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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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McDonald’sのののの概要概要概要概要
原材料原材料原材料原材料ののののグローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングとととと標準標準標準標準オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの展開展開展開展開によりによりによりにより、、、、世界中世界中世界中世界中でででで、、、、手頃手頃手頃手頃なななな値段値段値段値段でででで、、、、一定品質一定品質一定品質一定品質ななななハンバーハンバーハンバーハンバー
ガーガーガーガーをををを提供提供提供提供してしてしてして成長成長成長成長してきたしてきたしてきたしてきた

財務財務財務財務

� 2000年代前半年代前半年代前半年代前半にににに一度利益一度利益一度利益一度利益がががが落落落落ちちちち込込込込むがむがむがむが、、、、他他他他のののの期間期間期間期間はははは、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長率成長率成長率成長率をををを維持維持維持維持

• 売上：235億ドル（08年度）、売上CAGR（1980～2008）：9%

• 純利益：43億ドル、純利益CAGR(1980～2008)：11%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 全世界全世界全世界全世界118カカカカ国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、31,000以上以上以上以上のののの店舗店舗店舗店舗をををを運営運営運営運営

� 1967年年年年、、、、カナダカナダカナダカナダへのへのへのへの進出進出進出進出をををを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに、、、、80年代年代年代年代までまでまでまで欧州欧州欧州欧州・・・・米州米州米州米州にににに多多多多くくくく進出進出進出進出。。。。アジアアジアアジアアジア・・・・大洋州大洋州大洋州大洋州にはにはにはには71年年年年、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカにはにはにはには
1992年年年年、、、、中東中東中東中東にはにはにはには1993年年年年にににに進出進出進出進出

（（（（08年末月時点年末月時点年末月時点年末月時点でのでのでのでの店舗数店舗数店舗数店舗数のののの内訳内訳内訳内訳））））

• 米国：13,900店舗（44％）

• 欧州：6,600店舗（21%）～独、仏、英、スペイン、イタリア、ロシア等

• アジア大洋州・アフリカ・中東：8,300店舗（26%）～豪州、日本、香港,、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、中国,、

インド／モロッコ、南アフリカ／イスラエル、サウジアラビア、エジプト、UAE等

• その他地域：3,200店舗（10%)～カナダ、中南米諸国：コスタリカ、パナマ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン等

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングとととと標準店舗標準店舗標準店舗標準店舗オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの作作作作りりりり込込込込みみみみ＋＋＋＋展開展開展開展開によりによりによりにより、「、「、「、「世界中世界中世界中世界中どこでもどこでもどこでもどこでも」、「」、「」、「」、「手頃手頃手頃手頃なななな値段値段値段値段でででで」、「」、「」、「」、「一一一一
定品質定品質定品質定品質ののののハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガー」」」」をををを提供提供提供提供

• 世界中から要求品質を満たす調達先を探し、調達先（供給農家）に対してまでマニュアルを用いて、標準化したオペ
レーションを教育

• 世界中の店舗へ、「Made for you」という標準オペレーションをシステム＋マニュアル＋教育により普及

� 90年代年代年代年代、、、、競争競争競争競争のののの激化激化激化激化やややや（（（（中心市場中心市場中心市場中心市場であるであるであるである））））先進国先進国先進国先進国でのでのでのでの健康志向健康志向健康志向健康志向のののの高高高高まりまりまりまり、、、、サービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルのののの低下等低下等低下等低下等によってによってによってによって売上売上売上売上がががが
一時低迷一時低迷一時低迷一時低迷するもするもするもするも、、、、健康健康健康健康にににに留意留意留意留意したしたしたしたメニューメニューメニューメニューのののの導入導入導入導入、、、、店舗査察店舗査察店舗査察店舗査察システムシステムシステムシステムのののの開発等開発等開発等開発等によりによりによりにより、、、、再再再再びびびび成長路線成長路線成長路線成長路線にににに戻戻戻戻るるるる

• サラダ、サンドイッチとともに、子供向けメニューにフルーツ、大人向けメニューにヨーグルトを導入

• 覆面調査員が店舗を定期的に査察するとともに、コンサルタントがフランチャイジーの店舗運営効率向上を支援

創設創設創設創設
� 1940年年年年ににににマクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド兄弟兄弟兄弟兄弟がががが開開開開いたいたいたいたドライブインドライブインドライブインドライブインにににに端端端端をををを発発発発するするするする世界最大世界最大世界最大世界最大ののののハンバーガーチェーンハンバーガーチェーンハンバーガーチェーンハンバーガーチェーン

• 1954年にレイ･クロックがチェーン展開する独占的権利を獲得して以降、急拡大
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
McDonald’sはははは、、、、2000年代前半年代前半年代前半年代前半にににに一度利益一度利益一度利益一度利益がががが落落落落ちちちち込込込込むがむがむがむが、、、、他他他他のののの期間期間期間期間はははは、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長率成長率成長率成長率をををを維持維持維持維持

～～～～80年年年年 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
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グ
ラ
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）
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益
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折
れ
線
グ
ラ
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12%12%12%12% 8%8%8%8% 6%6%6%6%

（単位
10億ドル）

売上高年平均成長率

Source:Bloomberg
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海外展開海外展開海外展開海外展開のののの変遷変遷変遷変遷（（（（主要国主要国主要国主要国））））
70年代年代年代年代までにまでにまでにまでに近隣国近隣国近隣国近隣国、、、、先進国先進国先進国先進国へへへへ展開展開展開展開しししし、、、、80年代年代年代年代にににに先進中流国先進中流国先進中流国先進中流国、、、、90年代以降年代以降年代以降年代以降はははは新興国新興国新興国新興国へへへへ参入参入参入参入

80年代年代年代年代 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代～～～～70年代年代年代年代

近隣国近隣国近隣国近隣国・・・・先進国展開先進国展開先進国展開先進国展開
（（（（70年代年代年代年代～）～）～）～）

先進中流国展開先進中流国展開先進中流国展開先進中流国展開
（（（（80年代年代年代年代～）～）～）～）

新興国展開新興国展開新興国展開新興国展開
（（（（90年代年代年代年代～）～）～）～）

フランス（1972～）

ロシア（1990～）

イタリア（1985～）

スペイン（1981～）

英国（1974～）

西ドイツ（当時。1971～）

アルゼンチン（1986～）

メキシコ（1985～）

ブラジル（1979～）

カナダ・プエルトリコ・コスタリカ（1967～）

タイ（1985～）

マレーシア（1982～）

シンガポール（1979～）

韓国（1988～）

香港（1975～）

豪州・日本（1971～）

中国（1990～）

インド（1996～）

モロッコ（1992～）

南アフリカ（1995～）

エジプト、UAE（1994～）

イスラエル、サウジアラビア（1993～）

米国（1955～（McDonald’s systems））
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McDonald’sのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、本部主導本部主導本部主導本部主導でででで進進進進めるめるめるめるグローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準をををを各国各国各国各国でででで採用採用採用採用。。。。但但但但しししし、、、、顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントにににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、各国各国各国各国でででで一部一部一部一部カスタマカスタマカスタマカスタマ
イズイズイズイズをををを実施実施実施実施（（（（Think Global Act Local））））

本部本部本部本部

活動主体活動主体活動主体活動主体

本部本部本部本部

本部本部本部本部
①①①①ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

②②②②組織組織組織組織・・・・人人人人

本部本部本部本部

• 本部のタスクホースチーム（”Operation team”）が、政治、社

会、経済面のリスクを勘案し、参入を決定

• 基本はフランチャイズを志向するが、外資に対して規制のあ
る新興国などは現地企業との合弁により参入

本部主導本部主導本部主導本部主導のののの立上立上立上立上げげげげ

• 世界各地の契約サプライヤーからグローバルソーシング

• また、新興国の大きな市場参入などの際は、現地のサプライ
ヤーを育てることも行う（ex.インド）

• 「QSC&V」をマニュアル化し、グローバル標準として展開

• 「Made for you」システムを機器と業務マニュアルとともにグ
ローバル標準として展開（日本は05年全店舗へ導入）

• 本部の基幹商品（ex.ビックマック、マックシェイクなど）は原則

導入（作成方法のマニュアルも詳細まで体系化）

• 加えて、現地マーケターが各国市場にあわせた商品開発
（ex.牛肉を使わないマハラジャバーガー）

• AOWでグローバル標準を決定し、APMEAは、地域単位での

オペレーション設計、以下各国組織で一部市場特性を勘案し
たローカルライズ戦略を策定

• ハンバーガー大学により「QSC&V」を世界の社員に浸透

活動内容活動内容活動内容活動内容

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準
のののの供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

グローバルグローバルグローバルグローバル／／／／地域地域地域地域
／／／／各国各国各国各国のののの3層組織層組織層組織層組織

エントリーエントリーエントリーエントリー

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②ををををレビューレビューレビューレビュー

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準
＋＋＋＋一部現地化一部現地化一部現地化一部現地化各国各国各国各国
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（調達調達調達調達（（（（1/2））））））））
複数者複数者複数者複数者にににに調達先調達先調達先調達先をををを分散分散分散分散しながらしながらしながらしながらグローバルグローバルグローバルグローバル規模規模規模規模でのでのでのでの調達調達調達調達をををを実現実現実現実現。。。。同時同時同時同時にににに、、、、新新新新たなたなたなたな地域地域地域地域（（（（新興国新興国新興国新興国などなどなどなど））））にににに参入参入参入参入するするするする際際際際はははは
自自自自らららら現地現地現地現地ののののサプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤーをををを育成育成育成育成しししし、、、、同社同社同社同社ののののグローバルグローバルグローバルグローバル基準基準基準基準にあったにあったにあったにあった調達先調達先調達先調達先をををを確保確保確保確保

