
 

 

 

 

ファッションブティック市場の現状 

 

 

 

 

 



ファッションブティックは「美学サービス業」です 
 

2000 年の世界のファッションブティックビジネスの売上高は約 1,000 億ドルで、2017 年までに売上高は 3500 億ドル

から 4200 億ドルの間、2008 年の金融危機の間にファッションブティック業界は短期間の低迷期がありました。しか

し、2010 年以降、需要性が強まり、年間 12〜18%の急成長を遂げています。 

 

ファッション業界は人々に贅沢品と連想されます、毎日、食事だけでも心配している人、家経済的な格差があるため、

人々は人生の美学迄考えらでないと思われる一方で,実際はファッションブティック業界の急成長は贅沢の時代が来てい

ると証明されてます、世界の金持ちが増えているとも言えるでしょう。 

 

世界の経済発展は M 型で成長してます、ブティックの売り上げも同時に拡大し、富裕層はより豊かになっていることは

よく知られています。世界の百万ドルの富裕層の数は常に更新しています。富裕層の富の成長は世界の GDP の成長より

もはるかに超えております。そして、新興市場の発起、例え、中国、インド、ロシア、ブラジル、その他の発展途上国

を含め、毎年富裕層人数が増え、新富裕層と伴い贅沢品消費も年々増加しております。 

 

富裕層の増加は中国本土が最も多く、アジアの約 4%を占めており、新しいアジアの富裕層はブティック産業の成長の

重要な推進力です。新興市場はブティック業界の成長の 90%占め、中国本土が約 30%を占めています、更に、ロシア、

中東、ブラジルなども主要な貢献地域です。 

 

 

ファッションをテーマにした映画「PRADA を着た悪魔」、主演のアン.ハサウェイ女優が演じた役は、重要なメッセージ

を伝えています。ファッションブティックを軽視しても、現状はその影響力は無視出来ません。これらの現象はすべ



て、贅沢な消費が生じ、品質の時代が到来したことを示しています。 

 

もう一つの傾向は、インターネットショッピング。インターネットショッピングはブティック業界者心の中の最大の葛

藤であり、このスタイルは若い消費者グループに馴染みがあり、ブティック業界はそれが世界的なトレンドであること

を知っていますが、しかし、ブランドストーリーを完全に表現出来ない事で、消費者が高級感を体験できず、ブティッ

クのイメージ力を弱める可能性がある事を恐れております。 

 

近年、いくつのブティックショップがインターネット販売始めました、オンラインショップの右肩上がりの数字が大金

を出した実店舗業者の大きいなプレッシャーになってます。ブティックは今後、実店舗を続けて投資するべきなのか、

それともインターネットショップの変換すべきでしょうか? 

 

どのように、時代の流れに沿ってオンラインショップを経営するのか、どのように「美的サービス業」を消費者に普及

するのか、これらはファッションブティック業界のステップアップの課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消費市場の問題 
 

インフレと高騰の影響で、すべてが上昇し、給与だけが上昇するわけではなく、家計収入の成長率は物価の上昇率より

はるかに低い。このような環境では、生活水準を維持することがますます困難になり、「低価格と節約」が消費者買い物

の選択要因となっています。 

 

商人の観点では、従来の物理的な店舗の運営コストはますます高くなっており、地理的な制限があります、また、イン

ターネットの普及化に伴い、さまざまなプラットフォームが生まれました。しかし、インターネットのバブルは常に飽

和状態になり、現在、経済は世界を通過し、ユーザーを獲得するためのコストは増加し、ビジネスはますます難しくな

り、売上がなかなか伸びににくいのが現状です。 

 

従来型のプラットフォームの棚上げは高コストがかかります、製品の価格は高いまま、このような消費モデルは消費者

の利益に基づいたものではなく、率直に言って、唯一の利益は商人とプラットフォームのみであり、消費者は損する一

方で、このモデルはもう将来性がないのです。 

 

「消費者資本論」によると、消費者資本化の中核的な内容は、消費者を生産分野に拡大することです。消費者が商品購

入後、商人は消費者の商品購入行為を企業への投資と見なし、一定な時間間隔で、会社の利益の特定の割合を消費者に

還元する、消費者の購入行動は、もはや単純な消費ではなく、同時に節約行動と企業に対する投資行為にもなります。 

 

