第４章

消費財産地における地域ブランドの確立による新たなチャネル開拓：今治モデル

今治のタオル産地における地域ブランドの立ち上げは、イメージカラーとして、赤、青、
白を使用したそのブランドマーク＆ロゴとともに、いまや、よく知られている。この地域
ブランド確立への取り組みは、JAPAN ブランド育成支援事業として本格化した。1

しか

し、それ以前から、輸入タオルの急増によって産地の存続さえ危ぶまれる状況のなか、事
態を打開しようとするさまざまな試みが行われてきた。地域ブランドの確立の意味は、そ
うした対応努力のなかに位置づけるとき、その本質をより深く理解することができる。
個別企業のブランドとは異なり、
「地域ブランド」2の確立のためには、それに関わる多く
の企業の合意形成を必要とする。この合意形成をはじめ地域ブランド確立のプロセスを担
った組織は、今治のタオルメーカーによって構成される四国タオル工業組合である。この
意味で、四国タオル工業組合は、目的意識的にイノベーションを遂行する継続性を持った
中間組織（このレポートで定義する「連携体」
）としての機能を発揮したといえる。3
以下では、今治のタオル産地における地域ブランドの確立・維持のプロセスを次の４つ
の問いを通じてみていく。
① 地域ブランド立ち上げの背景は何か
② 地域ブランドはどのようなプロセスを通じて確立されたか
③ 地域ブランドはどのような仕組によって維持されているか
④ 地域ブランドと個別のタオルメーカーのブランド戦略・マーケティングはどのような関
係にあるか
今治の事例は、安価な輸入品との競争激化や消費者ニーズの変化に直面する消費財産地
が再生するためのひとつの方向性である地域ブランドの確立と維持がいかにして可能かと
いう実践的課題を考えるための格好の材料を提供する典型的な成功事例だといえる。
1 今治タオル産地における JAPAN ブランド育成支援事業は、2006 年度から 2009 年度の４年間（当初３
年間の予定だったが、事業が成功裡に進展したため１年延長）、今治商工会議所が実施主体となり、四国タ
オル工業組合と今治市が協力して実施された。
2 「地域ブランド」というのは、考えようによっては特異な言葉である。ブランド確立のプロセスで重要
な役割を果たした佐藤可士和氏は、そのブランドマークのデザインを依頼されたとき、
「最初はピンとこな
かった」、「企業や商品ではなく『産地』のブランディングというのも過去に経験のないことで、具体的な
イメージが湧かなかった」と述懐している。山下和彦・関田理恵［2008］p.59
なお、著名な伝統工芸品産地（たとえば陶磁器の有田）などでは、製法等の共通性などを基盤として、自
ずと「地域ブランド」が確立しているともいえるが、今治のタオル産地では、そういう条件はなく、かつ、
今治のタオルメーカーならば、誰でもブランドのロゴマークを付けられるわけではなく、一定の品質基準
を設けたため、関連したメーカーの合意形成は不可欠であった。
3 四方田雅史［2008］によれば、戦前期、工業組合の果たした重要な機能は、
「声価」（当時、中小工業に
関する文献で頻繁に使用された用語であり、今日の言葉に直せばレピュテーション）を確立・維持するこ
とであったという。品質の維持・向上のため、工業組合は、検査済みの印として製品に組合のマークを添
付したりした。こうした点からみれば、四国タオル工業組合は、工業組合としての本来の機能を発揮して
いるのだともいえる。
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１．地域ブランド立ち上げの背景：危機意識の共有4
愛媛県今治市には、国内最大規模のタオル産地が形成されている。5

その現況は、図表

１に示すとおりであり、四国タオル工業組合に加盟するタオルメーカーは 119 社、捺染や
縫製など関連する加工を手掛ける企業を含めると、約 200 社の企業が立地している。生産
量は約１万トン、生産額は 152 億円である。
今治産地のタオルメーカーの数は、かつて 500 社を超えていた（ピークは 1976 年の 504
社）。生産量がピークを記録したのは 1991 年で、このとき生産量は 50,456 トンであった。
ピークから比較すると、企業数、生産量ともに２割程度まで落ち込んだことになる。
生産量の減少は、安価な輸入タオルの増加によってもたらされた（図表２）。輸入タオル
の数量は、1980 年代前半までは 10,000 トンを超えることはなかったが、1980 年代後半以
降急増し、2006 年には、84,645 トンに達した。6 これにつれて、今治タオル産地の生産
量は急速に減少し、2009 年には、10,000 トンをやや下回る水準となった。（その後、緩や
かながら生産量は回復している。）企業数は 1980 年代から漸減傾向にあったが、1990 年代
以降も減少が続いている（図表３）
。
輸入タオルのシエアが急拡大したのは、生産コストが低く価格競争力が優位にあるため
であることはいうまでもないが、もうひとつ、流通チャネルの状況も関係している。日本
国内のタオル市場が、生活様式の洋風化とギフト市場の拡大のなかで順調に成長していっ
た時期、大阪など大消費地に拠点を置く消費地問屋は、海外の有名ブランドのライセンス
を取得し、その取扱いを拡大した。一方、タオルメーカーは、消費地問屋から発注を受け、
海外の有名ブランドのＯＥＭ生産に傾斜していった。7 この結果、タオルメーカーは
図表１：今治タオル産地の現況（2012 年 12 月末）
企業数（組合員）

123 社（119 社）

タオル織機実台数

1,827 台

能力換算では、3,210.4 台

従業員数

2,486 人

関連加工の従業員含めると 4,000 人

生産数量

10,020 トン

2012 年

152 億円

2012 年

生産額

関連加工を含めると 200 社

資料：四国タオル工業組合

4

本節から第３節（地域ブランド維持の仕組み）までの記述は、田中産業㈱の田中良史社長へのインタビ
ュー、および、四国タオル工業組合の木村忠司専務理事へのインタビュー（ともに、2013 年 7 月 11 日）
に基づいている。このほか、参照した文献は、その都度、脚注に明示した。
5 国内のもうひとつの産地は大阪の泉州（大阪府の南部、タオル産地としては、泉佐野市、泉南市、熊取
町などに分布）にある。四国タオル工業組合の資料によれば、今治のタオル産地は生産量の 52.7％を占め
る（2012 年）。
6 輸入は圧倒的に中国からの輸入である。ちなみに、2012 年の輸入 77,082 トンのうち、中国からの輸入
は、52,520 トン（68.1%）、次いで、ベトナムからの輸入は、18,158 トン（23.6%）となっている。（四国
タオル工業組合の資料による。）
7 自らのオリジナルブランドを一貫して堅持してきたコンテックス㈱のような例外もある。
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図表２：今治のタオル生産と輸入の推移
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図表３：今治のタオルメーカー数の推移
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資料：四国タオル工業組合
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自らの力で独自のブランドを展開する力を弱め、またそのために、流通におけるマーケテ
ィングの主導権を後退させることを余儀なくされた。輸入品のシエアが急拡大した背景と
して、マーケティングの主導権が圧倒的に消費地問屋のサイドにあったという状況を見逃
すことができない。
輸入品がシエアを拡大しはじめた当初、危機感がすぐに台頭したわけではなかったとい
う。今治タオルの得意とする領域は、タオルを織る前に糸を染め（「先染め」という）、何
色もの糸を使って、ジャガード織り機によって複雑な模様を織りあげる高級品の分野であ
る。8