グローバルグローバルグローバルグローバル
ソーシングソーシングソーシングソーシング

� 特特特特にににに新興国新興国新興国新興国ではではではでは、、、、周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域にににに調達調達調達調達パートナーパートナーパートナーパートナーがいないがいないがいないがいない場合場合場合場合、、、、マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルドがががが自自自自らららら現地現地現地現地にににに新新新新たしいたしいたしいたしい調達先調達先調達先調達先
をををを育成育成育成育成

• マクドナルドの品質基準を満たす調達パートナーを育成

• 場合によっては、農作物の育成手順、基準まで指導を行う

（（（（事例事例事例事例））））

• インドでは、既存のソーシングパートナーであるMcCainと共同で、現場（GujaratとMaharashtra）のポテ

ト農家を教育し、サプライヤーに育成

� 世界単位世界単位世界単位世界単位でのでのでのでの調達調達調達調達パートナーパートナーパートナーパートナーのののの確保確保確保確保

• 世界中の原材料を調達し、圧倒的なボリュームディスカウントを行う

− 例えば、McCainは、グローバルでのフライドチキンの調達先

� 但但但但しししし、、、、調達先調達先調達先調達先のののの集中集中集中集中によるによるによるによるリスクリスクリスクリスクをををを防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、複数複数複数複数のののの調達調達調達調達パートナーパートナーパートナーパートナーをををを確保確保確保確保

• 調達先を集中させるとマクドナルドの交渉力が弱るため、各地域単位などでいくつかの調達パートナーを
確保し、健全な競争を促進

（（（（調達先調達先調達先調達先のののの事例事例事例事例））））

• フライドチキン：McCain

• チーズ：Dynamic Diary, Pune

• オニオンズ：Jain Foods, Jalgaon

• Buns：Cremica, Phillaur

など

グ ロ ー バ ルグ ロ ー バ ルグ ロ ー バ ルグ ロ ー バ ル

ソ ー シ ン グソ ー シ ン グソ ー シ ン グソ ー シ ン グ 先先 先先

のの のの 育 成育 成育 成育 成
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（調達調達調達調達（（（（2/2））））））））
MSCLB(McDonald’s Supply Chain Leadership Board)がががが、、、、調達先選定調達先選定調達先選定調達先選定／／／／育成育成育成育成ののののグローバルガイドライングローバルガイドライングローバルガイドライングローバルガイドラインをををを策定策定策定策定
しししし、、、、各地域各地域各地域各地域ののののSupply Chainリーダーリーダーリーダーリーダーががががガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインにににに則則則則りりりり選定選定選定選定

McDonald’s Supply Chain Leadership Board

（（（（MSCLB））））

Europe
North

America

Latin

America

Asia/Pacific

Middle-East

/Africa

農場農場農場農場 農場農場農場農場 農場農場農場農場 農場農場農場農場

グローバル
調達ガイドライン

• 調達先調達先調達先調達先ののののガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインををををグローバルグローバルグローバルグローバルでででで明確化明確化明確化明確化

−財務的な基準

−品質基準／安全基準

−納品スピード基準

などを明確化し、各地のSupply Chainリーダーに提供

• 各地各地各地各地ののののSupply Chainリーダーリーダーリーダーリーダーはははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル基準基準基準基準にににに

則則則則りりりり、、、、調達先調達先調達先調達先をををを選定選定選定選定／／／／自自自自らららら育成育成育成育成

Supply Chain Leader

McDonald’s Agricultural

Assurance Program

（（（（MAAP））））

• 特特特特にににに農家農家農家農家にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、取引準取引準取引準取引準をををを詳細策定詳細策定詳細策定詳細策定

−農作方法（農薬の使い方など）

−動物保護

−栄養分

などの基準を明確化
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（店舗店舗店舗店舗オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション））））
QSC&Vをををを全世界共通全世界共通全世界共通全世界共通のののの標準標準標準標準オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションとしてとしてとしてとしてマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル化化化化（（（（CDP））））しししし、、、、徹底徹底徹底徹底。。。。最近最近最近最近ではではではでは、、、、特特特特にににに調理調理調理調理にににに関関関関してしてしてして、、、、
「「「「Made For You」」」」システムシステムシステムシステムをををを導入導入導入導入しししし始始始始めているめているめているめている

QSC&V

Made For You

� 全世界共通全世界共通全世界共通全世界共通のののの標準標準標準標準オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション

• 3+1の要素から成り立つ

− Q：一定レベル以上の商品を提供すること

− S：ホスピタリティーサービス（ex.スマイル0円）

− C：店舗内、店舗周辺の一定上の清潔さ

− V：QSCがあって始めて顧客へ価値が提供できる

� 全世界共通語全世界共通語全世界共通語全世界共通語としてとしてとしてとしてマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル化化化化されているされているされているされている（（（（CDP：：：：Crew Development Program））））

• 業務の流れ、適正秒数などか事細かに一冊の本（CDP）に書かれている

− 例えば、全てのメニューの製造と提供過程は、8つのポジションに分かれて、それぞれの手続きが細かく書か
れている

� トレーナートレーナートレーナートレーナー、、、、トレーニートレーニートレーニートレーニー、、、、店長店長店長店長ががががCDPをををを共通言語共通言語共通言語共通言語としてとしてとしてとして、、、、業務業務業務業務をををを確認確認確認確認しししし理解理解理解理解をををを深深深深めることでめることでめることでめることで浸透浸透浸透浸透

• 新しく入ったクルー（トレーニー）は、先輩クルー（トレーナー）、店長からCDPをベースに業務を教わる

� 受注受注受注受注をををを受受受受けてからけてからけてからけてから高速調理高速調理高速調理高速調理をををを行行行行いいいい製品製品製品製品をををを完成完成完成完成させるさせるさせるさせるシステムシステムシステムシステム

• 従来商品を作り置きしていたが、環境問題や味の劣化が問題となり新たなシステムを開発

• 米国1999年、日本2005年に全店導入終了で、世界で導入中

イニシエーション アッセンブル ファイナル レジ

• モニターを見てラ
ビットトースターで
Bundsを焼く

• 各種具材を用意し
のっける

• ラップする

（（（（店舗店舗店舗店舗ののののキッチンレイアウトキッチンレイアウトキッチンレイアウトキッチンレイアウト））））

注文

顧客

ｸﾙｰ ｸﾙｰ ｸﾙｰ ｸﾙｰ ハンバーガーは
10秒程度
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（商品企画商品企画商品企画商品企画・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング））））
グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準のののの基幹商品基幹商品基幹商品基幹商品ががががベースベースベースベースとなりとなりとなりとなり、、、、加加加加えてえてえてえて、、、、現地商品現地商品現地商品現地商品のののの開発開発開発開発ややややローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングをををを一部実施一部実施一部実施一部実施

商品企画商品企画商品企画商品企画

基幹商品基幹商品基幹商品基幹商品

現地商品現地商品現地商品現地商品

� 商品商品商品商品ラインラインラインラインののののベースベースベースベースはははは全世界共通全世界共通全世界共通全世界共通でででで展開展開展開展開されているされているされているされている商品商品商品商品でででで、、、、詳細詳細詳細詳細のののの作作作作りりりり方方方方までまでまでまで全全全全ててててマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル化化化化されてされてされてされて
おりおりおりおり、、、、原則世界原則世界原則世界原則世界どこでもどこでもどこでもどこでも同同同同じじじじ味味味味がががが食食食食べられるべられるべられるべられる

（（（（基幹商品基幹商品基幹商品基幹商品のののの例例例例））））

• ハンバーガー／チーズバーガー／ビックマック／フィオレフィッシュ／チキンナゲットなど

� 加加加加えてえてえてえて、、、、一部一部一部一部はははは、、、、現地現地現地現地ののののマーケターマーケターマーケターマーケターがががが開発開発開発開発したしたしたした当地向当地向当地向当地向けけけけ商品商品商品商品をををを導入導入導入導入

（（（（現地商品現地商品現地商品現地商品のののの例例例例））））
• ウルグアイ：McSpaghetti（grilled salmon sandwich）、McHuevo（poached egg hamburger）、

ブラジル：Samurai pork hamburger（with sweet source）、台湾：Rice hamburger、
インド：Maharaja Mac（not beef but pork）

� 地域単位地域単位地域単位地域単位にににに設置設置設置設置されたされたされたされた「「「「McDonald’s Food Studio」」」」にてにてにてにてローカルローカルローカルローカル商品商品商品商品をををを開発開発開発開発しししし、、、、地域単位地域単位地域単位地域単位でででで横展開横展開横展開横展開

• シカゴ、パリと香港（2006年開設）に設置されている（但し、日本は、アジア・パシフィックの重要拠点とし
て独自に実施）。

• 例えば、香港は、アジア太平洋、中東を中心とした35カ国を担当。シェフに加え、栄養士などを配置して
いる。シェフは、採用時に、「料理の鉄人」のようなテストで選抜され、例えば、米国調理学院（CIA）を首
席で卒業し、業界誌「全米レストラン・ニュース」のトップシェフ50人に選ばれたな人材が採用される

• スタジオには、シェフの商品開発用キッチン、新商品導入における店舗オペレーションを確認するための
店舗と同様の2つの大型キッチンなどが完備され、新商品の研究開発や味や栄養分のテストを実施

� グローバルグローバルグローバルグローバル標準価格標準価格標準価格標準価格をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、現地現地現地現地のののの購買平価購買平価購買平価購買平価にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて多少多少多少多少のののの変更変更変更変更をををを加加加加ええええ、、、、価格価格価格価格のののの幅幅幅幅をををを広広広広げるげるげるげる
（（（（事例事例事例事例））））