世界経済の発展は新たな常態に入りました。新しい時代では、消費リソースを効率的に消費資本と消費産力に変換する

必要があります、人々の消費力を高め、大きな経済力と市場需求を刺激し、消費が内需を引っ張り、サプライチェーン

の改革に影響を与え、経済の持続可能状態を維持する。 



激しい競争の中で、多くの業界は厳しい経済状況の中で経営モデルを絶えず更新しています。厳し状況を突破し、従来

のプロモーション方法と違って、「リターン」オンラインショッピングが新たな促進方法になり、普及し、ますます多く

のメーカーとユーザーが支持されています。誰か、メーカーに最高な販売促進環境を提供し、消費者が消費したお金を

還元する事ができるか、それが、市場の唯一の存在になります、最終的の勝者になる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALA コインとは 
 

ALA のフルネームは Alamod です。フランス語ですが、英語の中では、流行と非常に似た使い方があります、例えば、

通常は"この人は流行ってます"と言わず、この"物、行為、事"が流行ってますと言う。Alamod の英語でも同じく、人で

はなく、物、行為、事の流行として、使われています。 

 

ALA コインは、イーサリアムブロックチェーンに基づいた ER20 トークンです、イーサリアムブロックチェーンを使用

したスマートコントラクトプログラムの配布量は限られており、情報はオープンで透過的であり、偽造することはでき

ません。新しい経済モデルトークンエコノミー「暗号通貨」は、流通しているデジタル権利の証明です。 

 

「暗号通貨」とは何ですか?簡単に言うと、製品(およびサービ)の価値を表す証明書を発行することで、顧客(ユーザー)

は証明書を簡単に使用して製品やサービスを消費できます。証明書は価値の保存ツールとして転売、流通し、使用でき

ます。その価値は、大量の使用と流通から生まれます。 

 

ALA 通貨は、プラットフォームのトークンとして使用されます。これは、ISO (初期ショッピングサービス) 中の購入、

消費マイニング、およびエクスチェンジ購入を通じて取得できます。価値の保存と公平性の証明の両方を備え、またシ

ョッピングとして使用可能です。 

 
 
 



Alamode フォーム 
 

我々は、Alamode オペレーティングプラットフォームを設立し、オフラインの 5 つ星のショッピングクラブとオンライ

ンスーパーモールと組み合わせて、専用のウォレットと支払いシステム A-Pay を用意します。消費者が A-Pay を決済で

使用すると、80%の割引できます。何故このような事が出来るでしょうか?? 

 

以下の例で説明します。 

10 ドルを使いたい場合、ALA の価格は 2 ドルなので、5ALA を販売者に支払う必要があります。A-Pay で支払いをする

と、販売者はすぐに 4ALA と 2 ドルのプールリザーブを受け取ります。消費者は 80%割引で 8 ドルのプールリザーブ

を獲得できます。 

 

プールに入るリザーブは、マイニングの難易度に応じて毎日あなたの財布に ALA コインが入ります、それで消費し続け

る事が出来ます。マイニングの難易度の初期設定は 1000 分の 1 です。上記の例でリリースされた場合、8 米ドルのリ

リースには 1000 日かかります。 

 

特定のタスクを完了するか、消費者を紹介することで、マイニングを最大 1%スピードアップが出来ます。ALA コイン

使えきた場合は、プラットフォームの取引所で購入する事ができます。 

 

商人は ALA 通貨回収に対する現金受領の需要があるため、取引所はトークン循環のループを解放し、無限循環が ALA

コインの価格を押し上げ、価値の上昇に繋がります。 

 

 



プラットフォームの収益には、次の 8 つがあります。 
 

1、モール取引手数料 

2、交換手数料 

3、商品の棚代 

4、会費 

5、自社ブランド販売収益 

6、投資収益 

7、デジタル資産評価 

8、広告料金 

 

支払いが ALA コインを使用す商人と消費者が増えるにつれて、プラットフォームのデータベースは大量の消費データを

生成し、運用コストを削減してブランド価値を高められます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



なぜ 80%オフが出来る? 
 