そうした高級品の生産が簡単に海外に移転することはないという予断があった。し

かし、キャッチ・アップはおもいのほか早かった。
輸入品のシエア拡大と生産の縮小が止まらないなか、ひとつの対応の方向は、世界貿易
機関（ＷＴＯ）の協定に基づく繊維セーフガード（緊急輸入制限）の発動を政府に要請す
ることであった。2001 年 2 月、日本タオル工業組合連合会は、中国産のタオル製品に対す
る繊維セーフガード発動を経済産業省に申請した。9 経済産業省は、2001 年 4 月から調査
を開始したが、何回かの調査期間の延長を経て、2004 年 4 月、輸入増はセーフガードの発
動基準に達していないとして、調査が打ち切られた。
一方、タオルメーカーの間に危機意識が共有されるなかで、産地の構造を変革しなくて
はならないという認識が芽生え始めた。田中産業㈱の田中社長は、「輸入品が増えるという
のは、増える理由がやはりあるのだろうということを真摯に受け止めるようになった」と
いう。こうしたなか、「今治産地の各企業、あるいは産地全体のことをもう一回考え直さな
いといけない」という機運が盛り上がってきた。
そのひとつの結実が、2001 年に策定された「タオル業界構造改革ビジョン」である。こ
のなかで、業界が取り組むべき課題として、次の５つが抽出された。10
（１） 創ギフト・脱ギフトの差別化戦略：新商品・新用途の開発
（２） 分断された流通構造の抜本的改革：新流通体制の確立
（３） 積極的なマーケット開拓：産地から全国、海外へ
（４） 人材基盤の確立：人材育成
（５） IT 化への取組：多品種・小ロット・短納期体制確立
上記ビジョンの３年後の 2004 年には、今治タオル産地の新産地ビジョンが策定されてい
る。このなかには、品質保証、産地 PR（アンテナショップ活用）、技術レベルの維持向上
（マイスター制・検定試験）など、2006 年度から開始された JAPAN ブランド育成支援事
業につながっていくいくつかのアイデアもすでに現れている。
8

これは、1912 年、中村忠左衛門が、
「単糸先晒縞タオル」の生産を開始して以降の長い伝統に基づく。
前年の 2000 年に、輸入タオルの総量（58,918 トン）が、国内のタオル生産量（48,569 トン）を上回っ
た。
10 インタビュー時に、木村専務理事より提供された資料に基づく。
9
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JAPAN ブランド育成支援事業によって地域ブランドの構築が本格化する以前から、ビジ
ョンの指し示す方向で、タオルメーカーのブランド構築や新たな流通チャネル開拓の動き
が始まっている。四国タオル工業組合は、ジェトロの支援を受けて、2002 年から 2004 年
まで、米国最大規模のホームテキスタイル専門国際見本市「ニューヨークホームテキスタ
イルショー」に今治のタオルを出展し、複数のメーカーが、優れた出展品に与えられる「ベ
ストニュープロダクトアワード」を受賞している。11 この受賞企業のひとつである七福タ
オル㈱は、早い時期から、独自ブランドの構築と流通チャネルの開拓を図ってきた企業だ
が、これについて詳しくは、後述（４．ブランドに基づくマーケティングの先進事例）す
る。また、2003 年から 2006 年の間、愛媛県の支援を得て、銀座みゆき通りにアンテナシ
ョップ、いまばりタオルブティックが運営されたが、このときの経験を土台に、丸栄タオ
ル㈱は、直営店の運営という方向で独自のチャネル戦略を展開しつつある。これについて
も、詳しくは、後述（５．直営店をチャネルとしたマーケティング）する。
２．地域ブランドの構築：地域ブランドが確立するためには、どのような条件が必要か
2006 年、JAPAN ブランド育成支援事業に採択されて以降、地域ブランドの確立が実現
することになる。この項では、その具体的プロセスを追いながら、今治タオルのケースで
は、地域ブランドが確立するために、どのような条件が必要であったかを整理していこう。
危機意識の共有
まず前提となる条件は、地域の企業経営者に危機意識が共有され、かつ、苦境を打開す
るための方向性がある程度合意されていることであった。これについては、前節でみたの
でここでは繰り返さない。
ただ、JAPAN ブランド育成支援事業に採択されたとき、「関係者に危機意識が共有され
ていたから、補助金が終了したら事業が終わるというのではなく、継続性のある事業とし
て、実質的な結果を出していかねばならないという強いおもいがあった」という田中社長
の言葉を記しておこう。
リーダーシップ
危機意識が共有され、事態を打開するための方向性にもある程度のコンセンサスが得ら
れた背景には、一人の人物の優れたリーダーシップがあった。
株式会社藤高の代表取締役社長である藤高豊文氏（以下、藤高理事長12という）が、四国
タオル工業組合理事長に就任したのは、地域ブランドの構築を柱とする産地の革新策が
11