• 中国では、低所得者は、$3以下の基本商品以上には手が届かないので、そのレンジのセットのライン
ナップを先進国よりも増やした

価格価格価格価格

チャネルチャネルチャネルチャネル

� 現地現地現地現地ののののマーケターマーケターマーケターマーケターはははは、、、、当地当地当地当地のののの事情事情事情事情にあわせたにあわせたにあわせたにあわせたチャネルチャネルチャネルチャネルもももも開拓開拓開拓開拓

（（（（事例事例事例事例））））
• 中国では、顧客層が若者や若手社会人へ広がった段階で、24Hのドライブスルーを開設

• インドでは、中間所得者のシングル向けに”McDelivery on Bicycle “を導入しヒット
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②②②②組織組織組織組織・・・・人人人人
AOWででででグローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準をををを決定決定決定決定しししし、、、、APMEAはははは、、、、地域単位地域単位地域単位地域単位でのでのでのでのオペレーションオペレーションオペレーションオペレーション設計設計設計設計、、、、以下各国組織以下各国組織以下各国組織以下各国組織でででで一部市場特性一部市場特性一部市場特性一部市場特性をををを

勘案勘案勘案勘案したしたしたしたローカルライズローカルライズローカルライズローカルライズ戦略戦略戦略戦略をををを策定策定策定策定

AOW（（（（Area of World））））

Europe
North

America

Latin

America

Asia/Pacific

Middle-East

/Africa
Region

England USA Brazil Japan

East

USA

Country

Country 

Area

• グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準をををを策定策定策定策定

−店舗オペレーション、サプライチェーンなどのグ
ローバル標準を決定

• グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準にににに則則則則りりりり、、、、地域単位地域単位地域単位地域単位でのでのでのでのオペオペオペオペ
レーションレーションレーションレーションにににに関関関関するするするする方針方針方針方針をををを策定策定策定策定

−サプライチェーンなどの国を超えた地域単位で
のオペレーション方針を策定

• ローカライズローカライズローカライズローカライズをををを策定策定策定策定

−各国の現地法人が、現地のマーケターを使い、
市場特性にあった現地商品や価格設定などを
実施

• 各国各国各国各国エリアエリアエリアエリア戦略戦略戦略戦略をををを策定策定策定策定

−各国地域における商品ラインナップや価格設
定を実施

StoreStore
• グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準＋＋＋＋一部一部一部一部ローカライズローカライズローカライズローカライズにににに則則則則りりりり
オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションをををを実施実施実施実施
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②②②②組織組織組織組織・・・・人人人人
各地域各地域各地域各地域ののののハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガー大学大学大学大学をををを通通通通じてじてじてじて、、、、世界中世界中世界中世界中のののの社員社員社員社員へへへへマクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルドののののグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムをををを浸透浸透浸透浸透させるさせるさせるさせる

� 1961年年年年にににに創設創設創設創設されたされたされたされた社員社員社員社員のののの人材育成施設人材育成施設人材育成施設人材育成施設

• 世界に7校（米国、日本、イギリス、ドイツ、オース

トラリア、ブラジル、香港）

• マネジメント、チームビルディング、コミュニケー
ションなどのマクドナルドのグローバル標準を独
自のプログラムで学ぶ施設

� 新新新新しいしいしいしい国国国国へのへのへのへの参入時参入時参入時参入時はははは、、、、現地現地現地現地ののののマネジメントスタッマネジメントスタッマネジメントスタッマネジメントスタッ
フフフフをををを最寄最寄最寄最寄のののの大学大学大学大学へへへへ派遣派遣派遣派遣しししし、、、、マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルドののののグローグローグローグロー
バルシステムバルシステムバルシステムバルシステムをををを徹底教育徹底教育徹底教育徹底教育

（事例）

• ロシアへ進出した際には、マネジメントと最初のク
ルーメンバーを米国Oakbrookのハンバーガー大

学へ派遣し、マクドナルドのグローバルシステム、
オペレーションを徹底教育

� 参入後参入後参入後参入後もももも社員社員社員社員ややややクルークルークルークルーのののの教育教育教育教育をををを通通通通じてじてじてじて、、、、マクドナマクドナマクドナマクドナ
ルドルドルドルドののののグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムをををを世界中世界中世界中世界中にににに浸透浸透浸透浸透

概要概要概要概要

目的目的目的目的

ハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガー大学大学大学大学

店舗店舗店舗店舗でのでのでのでの
OJT

店舗店舗店舗店舗でのでのでのでの
OJT

• 店舗店舗店舗店舗マネジメントスキルマネジメントスキルマネジメントスキルマネジメントスキルのののの基礎基礎基礎基礎
− ベーシックシフトマネジメント（3日間）

− アドバンストシフトマネジメント（3日間）

• 店舗店舗店舗店舗システムシステムシステムシステムのののの理解理解理解理解、、、、改善改善改善改善、、、、人的資源人的資源人的資源人的資源
管理管理管理管理スキルスキルスキルスキル

− エフェクティブマネジメントプラクティスコー
ス（5日間）

• リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ、、、、チームビルティングチームビルティングチームビルティングチームビルティング、、、、総総総総
合合合合マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

− レストランオペレーションリーダーシッププ
ラクティスコース（5日間）

� 入社後入社後入社後入社後はははは、、、、OJTとととと研修研修研修研修をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、まずはまずはまずはまずはマクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド

ののののグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムグローバルシステムをををを理解理解理解理解するするするする

入社社員入社社員入社社員入社社員のののの一般的一般的一般的一般的なななな研修研修研修研修（（（（ハンバーガーハンバーガーハンバーガーハンバーガー大学大学大学大学））））
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出所出所出所出所

• McDonald’s IR資料

• McDonald’s Food Chain（ICFAI）

• McDonald’s Corporation：Managing a Sustainable Supply Chain（HBS）

• McDonald’s in Russia （HBS）

• Standard As a crew A（Darden）

• The Challenge for Multinational Corporation in China（MIT Management Review）

• Employer Branding at McDonald’s（ICMR）

• McDonald’s Localization Strategy（ICFAI）

• McDonald’s in Asia（ICFAI）

• Globalization Strategy of McDonald’s Corporation（ICFAI）

• McDonald’s Success Strategy and Global Expansion through Loyalty（Journal of Business case studies）

• Radhakrishna Foodland（ICFA）

• McDonald’s in Russia（IBS）

• McDonald’s in China（IBS）

• McDonald’s Corporation（HBS）

• McDonald’s is china lovin’ it?（ACRC）



13

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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Yum! Brandsのののの概要概要概要概要
KFC（（（（Kentucky Fried Chicken））））などなどなどなど5つのつのつのつのブランドブランドブランドブランドをををを擁擁擁擁しししし、、、、店舗店舗店舗店舗オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの標準化標準化標準化標準化とととと原材料原材料原材料原材料ののののグローバルソグローバルソグローバルソグローバルソ

ーシングーシングーシングーシングによりによりによりによりファーストフードファーストフードファーストフードファーストフードでででで世界最多世界最多世界最多世界最多のののの店舗数店舗数店舗数店舗数をををを持持持持ちちちち、、、、成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける

財務財務財務財務

� 2000年代前半年代前半年代前半年代前半にににに一時落一時落一時落一時落ちちちち込込込込むもののむもののむもののむものの、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける

• 売上：113億ドル（08年度）、売上CAGR（2000～2008）：6%

• 純利益：10億ドル（08年度）、純利益CAGR（2000～2008）：11%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界110以上の国と地域に、36,000以上の店舗を展開

� 90年代に米州（米国以外）、90年代後半から欧州、アジアへ進出

（09年11月現在）

• 米州：31国・地域（カナダ、コスタリカ、ブラジル等） ・欧州：32国･地域（英国、ドイツ、フランス、ロシア等）

• アジア：19国・地域（日本、マレーシア、中国、インド等）・中東：12カ国（イスラエル、サウジアラビア、UAE等）

• アフリカ：9カ国（南アフリカ、モーリシャス、モロッコ等） ・大洋州：4カ国（豪州、サモア等）

創設創設創設創設

� 5つのつのつのつのブランドブランドブランドブランドをををを有有有有しししし、、、、世界最多世界最多世界最多世界最多のののの店舗数店舗数店舗数店舗数をほこるをほこるをほこるをほこるファーストフードファーストフードファーストフードファーストフード企業企業企業企業

• ペプシコのファーストフード部門（KFC、ピザハット、タコベル（メキシコ料理））を統括する子会社であったTriconが、
1997年に分離

• 2002年にロング・ジョン・シルバーズ（シーフード）及びA&W（ハンバーガー）を獲得し名称を変更

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� CHAMPSをををを呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの標準化標準化標準化標準化ととととグローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングをををを武器武器武器武器ににににフランチャイズフランチャイズフランチャイズフランチャイズをををを全世界展開全世界展開全世界展開全世界展開

• 店舗オペレーションを標準化（CHAMPS）し、各国のフランチャイズへ徹底指導

• チーズやパンなどのグローバルソーシングによる原材料の低価格調達

� またまたまたまた、、、、マルチブランドマルチブランドマルチブランドマルチブランド戦略戦略戦略戦略（（（（1店舗店舗店舗店舗にににに2つつつつ以上以上以上以上ののののブランドブランドブランドブランドのののの店舗店舗店舗店舗をををを設置設置設置設置））））によりによりによりによりグループグループグループグループ全体全体全体全体のののの売上拡大売上拡大売上拡大売上拡大

• ペプシコから分離後に本格化し、2008年末現在、全世界36,000店舗中、約5,000店舗がマルチブランド店

− マルチブランド店の9割以上はいまだ米国内にあるが、海外のマルチブランド店舗も年率13%で増加中
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
2000年代前半年代前半年代前半年代前半にににに一時落一時落一時落一時落ちちちち込込込込むもののむもののむもののむものの、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