原則は、消費する世界の誰かがいる限り、消費は継続的な社会的行動です、商品の価値は主に流通にあり、消費者は商

品を連続消費し、商品購入する事で、流通プロセスの利益分配で、最終的には無料消費を可能にする、つまり商業側が

消費者将来的の消費利益を、現在の消費者にリベートを支払います。 

 

しかし、この理論はまず、大規模な消費者グループに認められ、消費ベースを増加し続け、こような条件に基づいてい

る必要があります、また、消費を資本に変換し、商人と消費者間に消費金融の促進、運営が存在しなければなりませ

ん。 

 

インターネット金融エコロジーの改善は、消費者金融のインターネットを刺激し、従来の消費者金融モデルとインター

ネット技術およびブロックチェーン技術を組み合わせて消費者金融を促進する事で、新しい形式-ブロックチェーンの力

を借りながら消費者金融サービスの境界を打ち破り、同時にインターネット消費者金融、リク管理のプログラムを確立

し、インターネット金融生態が消費者金融業界を新しい段階に引き上げて行く。 

 

 
 
 
 
 
 
 



ALA ビジネスアプリケーションシナリオ 
 

ALA 通貨を媒体とし、Alamode オンラインモールと取引所をプラットフォームセンターとする、ALA 通貨の商業的応

用で、通貨価値、コンセプト、およびゲームルールが統一され、世界中の数十万の実店舗とオンライン販売者を 

「世界中の消費者とつながり、「消費は投資」 

の斬新な経済モデルを形成する。 

 

ALA の主旨はファッションブティックです。Alamode プラットフォームのエコシステムは、大幅消費コスト為削減でき

る為、すべての食品、衣類、住宅、旅行、教育、音楽、すべてのオンラインおよびオフライン製品とサービス、消費行

為で有れば、全てが ALA 応用な場です。 

 

「消費は投資」という概念は、ALA が消費者を投資家に転換し、消費者の消費金を商人の資金の提供者と見なすことで

す。 

「消費マイニング」の具体的なプラクティスの 1 つは、ALA コインを使用するたびにプールの量は 80%を受け取る事が

でき。これの速率は基本的に 1 日の 1000 分の 1 です、ALA の市場価格に基づいて、消費者のウォレットに戻されま

す、ここの ALA の市場価格に基づくのがポイントです、ALA の市場価格の変動により消費者の資本が失われることはあ

りません。 

 

ALA コインを保持する価格上昇要因と得られた投資フィードバックを計算しない中で、消費者は消費価格の 80%の値下

げになり、消費値が大幅削減できます。 

 

消費値が大幅に削減される事でと、ALA エコロジーに参加している商人は、沢山な消費者とお金の流通を迎えられま



す、マーチャントが支払わなければならない価格は、消費者に販売額ごとの 80%ALA コインを貰え、残りの 20%はプ

ラットフォームによってマーチャントのプールリザーブにされます。 

 

「市場価格」に相当する ALA 通貨であるレートをマーチャントのウォレットに返還され、消費者のための残りのプール

準備金は Alamode プラットフォームの責任です。 

 

消費者と商人が保有する ALA 通貨は、Alamode プラットフォームの交換でビットコインに自由に交換できますビット

コインを選択した理由は、ビットコインも地域の制限を受けないデジタル通貨だからです。 

 

「消費は投資」の概念のもう 1 つの側面は、ALA 通貨をショッピングで決済した場合、80%の割引だけではなく、

Alamode は 6 か月ごとにプラットフォームに%の余剰を提供し、ロックされた保有者に ALA コインに還元することで

す。ロック方法は公式ウェブサイトで発表されます、これは ALA コインの長期的な価値を高め、ALA コインを保有する

意欲を高める為です。 

 

取引所の設立に加えて、Alamode はトレーダーが ALA コインを自由に取引できるようにし、多数の商人に商品やサー

ビスを提供し、一方では ALA コインの商業用途を改善し、一方では ALA コインを調整するために、品質と安価な自社

製品を提供します。 

 

需要を供給します。したがって、Alamode は、国際的なクロスリージョンの消費者サービスプラットフォームであり、

ファッションブティックの国際的なブランドです。 

 

 



ALA の生態システム設計 
 

ALA 通貨の生態設計には、デジタル通貨の発行が含まれます、通貨エコロジーの流れ、沈殿の方法、通貨の発行方法、

リフローの方法、その価値を崩壊させない方法、安定した経済エコシステムの形成など、考慮すべき多くの側面があり

ます。 

 

基本的な ALA 通貨エコサイクルはモールと取引所の焦点です。消費者と販売者はそれぞれ買い手と売り手です。消費者

は ALA コインの主な需要者です。消費者は ALA コインを使ってモールを通って商人に流れます、商品およびサービス

と引き換え、商人は消費者に ALA コインを販売し、ビットコインと引き換えに交換を通じて、ALA コインの流通を完了

します。 

 