受賞した企業は、2002 年春、池内タオル㈱、2002 年秋、㈱オリム、㈲オルネット、2004 年春、七福
タオル㈱、2004 年秋、城南織物㈱である。森仁［2005］（p.37）による。
このうち、㈲オルネットは、タオル生地によるホームアパレルの開発というユニークな戦略を展開してい
る。これについて詳しくは、日本政策金融公庫［2008］（pp.23-25）を参照。
12 在任期間は、2006 年～2009 年。
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JAPAN ブランド育成支援事業に採択される１か月前の 2006 年 5 月であった。13 藤高理
事長は、就任と同時に、次の５つの委員会を立ち上げた。
（１）今治タオルブランド推進委員会
（２）人材育成委員会
（３）新商品開発委員会
（４）輸出促進委員会
（５）産地構造改革委員会
この組織によって、地域ブランドの確立が担われていくことになる。14
藤高理事長が、就任早々、こうした組織を立ち上げたのは、タオルメーカーの社長とし
て、また、組合の理事として培ってきた積年のおもいがあった。理事に就任したのは、1992
年、その２年後の 1994 年に、組合になかに設置された産地ビジョン策定委員会の委員長に
就任している。既に述べたように、この時期は、1991 年に生産量がピークを記録した以降、
バブル崩壊後の景気停滞と輸入品の増加によって生産が徐々に減少しはじめた時期であっ
た。こうした状況に対し、産地としてまだ危機感が希薄であったなかで、藤高理事長は産
地の将来に対し、強い危機意識を抱いていた。そして、輸入品の急増のなかで、生産の減
少が止まらないという事態を打開するためには、海外の有名ブランドのＯＥＭ生産が拡大
するとともにタオルメーカーが陥ってきた問屋依存体質を脱却することが必要だというお
もいを強くいだいてきた。そのために藤高理事長が出した戦略が、「今治ブランドでタオル
を売る」15ということであった。
理事長就任の翌月、JAPAN ブランド育成支援事業がスタートする。組合の理事として今
治ブランドの確立に携わってきた田中社長は、同事業がスタートして最初の会議の際、藤
高理事長が「これが産地を立て直す最後のチャンスだ」と言ったのを印象深く憶えている
という。
外部の人たちの視点
産地ブランドの確立には、さまざまな立場の人が貢献している。
今治タオルのブランド構築が JAPAN ブランド育成支援事業に採択されるうえで、当時、
四国経済産業局から今治市役所の商工労政課に出向していた若い職員が、四国タオル工業
組合や今治商工会議所のキーパーソンに対し、この支援施策を利用すべきだと熱心に説い
たことが大きく貢献したという。
13

以下、藤高理事長のリーダーシップに関わる記述は、
「タオルびと」
（今治市立図書館『タオルびと』製
作プロジェクト委員会発行）2013 年 4 月号～7 月号を参照している。
14 具体的な例をあげれば、タオルソムリエ資格やタオルマイスター制度が、
「人材育成委員会」によって
検討された。
15 「タオルびと」2013 年 6 月号 p.1
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今治タオルのブランドが確立するプロセスでは、著名なアート・ディレクターである佐
藤可士和氏の貢献が大きかったことはよく知られている。佐藤氏の貢献は、いまやよく知
られるようになった今治タオルのブランドマークのデザインなど多岐にわたるが、おそら
く、その最大の貢献は、当事者であるがゆえにかえって見にくくなっている自らの強みを
外部からの視点によって再認識させたという点にあろう。16 それは「ブランドは何かを付
加して作るものではない。内なる本質を取り出して、磨き上げることだ。」17という佐藤氏
の言葉に端的に示されている。
具体的な例をあげよう。商品開発に関わる佐藤氏の提案のひとつに、「白いタオル」の開
発というのがあった。この提案に対し、産地の当事者サイドでは、当初とまどいがあった
という。田中社長は、このとまどいを次のように語る。
「今治の特長というのは、色柄にあるのですよ。こんな色がでる、こんな柄がだせる、こ
んな特殊な織り方ができるというのは、世界からも注目を浴びる今治の特長だったのです。
白いタオルというのは、業界ではどちらかというと、安物の代名詞だったのです。」
しかし、「純白の飾りのないものでまず本質を知ってもらうのが大事だ」という佐藤氏の
説得を理解するにつれて、いままであまり注目していなかった吸水性や肌触りの部分に消
費者にアピールできる本来の強みがあることに気付いたという。この「本質」は、のちに
述べる今治タオルの品質基準の中心にある「５秒ルール」のなかにも反映されている。
ブランド確立を促進した佐藤氏の提案として、もうひとつ、東京都内に今治タオルを購
入できる場所を確保してほしいというものがあった。この提案を受けて、藤高理事長が奔
走したことにより、2007 年 9 月、 伊勢丹新宿店において「今治タオル」常設コーナーの
設置が実現した。このとき、伊勢丹のバイヤーが提示した条件が二つあった。ひとつは、
佐藤氏がデザインしたタオルを伊勢丹のオリジナル商品として出品すること、もうひとつ
は、「白いタオル」を商品のラインアップに加えることであった。18

外部の専門家の視点

が奇しくも一致したわけである。
この伊勢丹新宿店における「今治タオル」常設コーナーの実現以降、今治タオルの知名
度は飛躍的に拡大していくことになる。
長期の視点
地域ブランド確立の最重要な条件であるにもかかわらず、これまで必ずしも言及されて
こなかったのは、多くのタオルメーカーが、短期の利害を度外視して、長期の視点からそ
れにコミットしたということである。
この点に関連して、まず、今治タオルブランドのロゴマークは、今治のタオルメーカー
であれば、どこでも付けられるというわけではないということを確認する必要がある。今
16

イノベーションのきっかけとして、外部の人の視点が有効に働くということはしばしばみられる。柴山
清彦・丹下英明［2010］を参照。
17山下和彦・関田理恵［2008］p.55。以下、佐藤氏の貢献に関わる記述は同書を参照している。
18 前掲書 pp.69-70
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治タオルブランドのロゴマークを付けることができるのは、図表４に示すような品質基準
をクリアした製品だけである。
（表に示されているのは、品質基準の一部であり、詳細は「今
治タオルブランドマニュアル」に規定がある。19）
この品質基準をクリアするためには、一定の追加的コストがかかる。たとえば、品質基
準をクリアするような吸水性を確保するためには、田中社長によれば、「これまで以上に、
ていねいなモノづくりが必要となる」。タオルの原料である綿には、脂分とか蝋分が含まれ
ている。吸水性を確保するためには、この脂分や蝋分を除去しなければならない。準備工
程で、こうした不純物を取り除くわけだが、この綿糸を織機にかけるためには、デンブン
でコーティングすることによって糸に一定の強度を与えてやらなければならない。吸水性
や優れた肌触りを確保するためには、今度は後工程で、このデンプンをていねいに除去す
る必要がある。「先染先晒」を特長とする今治タオルはもともとこうした仕事をていねいに
行ってきた。20 だからこそ、アート・ディレクターの佐藤可士和氏を感激させたような優
れた品質を確保していたわけだが、
「沈降法５秒以内」という品質基準をクリアするために
は、さらにていねいな仕事をしなければならない。21
さらに、今治タオルブランドのロゴマークを製品に付けるためには、１枚につき、３円
から５円のロイヤルティを四国タオル工業組合に支払わなければならない（これについて
は、ブランドの維持に関連して後述する）。これも、タオルメーカーにとって決してばかに
ならない追加的コストとなる。
今治タオルブランドのプロジェクトが開始された当初の段階では、タオルメーカーが、
図表４：今治タオル品質基準（主な試験項目）
試験項目