6%6%6%6%
（単位

10億ドル）

（単位
100万ドル）

売上高年平均成長率

Source:Bloomberg
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
前身前身前身前身のののの各各各各ブランドブランドブランドブランドはははは、、、、90909090年代前半年代前半年代前半年代前半～～～～半半半半ばにばにばにばに創設創設創設創設。。。。そのそのそのその後後後後、、、、ペプシコペプシコペプシコペプシコがががが買収買収買収買収しししし、、、、現在現在現在現在にににに至至至至るるるる。。。。中心的中心的中心的中心的ブランドブランドブランドブランドであるであるであるである
KFCはははは、、、、60年代年代年代年代までにまでにまでにまでに英語圏英語圏英語圏英語圏にににに進出進出進出進出しししし、、、、そのそのそのその後後後後アジアアジアアジアアジア、、、、欧州欧州欧州欧州、、、、中南米中南米中南米中南米へへへへ展開展開展開展開。。。。90年以降年以降年以降年以降はははは、、、、中東中東中東中東へもへもへもへも参入参入参入参入

地域展開地域展開地域展開地域展開
（（（（KFC・・・・

主要国主要国主要国主要国））））

米国 （A&W1919、KFC1939、ピザハット1958、タコベル1962、ﾛﾝｸﾞ･ｼﾞｮﾝ･ｼﾙﾊﾞｰｽﾞ1969）

カナダ（1960年前後）

英国（1960～）

事業領域事業領域事業領域事業領域
（（（（ブランドブランドブランドブランド））））

KFC（1986年ペプシコが買収）

ピザハット（1977年ペプシコが買収）

タコベル（1978年ペプシコが買収

(2002年買収）

～～～～60年年年年 70年代年代年代年代～～～～80年代年代年代年代 90年代年代年代年代～～～～

英語圏英語圏英語圏英語圏
（～（～（～（～60年代年代年代年代））））

新興国新興国新興国新興国
（（（（90年代年代年代年代～）～）～）～）

(2002年買収）

アジア（日本（1970）、マレーシア(1973)、シンガポール（1977）、中国（1987）

欧州（ドイツ（1970年代）など）

中南米（コスタリカ（1972）など）

中東（イスラエル（1993）、その他）

アフリカ（南アフリカ（1971）、その後モーリシャス、モロッコ等）

オーストラリア（1968～）

サモア（2003年頃）

インド（1995）

アジアアジアアジアアジア・・・・欧州欧州欧州欧州
中南米中南米中南米中南米

（（（（70年代年代年代年代～）～）～）～）

ピザハット（1958年）

タコベル（1962年）

KFC（1952年）

A&W（1922年）

ﾛﾝｸﾞ･ｼﾞｮﾝ･ｼﾙﾊﾞｰｽﾞ(1969年）

東欧（ロシア（1993）、ポーランド（1993） ）

南米（ブラジル（1993）、コロンビア（1993））
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Yum!Brandsのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ（（（（1/2））））
グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングはははは本部集約本部集約本部集約本部集約。。。。店舗店舗店舗店舗オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションははははグローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準をもとにをもとにをもとにをもとに各国各国各国各国ででででカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ。。。。特特特特ににににローカローカローカローカ
ルルルルでででで構築構築構築構築がががが必要必要必要必要なななな機能機能機能機能はははは、、、、地元企業地元企業地元企業地元企業とのとのとのとの提携提携提携提携によりによりによりにより実現実現実現実現

各国各国各国各国

ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

各国各国各国各国

ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

活動主体活動主体活動主体活動主体

鮮度鮮度鮮度鮮度がががが
重要重要重要重要なななな
食材食材食材食材

日持日持日持日持ちちちち
するするするする
食材食材食材食材

• （（（（特特特特にににに新興国新興国新興国新興国においてはにおいてはにおいてはにおいては））））外資参入外資参入外資参入外資参入のののの規制規制規制規制やややや各種各種各種各種スススス
テークホルダーテークホルダーテークホルダーテークホルダーのののの過剰過剰過剰過剰なななな反発反発反発反発へへへへ対応対応対応対応

• 日持日持日持日持ちするちするちするちする食材食材食材食材ははははグローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシング

−チーズなどは他ブランドで使用するものも含めて
グローバルで調達

• グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション（（（（CHAMPS））））ををををベースベースベースベース

にににに各国各国各国各国のののの市場市場市場市場やややや気候気候気候気候にあったにあったにあったにあった形形形形ににににカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ

−パン生地を練る際に混ぜる水の量を地域により
変更など

• 鮮度鮮度鮮度鮮度がががが大事大事大事大事なななな食材食材食材食材はははは現地現地現地現地サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤーからからからから調達調達調達調達

−チキンは鮮度が重要で現地調達

• サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤーはははは、、、、多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、、、、現地企業現地企業現地企業現地企業とのとのとのとの提携提携提携提携をををを通通通通
じてじてじてじて確保確保確保確保

活動内容活動内容活動内容活動内容

• 地元企業地元企業地元企業地元企業とととと提携提携提携提携しししし、、、、地域地域地域地域のののの一等地一等地一等地一等地、、、、ターゲットターゲットターゲットターゲット顧客顧客顧客顧客セセセセ
グメントグメントグメントグメントにににに相応相応相応相応しいしいしいしい場所場所場所場所をををを確保確保確保確保しししし、、、、進出進出進出進出

各国各国各国各国

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー 各国政府各国政府各国政府各国政府とのとのとのとの連携連携連携連携

地元有力企業地元有力企業地元有力企業地元有力企業
とのとのとのとの提携提携提携提携

ブランドブランドブランドブランド横断横断横断横断のののの
グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシング

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準
ををををベースベースベースベースにににに現地化現地化現地化現地化（（（（各国各国各国各国））））
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Yum!Brandsのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ（（（（2/2））））
商品開発商品開発商品開発商品開発、、、、プロモーションプロモーションプロモーションプロモーションはははは各国主導各国主導各国主導各国主導でででで現地化現地化現地化現地化。。。。組織組織組織組織・・・・対対対対しえはしえはしえはしえは、、、、供給供給供給供給ははははグローバルグローバルグローバルグローバル組織組織組織組織だがだがだがだが、、、、顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントのののの権限権限権限権限
はははは、、、、現地主導現地主導現地主導現地主導

各国各国各国各国 • 各国各国各国各国のののの嗜好嗜好嗜好嗜好にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

−ソースの味や鶏肉の揚げ方などを地元の嗜好に
あわせてカスタマイズ

• 供給供給供給供給システムシステムシステムシステムははははブランドブランドブランドブランド横断横断横断横断のののの世界標準世界標準世界標準世界標準システムシステムシステムシステム＋＋＋＋
一部現地化一部現地化一部現地化一部現地化

• 顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントはははは、、、、現地採用現地採用現地採用現地採用をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用したしたしたした現地法現地法現地法現地法
人人人人がががが主導的主導的主導的主導的にににに進進進進めるめるめるめる

ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

各国主体各国主体各国主体各国主体のののの
現地現地現地現地マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②、、、、③③③③ををををレビューレビューレビューレビュー

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
供給供給供給供給ののののグローバルグローバルグローバルグローバル組織組織組織組織
＋＋＋＋顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントのののの現地化現地化現地化現地化

活動内容活動内容活動内容活動内容

各国各国各国各国

活動主体活動主体活動主体活動主体
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー
新興国新興国新興国新興国へのへのへのへの参入参入参入参入にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、各国政府各国政府各国政府各国政府とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、各方面各方面各方面各方面からのからのからのからの反発反発反発反発をををを防防防防ぎぎぎぎスムーズスムーズスムーズスムーズなななな参入参入参入参入をををを目指目指目指目指すすすす。。。。但但但但しししし、、、、
インドインドインドインドではではではでは政府政府政府政府とのとのとのとの連携連携連携連携にににに失敗失敗失敗失敗しししし、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス立上立上立上立上げにげにげにげに時間時間時間時間をををを要要要要しているしているしているしている

中国中国中国中国でのでのでのでの成功成功成功成功 インドインドインドインドでのでのでのでの失敗失敗失敗失敗

政府政府政府政府のののの
状況状況状況状況

結果結果結果結果

Yum!

Brands

のののの対応対応対応対応

• 共産党共産党共産党共産党のののの独裁独裁独裁独裁

−共産党さえ連携すれば、基本的には規制や国
民動向に対しても押さえが効く

• 中国出身中国出身中国出身中国出身のののの東東東東アジアアジアアジアアジア担当役員担当役員担当役員担当役員がががが政府政府政府政府にににに接触接触接触接触
−中国出身の東アジア担当役員のTa Tung 

Wangが共産党に接触し、進出を打診

−当時、欧米食文化の輸入により市場開拓を目
論む政府は歓迎／地元有力企業を紹介

• 中国経済中国経済中国経済中国経済のののの急速発展急速発展急速発展急速発展とともにとともにとともにとともに急成長急成長急成長急成長をををを遂遂遂遂げげげげ、、、、
一国一国一国一国ででででYum!Brandsのののの全世界売上全世界売上全世界売上全世界売上、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益
のののの2～～～～3割割割割をををを占占占占めるにめるにめるにめるに至至至至るるるる

−店舗数急拡大

− 1987年 第1号店開店

− 2000年 450店舗

− 2008年 3,600店舗

−全社の中で、米国セクション、海外セクションと
ともに、3地域セクションの一角を構成
（売上全体の約3割を構成）

• 農民団体農民団体農民団体農民団体によるによるによるによる抗議行動抗議行動抗議行動抗議行動、、、、公的機関公的機関公的機関公的機関によるによるによるによる免許剥奪免許剥奪免許剥奪免許剥奪
等等等等によりによりによりにより、、、、規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大までにまでにまでにまでに11110年年年年をををを所要所要所要所要