「消費マイニング」の設計が消費者の意欲と能力を向上させると、ますます多くの消費者がエコロジーに参加し、各消

費者の消費量が増加します、そうすると商人も増えます、自然にエコロジーが拡大し、ALA コインの需要が高いほど良

性の閉ループを形成し、ALA コインは内部で急速に循環し、需要は ALA コインの価格を継続的に押し上げます。 

 

また、「消費者は投資」であるため、ALA コインを保持する意欲が高まり、ALA コインのロック効果が発生します、

ALA コインの需要とロックの二面的効果が見られます。ALA コインには高速循環よる高い需要性、また所有投資価値の

形成、2 つの相反する効果で、市場価格を引き下げるのが難しくなります。ALA コインの価格を維持するためのもう 1

つの重要な武器は、ALA 通貨が発行数です、合計供給量は一定になり、発行されません。 

 

制御措置の合計額下では、ALA 通貨エコプールの主な供給は消費者のプール金であり、消費マイニングから取得した

ALA 通貨には時間遅延があります、ALA 通貨市場価格、価格の上昇により、ALA コインの供給はますます遅くなりま



す。つまり、プラットフォームはより低い ALA コインを継続的に受け取り、将来的にはより高い価格で少量 ALA コイ

ンが供給されます、この差額は、プラットフォームが消費者 80%割引ショッピングをサポートできる理由の 1 つです。 

 

初回の ISO オープンで ALA コインを購入できることに加えて、エコロジー生態が動き始めると、消費者はショッピング

でマイニングから ALA コインを取得出来る以外、一早く低価格消費したい場合はブラットフォーム取引所で ALA コイ

ンを取得するしか方法がないのです、ALA 通貨へのアクセスが大幅増え、取得方法は制限され、これが ALA 通貨交換の

市場価格が下がらないことが保証されます。 

 

Alamode プラットフォームの交換手数料に加えて、取引手数料自体もプールから ALA コインを回収します、同様に、

生態な良性の閉ループにより ALA 循環の速度が速くなり、ALA 通貨回収の速度が速くなります、さらに、Alamode の

自社ブランドは、さまざまな活動と特別価額で ALA コインを回収してます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



技術システム及び構造 
 

戦略的パートナー 
急速に増加しております、Alamode の既存の戦略パートナー、その一部は以下となります: 

 

義生玖沉香芸術センター、エーゲ海果樹園、麼尚へアサロン、芥末インターナショナルブティックショップ、SUM 自動車メンテ

ナン同盟。AMSENS 国際(株)、綠葉ショッピング。大志通信、潘帥帥健康ショップ、光陽バイク、小球藻健康食品、GPay、一葉

之秋鍋店、山東媽媽電子ビジネス(株)、馥丽茗茶、健康予防ネットショップ、潘帥帥リフォーム、百世璽オークション(株)、小傑

無毒エコー専門店、沐綺会社(澎湖阿貞)、捷凌植物口紅専門店、恵山ミネラルウォーター、建茂バイオテクノロジー、仙島苗園、

東東鍋六和本店、李時珍漢方目元貼り薬、瑞香花アロマホール、得麗生ジュース、新鮮鶏肉本舗、ミススヘルス下着、雅澤 avls

総合美容会館、緑光宝盒コーヒーショップ、福照食品、百分百へアサロン、皇菁易發共富(株)、大技生技(株)、佛迪克(株)、vivian

小店、浅草パン屋、鑫艷マーケティング(株)、水素小舗、Misssu 健康小舗、ビーズカラー珠飾匯色(手作りジュエリー)、大同生物

医学(マイナスイオン水素水)、保頂軒文化館、源輝自動車業、台中ステーキハウス.阿興南アフリカオリーブ国宝茶、山人・八亀生

バイオケミカルチップス(株)樂採購国際電子ビジネス(株)、笠山泉会社、義生玖国際ビジネス同盟.youngevityCoLtd.艾馨小铺、奇

奇インターネットショップ、愛美地インテリジェントロボット、Juhao Engineering (Shares) Co. Ltd .. Huge Energy Technology 

(Shares) Co. Ltd. Royal Trade Co. Ltd. Youyou Card. 

Carrefouro China Petroleum. All Union Welfare Center 

義大アウトレットショッピングモール、義大ワールド。 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 