判定基準

吸水性

沈降法５秒以内
（「未洗濯」と「３回洗濯」の２回の検査に両方とも合格すること）

脱毛率

タオル検法

パイル０．２％以下
無撚糸０．５％以下

シャーリング０．４％以下
遊離ホルムアルデヒド

吸光度差０．０３以下（９．６ＰＰＭ以下に相当）
※生後２４ケ月以内の乳幼児基準より厳しい基準

資料：四国タオル工業組合

19

品質基準としては、このほか、耐光、洗濯、汗、摩擦に対する染色堅ろう度、引張強さ、破裂強さ、寸
法変化率、メロー巻き部分の滑脱抵抗力で示される物性がある。（「今治タオルブランドマニュアル 2013」
による。）
20 今治にタオル産地が形成された自然条件として、高縄山系の蒼社川の伏流水や石鎚山からの地下水など、
重金属が少なく硬度成分も低い、晒や染に適した豊富な水に恵まれているということがある。
21 田中社長によれば、従来、百貨店などで吸水性に関する基準を設けていたところがあったが、それは
60 秒以内だったという。
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こぞって自らの製品にブランドのロゴマークを付けたがったというわけでは必ずしもなか
ったという。当初から今治ブランドの知名度が高かったというわけではない。したがって、
ブランドのロゴマークを付けたからといって、それがすぐに販売促進に結び付くわけでは
ない。むしろ、上記のような追加的コストを考えれば、短期的視点だけからみれば、得策
ではないということになる。
しかし、当初から、品質基準をクリアし、ブランドのロゴマークを付ける企業も少なく
なかった。これらの企業は、自らの利益を犠牲にして、プロジェクトに奉仕したというこ
とではない。今治タオルの優れた品質が消費者に認知され、今治ブランドの知名度が向上
すれば、いずれ自らの販売促進や市場開拓におおいに貢献するだろうという長期的視点に
コミットしたのである。22（地域ブランドの確立と個社ブランドに基づく販路開拓の相乗効
果については、のちにさまざまな側面から述べる。）
公共的なマインド
長期的な視点へのコミットメントは、少し角度を変えてみれば、タオルメーカーが共有
する利益への視点だともいえる。
今治タオルブランドとして認定される品質基準の設定やそれに基づく販路開拓の方法を
めぐって、タオルメーカーの利害が必ずしも完全に一致するわけではないという。同じ今
治タオルのメーカーといっても、さまざまな業態がある。なかには、店頭で売るタオルを
つくっていないメーカーもある。たとえば、ホテルなどで使われる業務用といわれるタオ
ルをつくるメーカーである。店頭で売るタオルをつくるメーカーと、業務用タオルをつく
るメーカーでは、当然のことながら、ブランドやマーケティングに関する考え方が異なる。
今治タオルブランドとして認定される品質基準をどの程度のレベルに設定するかについ
ても、いろいろな意見があったという。こうしたなかで、コンセンサスを得ていくうえで
重要なのは、田中社長の言葉を借りれば、「我田引水しない」ことだという。「今治タオル
ブランドのルールづくりをするときに、自分のところの会社に有利な方法を取りたいとい
う気持ちはもちろんあるけれど、それは一歩引いて自社のことは置いておいて、全体でみ
てどうするのか一番真っ当なのかという立場で議論する。
」業態などの違いを超えて、産地
全体にとって長い目でみて何が有利なのかという視点である。「大きくいえば、今治がタオ
ルの産地で、そのタオルは高い品質だということを広く知ってもらうことは、どのような
業態のタオルメーカーにとってもマイナスではないわけです。したがって、大きなベクト
ルのなかでは、産地ブランドを確立していくことに、異論、反論は出なかったのです。」
今治タオルブランドの知名度が乏しい段階で、あえてコストを負担して品質基準をクリ
アし、自らの製品にブランドのロゴマークを付けた企業が、地域ブランドの確立をけん引
していったことはすでに述べた。JAPAN ブランド育成支援事業がスタートした２年目の
22