−農民団体が、KFCは「非倫理的」として激しい抗議

− 1996年、農夫100人が店舗を襲い設備を破壊

−また、店舗所在地の公社が、KFCの商品に、規定以上
のMSG（味の素）が含まれていることなどを理由に免許
を剥奪し、店舗の閉鎖を命令

−新規店舗開店時も、輸入食材の安全性、衛生状態等
を理由に免許取消や店舗閉鎖を命令

−これらの影響により、KFCはインド国内において1995
年から2003年まで1店舗しか営業できず。2005年によう
やく出店規模拡大を実現

−押さえが効かなかった野党の影響も介在したと想定さ
れる

• 2222大政党制大政党制大政党制大政党制
−国民会議派とインド人民党（BJP）が対立しており、政

府の許認可案件が政争の具とされるケースあり

• 与党国民会議派与党国民会議派与党国民会議派与党国民会議派にはにはにはには根回根回根回根回ししたもののししたもののししたもののししたものの、、、、野党野党野党野党BJPにににに
対対対対してはしてはしてはしては十分十分十分十分なななな接触接触接触接触がががが出来出来出来出来ていなかったていなかったていなかったていなかった

−KFC店舗開店の許認可を、他のどのファーストフー

ドチェーンよりも早くに取得

−しかし、インド議会内で野党議員から激しい非難を
浴びる



20

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（出店出店出店出店、、、、調達調達調達調達））））
中国中国中国中国ではではではでは、、、、地元有力企業地元有力企業地元有力企業地元有力企業とのとのとのとの提携提携提携提携によりによりによりにより、、、、ローカルローカルローカルローカルでのでのでのでのビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム構築上構築上構築上構築上ののののカギカギカギカギとなるとなるとなるとなる、、、、チキンチキンチキンチキンのののの調達調達調達調達とととと競争競争競争競争
力力力力あるあるあるある出店場所出店場所出店場所出店場所のののの確保確保確保確保をををを実現実現実現実現

Beijing travel 

and Tourism

社社社社とのとのとのとの提携提携提携提携

Beijing 

Animal

Production

とのとのとのとの提携提携提携提携

中国中国中国中国エントリーエントリーエントリーエントリー
にににに際際際際してしてしてして2社社社社

とととと合弁合弁合弁合弁

• 北京の主要な全てのホテルとレストラ
ンの建設及びオペレーションを実施し
ていた企業

（目的）

• 競争力ある出店場所の確保

（結果）

• 87年に北京の天安門広場内にKFC一号店

を開設

−Beijing travel and Tourismのソーシング

により、大人気スポットである天安門広場
内に場所を確保

• 90年に北京の中心地であるDongzhimen
StreetにPizza Hutの一号店を開設

企業概要企業概要企業概要企業概要 目的目的目的目的とととと結果結果結果結果

（目的）

• 良質なチキンを地元で調達

（結果）
• CHAMPS（後述）の基準を満たす鮮度の
高いチキンを調達

• 北京近郊で、鳥の鵜飼、卸業を占有
していた企業

株式は、
•Yum! Brands（60%）
•Beijing  Ani（27%）
•Beijing travel and 
Tourism（13%）
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（調達調達調達調達））））
ブランドブランドブランドブランド横断横断横断横断のののの連合調達体連合調達体連合調達体連合調達体であるであるであるであるUFPCをををを設立設立設立設立しししし、、、、多大多大多大多大ななななバイイングパワーバイイングパワーバイイングパワーバイイングパワーをををを発揮発揮発揮発揮

理事会理事会理事会理事会
（理事10名のうち、8名は

フランチャイジーから選出）

KFC Pizza Hut Taco Bell

連合調達体：UFPC
（Unified Foodservice Purchasing Cooperative)

サプライヤー

� ブランドブランドブランドブランド横断横断横断横断のののの調達組織調達組織調達組織調達組織によりによりによりにより、、、、全米規模全米規模全米規模全米規模でででで
強力強力強力強力ななななバイイングバイイングバイイングバイイング・・・・パワーパワーパワーパワーをををを発揮発揮発揮発揮

• UFPCは世界最大のチーズ購入者の一つ
（Yum!Brandsフランチャイズ担当上級役員）

ﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰ

調達部門

ﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰ

調達部門

ﾌﾗﾝﾁｬｲｼﾞｰ

調達部門

・・・

• 元々KSFのフランチャイジーが連合し、共同調達を開始

• その後、97年にTriconがペプシコから独立際に他ブランド
と連携し、99年にUFPCとして設立

UFPC
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（店舗店舗店舗店舗オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション））））
マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント、、、、サービスサービスサービスサービス、、、、商品商品商品商品、、、、機器機器機器機器にににに関関関関してしてしてして、、、、原則原則原則原則CHAMPSによりによりによりによりグローバルグローバルグローバルグローバル標準化標準化標準化標準化するがするがするがするが、、、、一部地域特性一部地域特性一部地域特性一部地域特性をををを考慮考慮考慮考慮

ししししローカルローカルローカルローカルにてにてにてにて修正修正修正修正をををを実施実施実施実施。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ミステリーショッパーミステリーショッパーミステリーショッパーミステリーショッパーがががが遵守遵守遵守遵守をををを定期的定期的定期的定期的にににに確認確認確認確認

（（（（グローバルグローバルグローバルグローバル標準化標準化標準化標準化））））

• グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションののののマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを本部本部本部本部でででで作成作成作成作成しししし、、、、各国各国各国各国ののののフランチャイズフランチャイズフランチャイズフランチャイズへへへへ導入導入導入導入・・・・指導指導指導指導
−CHAMPSという標準マニュアル

− C:Cleanliness、H：Hospitality、A：Accuracy、M：Maintenance、P：Product quality、S：Speed of service

− 元々は品質管理の基準だったが、その後、対象範囲が拡大され、ブランド横断でのオペレーション標準化
の基盤となり、マニュアル化され全世界で導入

− 全世界へ配布されるマニュアルには、マネジメント、サービス、商品、機器の4つのセットが存在

（（（（一部一部一部一部ローカライズローカライズローカライズローカライズ））））

• 原則世界標準原則世界標準原則世界標準原則世界標準だがだがだがだが、、、、一部一部一部一部ローカルローカルローカルローカルのののの特性特性特性特性にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて修正修正修正修正

（（（（事例事例事例事例①①①①））））

−サービスにおいて、アイコンタクトとスマイルはアジアでは必ずしも好印象でない

− グローバルの標準では、サービサーは、顧客に対してアイコンタクト、スマイルをすることになっているが、
アジア各国では必ずしも好印象でないことが判明し、ローカルにて修正

（（（（事例事例事例事例②②②②））））

−商品において、生地の練り方は、国によって異なる

− 生地に対する水比率や温度は、各国の気候や顧客のニーズによって異なるため、ローカルにて修正

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル作成作成作成作成

ビヘイビアビヘイビアビヘイビアビヘイビア
チェックチェックチェックチェック

• ミステリーショッパーミステリーショッパーミステリーショッパーミステリーショッパーがががが定期的定期的定期的定期的ににににチェックチェックチェックチェック
−月に1回、ミステリーショッパーが訪問し、CHAMPSの基準を守っているか確認

− 1996年に開始

− コア商品を中心に注文し、実際に試食して確認する
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（商品企画商品企画商品企画商品企画・・・・プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション））））
アジアアジアアジアアジア初初初初のののの日本進出日本進出日本進出日本進出ではではではでは、、、、当初米国方式当初米国方式当初米国方式当初米国方式をそのままをそのままをそのままをそのまま持持持持ちちちち込込込込みみみみ苦戦苦戦苦戦苦戦。。。。そのそのそのその後戦略転換後戦略転換後戦略転換後戦略転換しししし、、、、現地化現地化現地化現地化をををを志向志向志向志向。。。。以降以降以降以降のののの進出進出進出進出
ではではではでは、、、、参入当初参入当初参入当初参入当初からからからから現地化現地化現地化現地化マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを実施実施実施実施

日本日本日本日本でのでのでのでの失敗失敗失敗失敗とととと学学学学びびびび

• アジアアジアアジアアジア初初初初のののの本格進出本格進出本格進出本格進出だっただっただっただった日本日本日本日本ではではではでは、、、、米国方式米国方式米国方式米国方式をををを
そのままそのままそのままそのまま持持持持ちちちち込込込込みみみみ苦戦苦戦苦戦苦戦

−70年に三菱商事と合弁で日本KFCを設立

−米国の店舗フォーマット／商品ラインナップをそのまま
導入

−しかし、店舗、商品ともに訴求せず、揚げた後2時間で
捨てるというCHAMPSのオペレーションによりチキン

を捨て続けた
−さらに、71年にマクドナルドが進出し、ローカルマーケ

ティングにより大ヒット／ターゲットセグメントの顧客を
奪われる

• 2年後年後年後年後にににに戦略転換戦略転換戦略転換戦略転換しししし、、、、現地現地現地現地マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを実施実施実施実施

−72年に日本の食文化をマーケティングし、フライド
フィッシュやスモークチキンなど導入

−床屋の様と揶揄された店舗も、モダンな作りに変更

以降以降以降以降はははは、、、、最初最初最初最初からからからから現地現地現地現地マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを実施実施実施実施しししし成功成功成功成功

• 中国中国中国中国ではではではでは、、、、メニューメニューメニューメニューだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、一部店舗一部店舗一部店舗一部店舗のののの内装内装内装内装やややや、、、、マスコットマスコットマスコットマスコット
までまでまでまで現地化現地化現地化現地化。。。。さらにはさらにはさらにはさらには中華料理中華料理中華料理中華料理ブランドブランドブランドブランドまでまでまでまで立上立上立上立上げげげげ

−メニュー

− 食習慣に合わせ、朝食メニューに「お粥」を導入

− 嗜好に合わせ、オールド北京ロール（北京ダックのよう
にチキンを薄皮で巻いたもの）、スパイシーチキンウィン
グ等を導入する一方で、コールスローサラダをメニュー
から削除

