼﾙｸ素材中心ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰからすべての中国産素材を使った展示会とﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ開催で技術指導及び
企画構成とその実施にあたった。

大阪 綿業会館

1986 S61 5 君島一郎inｼｬﾝﾊｲ
上海ｼﾙｸ公司
中国紡織大学

上海 国際貿易会堂 ‘85年度北京での開催に引き続き上海でのｼｮｰのプロデュース。

1986 S61 6 ｱｲ　ﾗﾌﾞ　ｼｬﾝﾊｲ 上海ニット公司 上海 日本の商社3社と協同で協力したが、ｼｮｰそのものの出品物製作指導とｼｮｰの実施にあたった。

1986 S61 10 ｶﾙﾃｨｰﾆｼｮｰ ｼﾞｬｶﾙﾀ、ｶﾙﾃｨｰﾆ社 ｼﾞｬｶﾙﾀ ﾎﾞﾙﾎﾞﾄｰﾙホテル 2回目のｼｮｰとして現地雑誌社の主催に協力し日本人デザイナー作品を発表プロデュース。

1986 S61 11 NUC工作服展 中国紡織品進出口総公司 北京 民族文化館 当法人設立25周年記念行事として北京で初のユニフォーム展示会とｼｮｰ開催
中国服装研究ｾﾝﾀｰ
日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ

1986 S61 11 ‘87ﾆｭｰｼﾙｸﾛｰﾄﾞｼｮｰ 東京 第3回のﾆｭｰｼﾙｸﾛｰﾄﾞｼｮｰ過去2回と同様の役割

1987 S62 3 NUC工作服展 上海服装協会 上海 第一ｼﾙｸ工場
上海対外紡績総公司

1987 S62 8 ｱｾｱﾝファションｼｮｰinｱﾚｰｼｱ ﾏﾚｰｼｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ 日本人ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ派遣とｼｮｰ構成（ｱｾｱﾝ5カ国と日本人ﾃﾞｻﾞｲﾅｰのｼﾞｮｲﾝﾄｼｮｰ）

1989 H1 JETRO ｽﾘﾗﾝｶで技術指導と講演 ｽﾘﾗﾝｶ貿易商務省の要請より

1990～1992 南西ｱｼﾞｱｱﾊﾟﾚﾙ商談会 ｽﾘﾗﾝｶで技術指導

2004 H16 4 NUC・中国服装協会交流ｾﾐﾅｰ
中国服装協会
日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ

北京 北京飯店
「オリンピックにおけるユニフォームの役割」をテーマとしたセミナー。NUCは「オリンピックにおける日本選手代表団
のユニフォームの研究開発」を講演。

2005 H17 3
「中国国際服装服飾博覧会」（CHIC2005）日本ユニ
フォーム紹介ショー・展示

日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
中国服装協会

北京 中国国際展覧中心 日本ユニフォーム紹介ショーを開催。展示ブースを設けた。

2006 H18 9 「第1回中国ユニフォーム講習会」
日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
中国服装協会

北京 北京燕翔飯店 講習会の講師派遣

2007 H19 3
「中国国際服装服飾博覧会」（CHIC2007）ユニフォー
ム機能紹介ショー・相談会

日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
中国服装協会

北京 中国国際展覧中心 展示ブースでユニフォーム機能紹介ショー・相談会を開催。

2008 H20 3
「中国国際服装服飾博覧会」（CHIC2008）新時代ア
クティブユニフォームショー

日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
中国服装協会

北京 中国国際展覧中心（新館) 展示ブースで「新時代アクティブユニフォームショー」を開催。宜禾公司と共同展示も行った。

2009 H21 3
「中国国際服装服飾博覧会」（CHIC2009）防災関係
ユニフォームの展示と相談

日本ﾕﾆﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
中国服装協会

北京 中国国際展覧中心（新館) 防災関係ユニフォームの展示と相談会を実施した。

2011 H23 10
「中国服装大会」
「日本高機能素材とデザインの融合」展示

ユニフォームセンター
中国服装協会

北京 北京国際飯店 特別会員東レ、帝人ファイバー、日本毛織と共同展示を実施した。

12
「2011年中国職業装研究中心年会・職業装機能素
材技術交流会」に参加

中国服装協会 中国寧波 寧波伯豪華府酒店 NUCの概要、コンサルティングと実績を紹介した。

2013 H25 8 「中国服装製造大会」講習会 中国服装協会 中国即墨 青島国際展示場 講習会にて「ユニフォーム着用企業の意識変化に伴う需要動向を知る――市場開拓の入り口」を講演

2015 H27 3 「中国国際服装服飾博覧会」（CHIC2015） 中国服装協会 中国上海 国家会展中心 会場視察、「中国服装ビジネスフォーラム」東レ講演をサポート

ユニフォーム技術指導役員局員派遣

‘84年度に引き続き第2回目の日本での大規模なｼｮｰの技術指導と企画構成の指導。並びに中国人にﾓﾃﾞﾙ、デザイ
ナーなど一行２７名の受け入れを行った。

年

NUCと中国とアセアン諸国の近年の交流年表

1995～
2017

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ミャンマー、インドネシア、タイ
ベトナム、中国等