四方田雅史［2008］は、戦前の工業組合が、短期的視点に立つ外国商などに対し、「声価」（品質に関
する良好なレピュテーション）を維持するという長期的視点を守るという立場に立っていたという。
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2007 年には、今治タオルブランドのコンセプトに則した複数の企業による商品開発が行わ
れたが、この開発費用はすべてそれぞれの企業が負担した。地域ブランドを確立するプロ
セスでは、組合の役員であるタオルメーカーの経営者が、打ち合わせやプロモーション活
動などで東京に出張する必要が頻繁に生じる。このための費用は、原則「手弁当」であっ
た。（のちに述べる）タオルソムリエ制度に関し、その資格試験のために必要な問題集や参
考書は、外部のライターなどに依頼することなく、すべて組合の役員らが「手作り」をし
た。23
地域ブランドの確立は、こうしたある種の公共的なマインドに支えられてきたのである。
３．地域ブランドを維持・継続するための仕組み
今治タオルブランドの知名度の確立とともに、地域ブランドを維持・継続するための仕
組みが組み込まれていることが、今治の事例のきわめて注目すべきポイントである。補助
金がなくなるとともに事業の継続が難しくなるといったケースも多いなかで、事業を維
持・継続するためには、財政的裏付けが是非とも必要だと、四国タオル工業組合の木村忠
司専務理事は強調する。
この財政的裏付けは、今治タオルブランドのネーム・タグ・シールを組合が１枚３円か
ら５円で販売するというかたちで具体化されている。この販売価格からネーム等の仕入れ
値を差し引いた金額が、組合にブランド・ロイヤルティーとして入る仕組みである。今治
タオルブランドの知名度を確立し、それを維持・継続していくことが産地の生き残りのた
めには必要不可欠とのコンセンサスがこの仕組みを可能としている。このロイヤルティが
財政的裏付けとなって、国内、海外の展示会24への出展、宣伝用看板の設置25などのプロモ
ーション活動、人材育成事業26、ブランド・マニュアル27の作成・更新等ブランド品質管理
事業などを継続的に実施することが可能となっている。ネーム・タグ・シールの使用枚数
は、初年度（2007 年度）には百万枚をやや超える程度であったが、2010 年度には一千万枚
を超え、数千万枚のレベルに達している。
2012 年６月、東京の南青山にオープンしたアンテナショップ（今治タオル南青山店28）
23 JAPAN ブランド育成支援事業の予算は年間３千万円。
（二分の一が国、四分の一が愛媛県、四分の一が
今治商工会議所と四国タオル工業組合が負担。）
24 海外の展示会としては、2009 年にヘルシンキ・ハビターレ０９に出展した以降、2011 年に上海インタ
ーナショナルギフトショー、2011 年から 2013 まで３年連続して、ミラノ・マチェフ展に出展している。
（JAPAN ブランド育成支援事業は 2009 年度に終了。）
25 松山空港、羽田空港（２か所）
、渋谷駅、表参道駅（２か所）に設置されている。場所によっては、年
間数百万円の費用が発生するという。
26 すぐあとで述べるタオルソムリエ制度、タオルマイスター制度などである。
27 ブランド・マニュアルには、ブランドの認定基準、認定のための手続き、
「認定マーク」の使用に関す
るルールなどが詳細にわたって記載されている。2010 年に、最初のブランド・マニュアルが作成され、2013
年に（定基準を含め)、改定されている。
28 今治タオル南青山店は、㈱今治繊維リソースセンターが経営する。同社は、ほかに今治市内に２店舗（テ
クノポート今治内の今治タオル本店、今治国際ホテル内の国際ホテル店）を有する。南青山店ははじめて
の県外店舗。
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も、木村専務理事によれば、実はある面で、ブランドの品質維持という機能を持っている
という。今治タオルブランドのロゴマークを付けることのできる商品は、「今治タオル品質
基準」をクリアした商品のみである。したがって、そこで一定のスクリーニングが行われ
ている。しかし、「今治タオル品質基準」で設けられている項目は、吸水性や脱毛率といっ
た主としてタオルの物資的な特性に関するものである。多くのタオルメーカーのコンセン
サスを必要とする地域ブランドの「品質基準」は、そうした一定の客観性を持った項目で
構成する必要がある。一方、ブランドの基準としては、デザインや風合いといったある種
の「感性」に根ざした部分も不可欠であろう。とりわけ、品質の高い高級品という良好な
イメージを確保するためには、「感性」に基づくスクリーニングも必要となる。こうした良
好なイメージを維持するためには、地域ブランドというある種の「公共財」の価値を保全
する立場29から、今治タオル南青山店の店頭に置かれる商品をスクリーニングすることによ
って、主としてタオルの物質的特性の項目からなる「今治タオル品質基準」を補完するこ
とが可能となろう。ナショナルブランドを保有するメーカーなどは、しばしば、直営の小
売店舗を運営したり、あるいは、専売店制などの流通チャネルを選択する。こうした流通
チャネルの選択の大きな目的のひとつは、自らのブランドの良好なイメージを保全するこ
とである。今治タオル南青山店は、地域ブランドという特殊なブランドの保全という観点
から、これと類似の機能を果たしていると理解できよう。
ブランドの品質の維持・保全を最終的に支えるのは、生産や販売に携わる人のスキルの
レベルである。
木村専務理事によれば、2011 年に厚生労働省の社内検定認定制度による社内検定（認定
事業主は四国タオル工業組合で、対象職種はタオル製造技能者）の認定を受け、以降この
制度が継続している。ブランドを支えるタオル製造技能者を育てるという主旨で、厚生労
働省に申請し、認められたものという。
タオル製造の高度な技能をレスペクトするという意味で象徴的な制度が、JAPAN ブラン
ド育成支援事業の一環として 2008 年に設けられたタオルマイスター制度である。タオルマ
イスターとは、
「知識・経験に裏打ちされた最高の技術と技能を身に着け、若手のみならず、
中級・上級者の範となるべきもので、地域社会に貢献する人格も備えた者」30である。2008
年には、初代タオルマイスターとして４名が叙任され、2012 年には１名が叙任された。タ
オルマイスターの役割としては、技能評価検定（社内技能検定）制度及び実施体制の確立、
技術の伝承、若手技術者の育成などが求められている。

29

今治タオル南青山店を運営する㈱今治繊維リソースセンターの代表取締役は、四国タオル工業組合の理
事長が兼務する。
30 インタビュー時、木村専務理事より提供された資料に基づく。同資料によれば、タオルマイスターの資
格要件として、実務経験 20 年以上、技能検定１級、若しくは社内技能検定１級合格者で技能検定１級相当
と認められる者、職業訓練指導員免許を取得した者など５項目が規定されている。
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やはり JAPAN ブランド育成支援事業の一環
として、2007 年に設けられたタオルソムリエ

図表５：タオルソムリエ
受験地別合格者数

制度も地域ブランドを支えるユニークな制度
だといえる。「タオルソムリエ」とは、ちょう
どソムリエがレストランで客の好みに合うワ
インを的確に推奨するように、タオルに関する
専門的知識に基づいて、店頭で消費者のニーズ

大阪
今治

３０８人

に則して良質なタオルを推奨できる人のこと
をいう。タオルに関する専門知識には、素材の
選定や製造プロセスなどに関する知識も含ま

４３８人

４５５人
東京

れる。タオルの品質、ひいてはブランドの品質
を維持するためには、「本物志向のタオル」を

資料：四国タオル工業組合

消費者に推奨できる人が必要不可欠だという
考え方である。「タオルソムリエ」として認定されるためには、認定試験に合格する必要が
あるが、この認定試験はこれまで７回にわたって実施されており、合計 1,201 名の「タオ
ルソムリエ」を輩出している（2013 年７月現在）。認定試験は、今治のほか、東京、大阪で
も実施されており、図表５にみられるように、東京、大阪での合格者も少なくない。タオ
ルに関する知識の啓蒙・普及のため、2008 年度から年３回の頻度（初年度は４回）で、タ
オルソムリエ研修会（会場は、今治、東京、大阪）が実施されているほか、タオルソムリ
エニュースが、2008 年度以降、年２回の頻度で発行されている。
以上のようなプロセスを通じて今治タオルブランドは確立され、また、巧妙な仕組みに
よって維持されている。それは地域ブランド確立の典型的成功例だといえる。しかし、木
村専務理事が強調するように、地域ブランドはあくまで個々のタオルメーカーのマーケテ
ィングを円滑化するための手段にすぎない。タオルメーカーのなかには、地域ブランドが
確立する以前から、自らのブランドを浸透させてきたメーカーもある。さらに、地域ブラ
ンドが確立した以降、地域ブランドと個社のブランドのいわば協働が成立する興味深い事
例もみられる。以下、典型的事例をみていこう。
４．ブランドに基づくマーケティングの先進事例：七福タオル株式会社の事例31
今治市富田新港に所在する七福タオル株式会社の本社事務所は、道路に面した壁面があ
ざやかな赤に塗装され、しゃれた外観を呈している。屋内の執務スペースもたいへんゆっ
たりしている。業容の拡大に伴い生産能力を拡大するため、1996 年、ここに本社・工場を
移転し、８年前に、事務所、工場を増改築した。河北社長によれば、このとき、ある有名