−店舗
− 北京のあるKFC店舗の内装を、中国の伝統建築様式を

踏まえたものとし、凧などで装飾

−マスコット

− 「チッキー」をマスコットキャラクターとして導入

−中華料理ブランド
− 「東方既白（East Dawning)」ブランドを展開中

• マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアではではではでは、、、、ローカルメニューローカルメニューローカルメニューローカルメニューとともにとともにとともにとともに、、、、ローカルマスコットローカルマスコットローカルマスコットローカルマスコット
をををを導入導入導入導入

−メニュー

− ガーデンサラダ、中国ハーブ茶

−マスコット

− PR番組においてマレーシアのローカルキャラクター
「スーパーチュック」を導入
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③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
供給供給供給供給システムシステムシステムシステムははははブランドブランドブランドブランド横断横断横断横断ののののグローバルグローバルグローバルグローバル統一統一統一統一（＋（＋（＋（＋一部一部一部一部ローカルローカルローカルローカル））））でででで、、、、顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントははははブランドブランドブランドブランド別管理別管理別管理別管理をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、各国各国各国各国
法人法人法人法人がががが主導主導主導主導

各国各国各国各国のののの
マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

• 各地各地各地各地のののの役員役員役員役員はははは現地化現地化現地化現地化がががが基本基本基本基本
−各国の役員の8割は、現地採用で、各国の関連業界からの採用が中心

（（（（事例事例事例事例：：：： Yum! China ））））

−役員は大半がメインランド出身で、残りも華僑など、中華系の人材

−結果として、政府の関係構築も築きやすく、従業員との良好な関係も作りやすい

−例えば、ポテトの関税変更でマッシュポテトがメニューがなくなった際、現地役員から政府への働きかけによ
り部分的に解決し、1年でメニューが復活

組織構造組織構造組織構造組織構造

KFC Pizza Hut Taco Bell

現地現地現地現地
ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾊﾈｽﾊﾈｽﾊﾈｽﾊﾟ゚゚゚ｰﾄﾅｰｰﾄﾅｰｰﾄﾅｰｰﾄﾅｰ

KFC Pizza Hut Taco Bell

財務財務財務財務サービスサービスサービスサービス（（（（シェアードサービスシェアードサービスシェアードサービスシェアードサービス））））

UFCP

（（（（Unified Foodservice Purchasing Cooperative））））

現地現地現地現地
サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー

Yum! Brands

ex. Yum! China
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出所出所出所出所

• Yum! Brands IR資料

• 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社IR資料

• Tricon Restaurants International: Globalization Re-examined (HBS)

• Yum! Brands, Inc.: A Corporate Do-Over

• Kentucky Fried Chicken in China (Richard Ivey School of Business)

• Yum! Brand’s Key Growth Strategies (ICFAI)

• Yum Brands in China (ICFAI)

• Yum! Brands Inc. in China (ICFAI)

• KFC in China (ICFAI)

• KFC in India – Ethical (ICFAI)

• Corporate Co-branding: Case of Yum! Brands, Inc. (ICFAI)

• Chinese Flavoured KFC (ICFAI)

• Yum! Brand’s Turnaround Strategy (IBSCDC)
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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Wal-Martのののの概要概要概要概要
グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングやややや地域地域地域地域ドミナントドミナントドミナントドミナント戦略戦略戦略戦略などなどなどなど供給供給供給供給システムシステムシステムシステムのののの効率化効率化効率化効率化によりによりによりにより、、、、EDLP（（（（Everyday Low Price））））をををを実実実実

現現現現しししし、、、、ディスカウントストアディスカウントストアディスカウントストアディスカウントストア（（（（スーパーセンタースーパーセンタースーパーセンタースーパーセンター含含含含むむむむ））））をををを中心中心中心中心にににに成長成長成長成長

財務財務財務財務

� 30年以上年以上年以上年以上にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長性成長性成長性成長性をををを維持維持維持維持

• 売上：3,780億ドル、売上CAGR(1980～2008)：23%

• 純利益：127億ドル、純利益CAGR(1980～2008）：23%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界世界世界世界14141414カカカカ国国国国にににに進出進出進出進出

� 90年代年代年代年代にににに米州米州米州米州（（（（米国以外米国以外米国以外米国以外）、）、）、）、90年代後半年代後半年代後半年代後半からからからからアジアアジアアジアアジア、、、、欧州欧州欧州欧州へへへへ進出進出進出進出

（（（（09年年年年11月現在月現在月現在月現在のののの進出国進出国進出国進出国））））

• 米州10カ国（メキシコ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、グアテマラ、ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ、ｺｽﾀﾘｶ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ニカラグア）

• 欧州1カ国（英国）

• アジア3カ国（中国、日本、インド）

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� EDLP（（（（Everyday Low Price））））をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、低価格低価格低価格低価格ののののディスカウントストアディスカウントストアディスカウントストアディスカウントストアをををを中心中心中心中心にににに展開展開展開展開

• 1960年代にディスカウントストア業態で成長

− 当初は、競争を回避するため人口2.5万人程度の田舎でも成り立つ店舗を設計

− 7万SKUを揃え、近隣住民の生活を幅広くカバー

− 自社物流網も効率を確保するため、地域ドミナント戦略を採用

− グローバルソーシングやメーカーとの直接取引き、PBの活用により調達費を大幅に削減

� そのそのそのその後後後後もももも、、、、業態業態業態業態のののの拡大拡大拡大拡大＋＋＋＋海外海外海外海外フットプリントフットプリントフットプリントフットプリント拡大拡大拡大拡大でででで成長成長成長成長

• 1983年に会員制卸売のサムズ・クラブ、1986年にディスカウントストアに食料品を加えたスーパーセンター、1998年に
購買頻度の高い食料品・雑貨を扱うネイバーフッド・マーケットを導入

• 90年代頭から南米やカナダに進出。90年代後半にはアジア、欧州と進出領域を拡大

創設創設創設創設
� 1962年創設年創設年創設年創設のののの米国米国米国米国にににに本社本社本社本社をををを置置置置くくくく世界最大世界最大世界最大世界最大ののののスーパーマーケットチェーンスーパーマーケットチェーンスーパーマーケットチェーンスーパーマーケットチェーン

• 元々は、サムウォルトンが米国南部アーカンソー州に創設した地方企業
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
Wal-Martはははは、、、、30年以上年以上年以上年以上にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益のののの高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

～～～～80年年年年 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

（単位
10億ドル）

36%36%36%36% 20%20%20%20% 11%11%11%11%

売上高年平均成長率

Source:Bloomberg
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
80年代年代年代年代まではまではまではまでは、、、、国内国内国内国内でのでのでのでのフットプリントフットプリントフットプリントフットプリント拡大拡大拡大拡大、、、、業態業態業態業態のののの拡大拡大拡大拡大がががが中心中心中心中心、、、、90年代以降年代以降年代以降年代以降、、、、海外海外海外海外フットプリントフットプリントフットプリントフットプリントのののの拡大拡大拡大拡大によりによりによりにより成長成長成長成長

ををををドライブドライブドライブドライブしてきたしてきたしてきたしてきた

ｲﾝﾄﾞ
（2009～)

地域展開地域展開地域展開地域展開
（（（（主要国主要国主要国主要国））））

米国南部（1970年代～）

米国東部（1980年代～）

米国 東北部・西部（1990年代～）

事業領域事業領域事業領域事業領域
（（（（業態業態業態業態））））

ディスカウントストア(1962～）

サムズ・クラブ（1983～）

スーパーセンター（1986～）

ネイバーフッド・マーケット（1998～）

～～～～80年年年年 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

米国制覇米国制覇米国制覇米国制覇
（～（～（～（～80年代年代年代年代））））

米州展開米州展開米州展開米州展開
（（（（90年代年代年代年代））））

アジアアジアアジアアジア・・・・
欧州展開欧州展開欧州展開欧州展開
（（（（00年代年代年代年代））））

チリ（2009～）

カナダ（1994～）

中米5カ国（2005～）

英国（1999～)

ドイツ（1997～2006)

中国（1996～)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（1996～1998)

日本（2002～)

メキシコ（1991～）

ブラジル、アルゼンチン（1995～）

韓国（1998~2006）

90年

全米・全世界
小売業売上1位
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Wal-Martのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントははははローカライズローカライズローカライズローカライズ、、、、供給供給供給供給システムシステムシステムシステムはははは標準化標準化標準化標準化することですることですることですることで、、、、 Wal-Martのののの競争優位性競争優位性競争優位性競争優位性をををを横展開横展開横展開横展開しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、各国各国各国各国

のののの市場特性市場特性市場特性市場特性にあわせたにあわせたにあわせたにあわせたビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムをををを構築構築構築構築

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

• 参入国参入国参入国参入国、、、、市場市場市場市場のののの状況状況状況状況にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて方法方法方法方法をををを選択選択選択選択
−成熟市場は、買収参入（ex.イギリス、ドイツ）

−規制が存在する場合は、合併参入（ex.メキシコ）

−未成熟市場は直接投資で参入（ex.ブラジル）

• 各国各国各国各国のののの市場市場市場市場やややや商慣習商慣習商慣習商慣習にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマットややややカテゴリカテゴリカテゴリカテゴリをををを選択選択選択選択
（ex.メキシコ）

−所得者向けフォーマット「ボデーガ」を展開

−スーパーセンターの食品比率を高めている
（ex.イギリス）

−食品は買収先のASDAの品揃えを継承

−非食品は、WalMartが独自の品揃え

• 各市場各市場各市場各市場ともともともとも同様同様同様同様のののの政策政策政策政策をををを展開展開展開展開

−自社物流センターでのドミナント形成による物流費削減

− 地域単位の高密度出店による物流費削減

−メーカー直接取引き＋グローバルソーシングで調達コスト削減

−自社物流センターによる中抜きとグローバルソーシングの導入
−PB導入による収益力向上

−Grate Price ／Grate Valueの展開

市場成熟度市場成熟度市場成熟度市場成熟度
参入方法参入方法参入方法参入方法をををを選択選択選択選択

ローカライズローカライズローカライズローカライズ戦略戦略戦略戦略

グローバルグローバルグローバルグローバル
標準化戦略標準化戦略標準化戦略標準化戦略

ローカライズローカライズローカライズローカライズ領域領域領域領域はははは
現地化現地化現地化現地化／／／／標準化領域標準化領域標準化領域標準化領域

はははは本社主導本社主導本社主導本社主導

• 参入地域参入地域参入地域参入地域をををを本社決定本社決定本社決定本社決定しししし、、、、選抜選抜選抜選抜チームチームチームチームをををを形成形成形成形成してしてしてしてプランプランプランプラン作作作作りりりり

• フロントフロントフロントフロント（（（（店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット、、、、カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ））））はははは、、、、地域本部地域本部地域本部地域本部、、、、個別店舗主導個別店舗主導個別店舗主導個別店舗主導

• バックバックバックバック（（（（物流物流物流物流、、、、調達調達調達調達））））はははは、、、、本社主導本社主導本社主導本社主導

−グローバルソーシング部／グローバルソーシングセンター（中国）／
全世界共通のITインフラ（Retail Link）

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②、、、、③③③③ををををレビューレビューレビューレビュー
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー
規制規制規制規制やややや市場成熟度市場成熟度市場成熟度市場成熟度、、、、競争状況競争状況競争状況競争状況によりによりによりによりエントリーエントリーエントリーエントリー形態形態形態形態をををを選択選択選択選択

メキシコメキシコメキシコメキシコ

• 外資外資外資外資にににに対対対対するするするする規制規制規制規制がががが存在存在存在存在

−旧外資法の規制が存在

−外資への政府の政策も流動的で、合弁による進出を判断

• 成長市場成長市場成長市場成長市場だがだがだがだが、、、、フラグメンテッドフラグメンテッドフラグメンテッドフラグメンテッドでででで買収先買収先買収先買収先はははは乏乏乏乏しかったしかったしかったしかった

−ママパパショップ、キオスク、小規模スーパーマーケットで小売市場の約半分を占めていた

エントリーエントリーエントリーエントリー
形態形態形態形態

• 91年年年年にににに現地現地現地現地リテイラーリテイラーリテイラーリテイラー（（（（シフラシフラシフラシフラ））））とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁によりによりによりにより進出進出進出進出

−メキシコのトップリテイラーであるシフラと合弁会社設立により進出（08年時点で出資比率60%）

イギリスイギリスイギリスイギリス

エントリーエントリーエントリーエントリー
形態形態形態形態

• テスコテスコテスコテスコ、、、、セインズベリーセインズベリーセインズベリーセインズベリーなどをなどをなどをなどを中心中心中心中心にににに競争競争競争競争のののの厳厳厳厳しいしいしいしい市場市場市場市場

−欧州大手リテイラーの地元市場で競争は激しかった

• 厳厳厳厳しいしいしいしい出店規制出店規制出店規制出店規制

−都市農村計画法により郊外への大型出店には制約があった

• 99年年年年にににに現地現地現地現地リテイラーリテイラーリテイラーリテイラー（（（（ASDA））））をををを買収買収買収買収しししし進出進出進出進出

−当時ASDAは、国内シェア第3位

−食品中心であったが、元々強力な供給システムを持ち、EDLPを展開

−Wal-Martの日用雑貨のDSを組み合わせて参入

ドイツドイツドイツドイツ

エントリーエントリーエントリーエントリー
形態形態形態形態

• 成熟市場成熟市場成熟市場成熟市場でででで、、、、欧州内欧州内欧州内欧州内でもでもでもでも厳厳厳厳しいしいしいしい競争環境競争環境競争環境競争環境
−参入当時、CAGRは約0.3%

−強力な現地リテーラー（メトロ、アルディ、リドルなど）がおり、特に、アルディやリドルは元EDLPを展

開

• 97年年年年にににに現地現地現地現地リテイラーリテイラーリテイラーリテイラー（（（（ベルカウフベルカウフベルカウフベルカウフ、、、、ハンデルズハンデルズハンデルズハンデルズ））））のののの買収買収買収買収によりによりによりにより進出進出進出進出
−ベルカウフのディスカウントストア21店を買収

− 南西部でしか展開せず、全国展開への足がかりとなり得ず
−98年、インタースパーのハイパーマーケット74店舗を買収

− 買収後同社店舗が屋内にあり、ウォルマートの店舗オペレーション適用が困難と判明

参入国例参入国例参入国例参入国例 エントリーエントリーエントリーエントリー概要概要概要概要
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（1/3））））
各国各国各国各国ともにともにともにともにバックバックバックバックはははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルなななな供給供給供給供給システムシステムシステムシステムをををを導入導入導入導入しししし、、、、顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントはははは、、、、ローカライズローカライズローカライズローカライズ

メキシコメキシコメキシコメキシコ

（（（（バックバックバックバック））））
供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

参入国例参入国例参入国例参入国例 ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム概要概要概要概要

• 90年代年代年代年代はははは、、、、都心部都心部都心部都心部ははははシフラシフラシフラシフラ系系系系、、、、地方地方地方地方ははははWalMart系系系系をををを中心中心中心中心にににに進出進出進出進出

−元々シフラが中心拠点である首都圏は、認知度の高いシフラ系店舗で展開
−手薄な全国地方都市は、WalMart系店舗を展開

−スーパーセンターの食品比率を高めに調整（米国は40%だが、メキシコは50%）

• 00年代年代年代年代よりよりよりより低所得者層向低所得者層向低所得者層向低所得者層向けのけのけのけの「「「「ボデーガボデーガボデーガボデーガ」」」」をををを加速加速加速加速

−低所得者が多く価格志向の強いメキシコでは、倉庫型ディスカウントストア（ボデーガ）を全国展開

• 自前物流自前物流自前物流自前物流センターセンターセンターセンターでのでのでのでのドミナントドミナントドミナントドミナント形成形成形成形成でででで物流効率化物流効率化物流効率化物流効率化
−メキシコシティ、グアダラハラなど中心的地域に8つの物流センターを設置し地域ドミナント形成

• 地元地元地元地元メーカーメーカーメーカーメーカーとのとのとのとの直接取引直接取引直接取引直接取引＋＋＋＋グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングによるによるによるによる調達調達調達調達コストコストコストコスト削減削減削減削減
−50%以上の供給業者とEDIで情報交換

• PB（（（（Grate Price））））投入投入投入投入でででで利幅拡大利幅拡大利幅拡大利幅拡大

（（（（フロントフロントフロントフロント））））
店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット
／／／／商品商品商品商品カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

イギリスイギリスイギリスイギリス

（（（（バックバックバックバック））））
供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

（（（（フロントフロントフロントフロント））））
店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット
／／／／商品商品商品商品カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

• 食品食品食品食品のののの品揃品揃品揃品揃えはえはえはえは、、、、ASDAのののの元元元元々々々々のののの品揃品揃品揃品揃えをえをえをえを継承継承継承継承

−元々ローカルにあわせた品揃えをしていたASDAのやり方をそのまま引継ぎ

• 加加加加えてえてえてえて、、、、Wal-Martのののの日用雑貨日用雑貨日用雑貨日用雑貨ののののDSをををを組合組合組合組合せせせせ

−Wal-Martが元々強い日用雑貨を英国に合わせた品揃えで展開

• 自前物流自前物流自前物流自前物流センターセンターセンターセンターでのでのでのでのドミナントドミナントドミナントドミナント形成形成形成形成でででで物流効率化物流効率化物流効率化物流効率化

• グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシングでででで、、、、ASDAのののの調達力強化調達力強化調達力強化調達力強化

−元々メーカーとの直接取引きによる調達コスト削減が行われていたが、WalMartのグローバル
ソーシング力を生かし、さらに調達力を強化

• PB（（（（Grate Price・・・・Grate Value））））投入投入投入投入でででで利幅拡大利幅拡大利幅拡大利幅拡大

• 結果結果結果結果、、、、ASDAのののの低価格戦略低価格戦略低価格戦略低価格戦略はははは強化強化強化強化されたされたされたされた

−売価は競合比平均▲7%だったが、WakMartの施策により競合比▲13%（▲5%）へ向上
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参考参考参考参考））））業態別店舗数推移業態別店舗数推移業態別店舗数推移業態別店舗数推移
メキシコメキシコメキシコメキシコではではではでは、、、、2000年以降年以降年以降年以降、、、、ボデーガボデーガボデーガボデーガをををを中心中心中心中心にににに店舗展開店舗展開店舗展開店舗展開をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

ボデーガ

出所：ウォルマートの新興市場参入戦略

スーパーセンター

サムズクラブ

（店舗数）

• 例えば、十分な大きさの冷蔵を持たな
い顧客のために、バターは通常の半分
の大きさで陳列し、価格も1個2ペソ（14
円）と相場の半額にしたりと工夫するこ
とで、現地の低所得者層の生活実態に
あわせた品揃えや価格を実現
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（2/3））））
各国各国各国各国ともにともにともにともにバックバックバックバックはははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルなななな供給供給供給供給システムシステムシステムシステムをををを導入導入導入導入しししし、、、、顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントはははは、、、、ローカライズローカライズローカライズローカライズ

ドイツドイツドイツドイツ

（（（（バックバックバックバック））））
供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

参入国例参入国例参入国例参入国例 ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム概要概要概要概要

（（（（フロントフロントフロントフロント））））
店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット
／／／／商品商品商品商品カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