31

この節の記述は、七福タオル㈱の河北泰三社長へのインタビュー（2013 年 7 月 12 日）に基づいている。
なお、七福タオルの展開は、森仁［2005］
（pp.15～19）にも紹介されており、上記インタビューは、この
文献を参照したうえで、実施している。
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なデザイナーが設計に関与したという。こういったあたりにも、今治でも先進的に自社の
ブランドを立ち上げっていった七福タオルの姿勢が現れている。
河北社長が大学を卒業して、家業を手伝いに帰ってきたのは 1985 年。会社の業容は、現
在に比べるとかなり小さく、問屋から注文をもらって、ギフト用タオルを製造していた。32
仕事をしながら、河北社長は次のような疑問をいだいていたという。
「なぜ今治というのはタオルの産地なのに、あまり知られていないのだろう。最終製品ま
で今治の産地でできるのに、どうして今治という言葉はおろか、メーカーの名前が出ない
のだろう。最終製品までつくっているのだから、小売業相手の取引もできるのではないか。」
転機は、ある偶然の出来事からめぐってきた。河北社長は、大学時代いわゆる落研に属
していた。その先輩でプロの落語家になった人33が二つ目（前座と真打の間）に昇進したと
き、お祝いとしてタオルをつくってあげたところ、その先輩がたいへんよろこんで、七福
タオルの名前の入ったタオルをいろいろなところに配った。それが創刊されたばかりの小
学館発行の雑誌『ＤＩＭＥ』にとりあげられた。その反響は絶大で、さまざまなところか
ら問い合わせがあったが、そのひとつに東急ハンズのバイヤーからの問い合わせがあった。
プロユースのようなクオリティの高いタオルが置きたいのだがという問い合わせである。
かねがね、自分で使いたいようなタオル、たとえば、吸水性や肌触りなどが優れたタオル
がつくりたいと念願していた河北社長は、即座に、この申し出に対応した。こうした品質
への対応とともに、河北社長は、タオルを売るためのある仕掛けを設けた。
「地域ブランド」
の先駆けのような仕掛けである。
「１日にお客が何万人も来るような東急ハンズの渋谷店でタオルを売るといっても、
「七福
タオル」という名前はまったく知名度がないわけです。ただ、タオル産地の今治といえば、
なかには知っている人がいるのではないか。そこで「この商品は四国今治でつくられてい
るので、安心して使ってください」という下げ札をすべての商品に付けた。そこにうちの
会社名と電話番号を小さく付ける。これが後々、大きな意味を持ってくることになります。」
東急ハンズ渋谷店のタオル売り場が、いわば橋頭堡になって、しだいに販路が拡大して
いく。1987 年に、東急ハンズの近隣に第１号店を出店したロフト、あるいは、百貨店など
からも引き合いがくるようになった。この時代、河北社長は「もう本当に靴底を減らしな
がら歩き回りました」という。
七福タオルが自社ブランドを本格的に確立するひとつの大きな画期は、デザイン会社イ
ッソ・エッコとの提携である。繊維総合見本市ジャパン・クリエーションへの出展がきっ
かであった。産地のなかで、いちはやく自社ブランドで小売業への販路開拓を展開してき
た七福タオルに、四国タオル工業組合から出展の勧めがあった。河北社長は、これを機に
デザイン力の強化を図るため、提携に踏み切った。

32

河北社長の父、河北明氏が、1969 年、七福タオル工場として個人創業。河北社長が会社に入った 1985
年頃は、従業員 6～７名であった（現在は 65 名前後）。
33 落語家の春風亭昇太。
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デザイン会社イッソ・エッコとの提携の翌年、2002 年に、ニューヨーク・ホームテキス
タイル・ショーに出展し、2004 年には、ベスト・ニュープロダクト・アワードを受賞する。
このように、先進的に自社ブランドの構築を推進してきた七福タオルだが、同時に、地
域ブランドの確立にもっとも積極的に参与している企業のひとつでもある。今治ブランド
のネーム・タグ・シールの購入枚数は、産地でもトップクラスだという。34
「当時の理事長の藤高さんに「河北君のような人がああいうマークをどんどん付けなきゃ
いけないんだ」というふうに言われました。カネがかかるのだけれど、二十数年前に今治
という言葉を使わせていただいて現在に至っているわけですから、私の会社も何かやろう
といったときに協力しなければいけないのではないかと思ったわけです。」
地域ブランドは、自社の販売促進にきわめて大きな効果があると、河北社長は評価する。
「今治タオルブランドというのは非常にありがたいのですよ。今治タオルは品質の高い高
級品だというイメージが確立しており、百貨店の売り場に立ったりするときも知名度が高
いということはありがたいと実感します。」
一方で、河北社長は、産地として「今治タオルブランド」だけに依存して、株式会社今
治タオルのように思われるようなことは避けなければならないという。「並行して、自社の
独自性というのをやはり出していかねばならないと感じているわけですよ。」
河北社長は、この独自性を「七福っぽさ」と表現する。この「七福っぽさ」を支える要
素は二つあるという。ひとつは、イッソ・エッコとの提携などを通じて蓄積されてきたデ
ザイン力。もうひとつは、いわゆる織のテクニックである。先染めの糸を使い、ジャカー
ド織機で複雑かつ精妙な柄を織りあげるのは、今治タオルの伝統でもある。
５．直営店をチャネルとしたマーケティング：丸栄タオル株式会社の事例35
丸栄タオル株式会社は、東京都内に３店舗の直営店を持っている（図表６）。36

このう

ち、２店舗は、「今治浴巾」という名称である。浴巾を「ヨッキン」とすぐ読める人はおそ
らく少ないであろう。浴巾はタオルの昔の呼称であり、いまや一般にはなじみのない言葉
だが、今治生まれの村上社長にとっては、子供の頃から慣れ親しんだ言葉だという。
図表６：丸栄タオルの東京都内直営店
店舗名

所在地

今治浴巾 銀座店

中央区銀座４丁目

今治浴巾 丸の内店

千代田区丸の内

Hearty Hearty

立川市柴崎町 グランデュオ立川 6F

ソフィア・スクエア銀座 1F
パレスホテル東京 B1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱｰｹｰﾄﾞ内

旧パレスホテルが、2012 年 5 月に、パレスホテル東京としてグランドオープンした。そ
34

河北社長は、ネーム・タグ・シールを購入するという形で、組合にロイヤルティが入る仕組みを提言し
たひとりでもあるという。
35 この節の記述は、
丸栄タオル㈱の村上誠司社長へのインタビュー（2013 年 7 月 12 日）に基づいている。
36 ほかに今治市内に１店舗を有する。
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の地階のショッピングアーケードの一角には、有田焼など日本を代表するようなハイグレ
イドな消費財を扱う店舗が集まっている。そこに出店するに際し、百年以上の歴史を持つ
今治タオルのショップとして「今治浴巾」という名前がふさわしいとの考えから選ばれた
店舗名である。「主として海外のお客さんを意識して付けたのですが、以外と日本人が読め
なくて」と、村上社長は少し意外なようである。2007 年 8 月にオープンした idee Zora(ｲﾃﾞ
ｱｿﾞﾗ)銀座店も、2013 年 3 月に、
「今治浴巾

銀座店」としてリニューアル・オープンした。

今後展開する直営店は、
「今治浴巾」の名称で統一する構想もあるという。
丸栄タオルが東京において直営店の展開を開始するひとつのきっかけとなったのは、
2003 年 3 月、今治市が支援し、東京に今治タオルのアンテナショップ（いまばりタオルブ
ティック）37を出したことだった。このプロジェクトは、輸入タオルのシエアが急速に上昇
38するなかで、
なんとか今治タオルの新たな販路を開拓しようとする試みであった。場所は、

銀座の一等地（銀座６丁目のみゆき通り）にあった。当初 20 社が参加し、丸栄タオルもそ
のうちの 1 社であった。これは直営店を運営するための貴重な経験になり、村上社長は、
「自
前でやってもできるかな」という感触を持ったという。当初３年間の期限付きの計画であ
ったアンテナショップが、2006 年 1 月に閉店した以降も、３年間にわたる貴重な経験を活
かすべく、銀座に直営店の出店場所を探し求めた。それが、2007 年 8 月の idee Zora(ｲﾃﾞｱ
ｿﾞﾗ)銀座店オープンにつながるわけである。
しかし、これはあくまでひとつのきっかけにすぎない。丸栄タオルの直営店展開は、同
社のトータルな戦略のなかに位置づけるとき、はじめてその意味を理解することができる。
村上社長は、早い時期から、消費地問屋のＯＥＭに全面的に依存するような体制から脱
却する必要性を感じていた。このため、自社ブランドの確立と独自の販売ルートの開拓を
試行錯誤のなかで続けていた。同時に、多種少量生産に適した生産体制の確立も模索して
きた。39 そのひとつの帰結が、2003 年に実施した東京事務所40の開設と自社ブランド（idee
Zora(ｲﾃﾞｱｿﾞﾗ)）の立ち上げであった。上記アンテナショップの開設は、ちょうど丸栄タオ
ルが自社ブランドの確立と独自の販売チャネルの開拓の本格的な第一歩を踏み出そうとし
たときでもあり、村上社長は「準備はできています、待ってました」とばかり参加を決め
たという。
自社ブランドの確立と販売チャネルの開拓への取り組みは、さまざまな側面に関わって
くる。糸の調達についても、海外から直接に輸入する場合もある。このため、村上社長み
ずから、高級オーガニック・コットンの産地として有名なエーゲ海に面するトルコのイズ
ミール地方に出向いたりもする。多種少量生産に適した生産工程の構築についてはすでに
述べた。供給体制の整備は社内の体制だけにとどまらない。先染めを特長とする今治タオ
37

運営主体は、今治地域地場産業振興センター。
繊維セーフガード（緊急輸入制限）の発動を政府に要請していた時期でもある。
39 多種少量生産に適した機械装置の導入のため、中小企業繊維製造自立事業（平成 16 年度）の支援を受
けている。
40 当初は日本橋横山町にあったが、現在は銀座店（銀座４丁目）と同じ場所にある。
38
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ルの品質は、とりわけ、前工程（糸の漂白・染色・糊付）に依存するところが大きい。こ
の前工程を担う企業（染工場）は、村上社長によれば、それぞれ特色があるという。たと
えば、糸の引っ張り具合によって、織った後の寸法が違ってきたり、仕上がりの風合いが
異なってくる。したがって、こうした特色を熟知して、製品に応じて選択する必要がある。
品質は、こうしたトータルの供給体制がきちんと整うことによってはじめて維持できる。
場合によっては、外注していた工程を内製する必要も出てくる。丸栄タオルでは、５年ほ
ど前、小ロットでフルカラーの表現が可能なインクジェットプリンターを購入した。多種
少量生産を機動的に展開する必要からである。当面は、（出荷の部分も含んだ）物流の効率
化が課題だという。
直営店の展開は、こうしたトータルの体制整備のなかで可能となっている。むしろ、村
上社長のビジョンに基づく戦略の一環として、直営店を位置づける方が正確であろう。
ひとつの展開が、（ある種の偶然を介して）さらなる展開を生むという点も、丸栄タオル
のケースの興味深い点である。グランドオープンしたパレスホテル東京への出店は、ホテ
ル側からの誘いによるものであった。独自ブランドの商品を売る店を銀座に運営するタオ
ルメーカーということが評価されたためである。このショップには、idee Zora のハイスペ
ック商品のほか、新たに、”CHRIS MESTDAGH IMABARI”ブランドを置いている。これ
は、ベルギーの世界的にも著名なデザイナー、クリス・メスタ氏とのコラボ商品である。
このデザイナーとのつながりも、銀座に直営店を運営することから一定の知名度を勝ち得
ていたことから生まれている。
以上のように、独自にブランドと流通チャネルを展開してきた丸栄タオルだが、同社は
また地域ブランドの確立にもっとも積極的に関与した企業でもある。JAPAN ブランド育成
支援事業に採択された翌年（2007 年）に、今治タオルブランドに基づく新商品開発が行わ
れた。このとき、参加した３社のうちの１社が丸栄タオルであった。この開発に関わる費
用は、すべて「手弁当」であった。自社製品を開発するのにみずからコストを負担するの
は当然というのが、村上社長の考え方である。
丸栄タオルの独自ブランドと直営店の展開は、「今治タオルブランド」の知名度の向上と
並行して進んできた。村上社長は、60 歳になるまでの今後７年間で、新たに７店舗出店し、
関東圏の直営店を 10 店舗にすることが目標だという。
ちなみに、その第１号として、今年（2014 年）１月 20 日に、
「今治浴巾横浜元町店」が、
横浜市中区元町２丁目にオープンした。
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６．他産地とのコラボレーション：田中産業株式会社の事例41
田中産業株式会社は、1932 年（昭和 7 年）の創業で、今治産地のなかでも長い業歴を持
つタオルメーカーである。創業者の田中良太氏（田中良史現社長42の祖父）は、現在の四国
タオル工業組合の前身である中四国タオル調整組合の設立に尽力するなど、今治タオル産
地の発展に貢献した人として知られる。田中社長は、2006 年、ちょうど今治ブランド確立
のプロジェクトが JAPAN ブランド育成支援事業に採択され年に、四国タオル工業組合の理
事に就任し、地域ブランドの確立に積極的に関与してきた。43
田中産業は、早い時期から自社のブランドを持っていた。1951 年（昭和 26 年）に商標
登録した GOLDPEARL（ゴールドパール）である。タオルの国内市場が拡大していくプロ
セスで、今治の他のタオルメーカーと同様、しだいに消費地問屋のＯＥＭに傾斜していっ
たが、今治タオルブランドの知名度が確立するのと並行して、田中産業も自社のブランド
の再構築と流通チャネルの開拓を推進してきた。44 以下では、前に見た２社との論点の重
複を避け、田中産業に特徴的な他産地のコラボレーションによる製品開発、ブランド創出、
販路開拓に絞って記述する。
田中社長によれば、「今治タオル」の知名度が増すにしたがって、他産地とコラボレーシ
ョンする機会が増えてきたという。
そのひとつが、「小倉織」とのコラボレーションである。小倉織とは、北九州・小倉で作
られ、江戸時代から着物の帯とか袴として使われていた木綿の織物である。細い糸を経糸
として使い、模様は色の濃淡から生まれる立体的なたて縞となる。先染めで、細かい緻密
な織り方をするという意味では、今治タオルの特長と一脈通じるところがある。小倉織は、
昭和初期に途絶えてしまったが、ひとりの染織作家（築城則子氏）によって復元された。45
それを㈲小倉クリエーションが、縞縞(SHIMA-SHIMA)というブランドで商品化している。
田中社長によれば、小倉織とのコラボレーションが実現しきっかけは、東京ビッグサイト
で開催されるインテリアライフスタイル展に出展していたところ、近くに小倉織のブース
があり、お互い意気投合したことだという。この結果、SHIMA-SHIMA×GOLDPEARL
のブランドで、高密度で立体感のある縞模様を実現したタオルが開発された。商品のライ
ンナップは、タオルハンカチからはじまり、フェイスタオル、バスタオルと広がっている。
愛媛の伝統的織物である伊予絣とのコラボレーションも実現している。伊予絣も、先染
めの織物であり、高い吸湿性という特徴を持つ。田中産業が蒼想 SO-SO というブランド名
41 この節の記述は、前田産業㈱の田中良史社長へのインタビュー（2013 年７月 11 日）に基づいている。
なお、田中社長については、中小企業基盤整備機構［2013］が、地域リーダーという観点から紹介してい
る。
42 田中社長は、2007 年に代表取締役社長に就任、創業者から数えて 4 代目に当たる。
43 前掲、中小企業基盤整備機構［2013］
（pp.42-51）を参照。
44 ユニークな例として、視覚障害者の協力を得て開発された「ダイアログ・イン・ザ・ダーク・タオル」
がある。これは、健常者よりも優れた触覚を持つといわれる視覚障害者にモニターになってもらい、
「肌触
り・風合い」といった使い心地にこだわって開発されたタオルであり、
「今治タオルブランド」の品質基準
にも一脈通じるところがある。これについて詳しくは、佐々木利廣［2009］を参照。
45 インターネット上に掲載されている築城則子氏のプロフィールによれば、1984 年に小倉織復元とある。

67

で開発したのは、蒼を基調としつつ、色の異なる糸を撚りわせた「杢糸（もくいと）」を用
いて、絣独特の「かすれ」と呼ばれる風合いを実現したタオルである。
いずれも、田中産業が培ってきた高度な織の技術が可能とした商品開発である。他産地
とのコラボレーションの成果は、こうした商品開発や新たなブランドの立ち上げにとどま
らない。販売チャネルの幅を広げるという意味でも有効である。小倉織とのコラボレーシ
ョンの例でいえば、タオル売り場に小倉織の和装小物やインテリアを置けば、商品の品ぞ
ろえが広がる。小倉織の売り場にタオルが置かれるのも同様の効果がある。これは、双方
にとって、商品が消費者の目に触れる機会が広がることも意味する。
田中産業は、今年（2013 年 6 月）のインテリアライフスタイル 2013 に、
「SHIMA-SHIMA
×GOLDPEARL」のリニューアル新柄だけに限定して出展し、かつ、小倉織の新商品であ
る「SHIMA-SHIMA

LIV」との共同出展とした。田中社長はこの意図を次のように語る。

「今治タオルを前面に出してしまうと、タオルを売る人しか来ないのです。けれども、何
か縞縞模様のユニークなデザインのいろいろな商品が並んでいれば、今までに反応のない
お客さん、つまり、デパートでもタオル売り場のバイヤーだけでなく、和装小物のバイヤ
ーだったり、ハンカチのバイヤーだったり、インテリアのバイヤーだったり、全然いまま
で付き合いのないお客さんに広げられる。タオルという枠を突破する可能性が広がるわけ
です。」
このように、今治タオルブランドの知名度の向上は、他産地のコラボレーションという
側面からも、タオルメーカーの新たなブランド構築や流通チャネル開拓に貢献している。
田中社長は、この効果を高く評価しつつも、
「最終的には、個別タオルメーカーのブランド、
うちであれば、GOLDPEARL の評価や知名度がもっと上がらなければない、それがひいて
は今治タオルのブランドを本当に定着させることにつがる」という。これは、今回インタ
ビューした３社の経営者、および、四国タオル工業組合の木村専務理事の期せずして一致
した意見であった。
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