• 自前物流自前物流自前物流自前物流センターセンターセンターセンターによるによるによるによるドミナントドミナントドミナントドミナント形成形成形成形成がががが機能機能機能機能せずせずせずせず
−元々メーカーと個店が直接取引きをしているドイツは中間にDC設置に抵抗があり、メーカーの対

応が遅れた
−結果として、時には20%の在庫欠品率を計上（業界平均は7%）

−さらに、一部の調査では、同一商品の競合比で1割以上価格が高かった

• 買収企業買収企業買収企業買収企業のののの店舗店舗店舗店舗ををををベースベースベースベースににににリノベーションリノベーションリノベーションリノベーション
−ドイツリテイラーの店舗レイアウトを引き継ぎ、古くなった箇所を中心に約150M$を投入し、リノ
ベーションを実施
(事例)
− ドイツでは米国のルールをそのまま持ち込み、途中で改善を実施
− 米国の店舗では、顧客が店員から10フィート（約3メートル）の距離まで近づいたら話しかける

という「10フィートルール」及び、出入口付近に立ち、出入りする顧客に話しかける「グリー
ター」という制度が実施されている

− 97年にドイツに進出した際にも、当初「10フィートルール」と「グリーター」を継承したが、現場の
販売オペレーションの中で、ドイツの国民性として他人から話しかけられることを相対的に好ま
ないことが判明。複数の店舗での調査の末、最終的には現地法人の社長の判断により、これ
らの制度の運用が停止された
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（3/3））））
中国中国中国中国ではではではでは、、、、顧客顧客顧客顧客のののの生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣やややや購入特性購入特性購入特性購入特性にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントのありのありのありのあり方方方方ををををカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ

参入国例参入国例参入国例参入国例 ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム概要概要概要概要

（（（（参考参考参考参考））））
中国中国中国中国

（（（（フロントフロントフロントフロント））））
店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット
／／／／商品商品商品商品カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

（事例）

−中国では、「新鮮」なものとは「生」を意味し、魚やエビに加え、カエルなども食すため、これらの生
の食材が求められる。しかし、欧米の常識で品揃えを検討していたWal-Martは当初これらの品揃え
ニーズに十分対応出来ていなかった

−Wal-Mart利用層の冷蔵庫は小さいため、腐りやすい商品は日々買い物をする習慣があるが、W当
初、欧米同様の品揃えを行い、腐りやすい商品が大量に売れ残り腐敗する事態が起こった。これら
の事態に対して、店舗裁量により、中国の食文化や生活事情にあわせた品揃えに改善

−当初は欧米方式をとり、品揃えは綺麗に整頓し、店内で店員から積極的に声をかけなかったが、
中国では、上品過ぎて「覇気がない」として受入れられなかった

−また、Wal-Martに来る人は米国のように車ではなく、自転車やバイクで来る人が多いためより丈夫
なレジ袋が必要だと、当初クレームが出ていた

−これらに対しても現場主導により、山積みされた商品を前に、店員が大声で口上を述べるという販
売方法に切替え、レジ袋を改善しローカルのニーズに応えていった
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③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
体系的体系的体系的体系的ななななグローバルグローバルグローバルグローバル経営者経営者経営者経営者のののの育成育成育成育成プログラムプログラムプログラムプログラムにににに加加加加ええええ、、、、供給供給供給供給システムシステムシステムシステムはははは、、、、本部集権本部集権本部集権本部集権によりによりによりによりグローバルグローバルグローバルグローバル標準化標準化標準化標準化をををを推進推進推進推進。。。。
顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロントはははは、、、、分権化分権化分権化分権化によりによりによりによりローカライズローカライズローカライズローカライズをををを実現実現実現実現

本部本部本部本部

（（（（参考参考参考参考））））ITITITITインフラインフラインフラインフラ

各国各国各国各国
（（（（フロントフロントフロントフロント））））

店舗店舗店舗店舗フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット
／／／／カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ

（（（（バックバックバックバック））））
供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

エントリーエントリーエントリーエントリー地域地域地域地域
のののの検討検討検討検討

エントリーエントリーエントリーエントリー戦略戦略戦略戦略
のののの策定策定策定策定

• AIM（（（（Accelerated International Management  program））））

−各国の進出を率いる能力と熱意を備える20～25人のグループを選定

−選定にあたっては、CEOが個別に面接を通じて評価

• グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシング部部部部

−海外における直接取引きの構築

−新たな供給源の確保

−マーチャンダイジングのベストプラクティスの作り込みと共有化

• Retail Link

−詳細な在庫や販売状況をサプライヤーと共有し、的確な販売数量予測や在庫管理が可能となる
情報システム

• 中国中国中国中国ののののグローバルソーシングセンターグローバルソーシングセンターグローバルソーシングセンターグローバルソーシングセンター

−深圳へグローバル調達本部を設置
−本社主導のもと全世界の約2/3の調達額を一括管理

• 地域本部制地域本部制地域本部制地域本部制

−地域戦略の一部を担当。欧州はイギリス、アジアは香港、中南米はマイアミに設置し、展開する店
舗フォーマットやカテゴリなどの基本方針を決定

• 個別店舗個別店舗個別店舗個別店舗へのへのへのへの裁量委譲裁量委譲裁量委譲裁量委譲

−カテゴリ選択やプライシングについても本部のガイドに基づき、一部は店舗で調整可能

• 本部本部本部本部のののの国際部門国際部門国際部門国際部門がががが一括一括一括一括してしてしてして担当担当担当担当

−エントリー候補の経済、政治、市場などの分析を実施

グローバルグローバルグローバルグローバル人材人材人材人材
のののの育成育成育成育成

• ILDP（（（（International Leadership Development program））））

−各国のマネジメントレベルの人材を様々な国で経験を積ませ、スキル、知識、経験を蓄える
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出所出所出所出所

• Wal-Mart IR資料

• Wal-Mart in Europe (HBS)

• Wal-Mart Ventures in Mexico (HBS)

• Asda (B) (HBS)

• Taking Wal-Mart Global (Strategy + Business, HBS)

• Wal-Mart’s German Misadventure (ICFAI)

• Wal-Mart: Managing Globalization (ICFAI)

• Wal-Mart in China (ICFAI)

• Wal-Mart Stores: “Every Day Low Prices” in China (Asia Case Research Centre)

• Wal-Mart’s Strategies in China (ICFAI)

• Wal-Mart’s Supply Chain Management Practices (A) (ICFAI)

• Wal-Mart’s Supply Chain Management Practices (B) (ICFAI)

• ウォルマートの世界戦略を見る（Chain Store Age)

• ウォルマート事情ーアジア戦略の大本命はやはり「中国」!? (Chain Store Age)

• ウォルマートの国際経営戦略に関する一考察（丸谷雄一郎、商学論纂）

• 小売企業の総合型業態による海外戦略（白石善章・鳥羽達郎、流通科学大論集）

• 小売企業の国際展開（向山雅夫・崔相鐵、中央経済社）

• ウォルマートの新興市場参入戦略（丸谷雄一郎・大澤武志、芙蓉書房出版）
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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ZARAのののの概要概要概要概要
希少性希少性希少性希少性がががが求求求求められるめられるめられるめられるハイファッションハイファッションハイファッションハイファッションのののの製品製品製品製品をををを多品種少量生産多品種少量生産多品種少量生産多品種少量生産でででで高速回転高速回転高速回転高速回転させながらさせながらさせながらさせながら低価格低価格低価格低価格でででで提供提供提供提供しししし（＝（＝（＝（＝ Fast 

Fashion ）、）、）、）、成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける

財務財務財務財務

� 00年代以降年代以降年代以降年代以降だけをだけをだけをだけを見見見見てもてもてもても、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長性成長性成長性成長性をををを維持維持維持維持

• 売上：131億ドル（08年度）、売上CAGR（1999～2008）：25%

• 純利益：17億ドル（08年度）、純利益CAGR（1999～2008）：29%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界世界世界世界72カカカカ国国国国・・・・地域地域地域地域にににに約約約約1,500店舗店舗店舗店舗をををを展開展開展開展開

� 1980年代末年代末年代末年代末からからからから海外展開海外展開海外展開海外展開をををを開始開始開始開始。。。。90年代年代年代年代はははは欧州欧州欧州欧州・・・・北米中心北米中心北米中心北米中心、、、、2000年前後年前後年前後年前後よりよりよりより、、、、南米南米南米南米、、、、アジアアジアアジアアジア、、、、中東中東中東中東にもにもにもにも進出進出進出進出

（（（（2008年末時点年末時点年末時点年末時点））））

• 欧州：36か国（仏、伊、ポルトガル、独等）

• アジア：8か国（日本、中国、インドネシア、フィリピン、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ）

• 米州：16か国・地域（メキシコ、米、ブラジル、カナダ等）

• 中東・アフリカ：12カ国（サウジアラビア、イスラエル、UAE、クエート、モロッコ等）

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 企画企画企画企画・・・・生産生産生産生産～～～～販売販売販売販売をををを垂直統合垂直統合垂直統合垂直統合しししし、、、、希少性希少性希少性希少性がががが必要必要必要必要ななななハイファッションハイファッションハイファッションハイファッションののののトレンドトレンドトレンドトレンドにににに沿沿沿沿ったったったった製品製品製品製品をををを多種少量生産多種少量生産多種少量生産多種少量生産でででで高速高速高速高速
回転回転回転回転させさせさせさせ安価安価安価安価でででで提供提供提供提供（（（（Fast Fashion））））

• 年間30万SKUの商品が製造される(1)が少量生産であるため、「希少価値」が高まり、顧客は頻繁に来店

• 企画、生産から店舗での陳列まで2～4週間のリードタイムで実施

• 主要コレクションの傾向、各地域のトレンドを把握しながら、本社で200人のデザイナーが一括デザイン

• ファッション性の高い服は本社近くで製造／ベーシックな服は低コスト国（中国、インドなど）で生産

• 本社の近隣にある物流センターを通じて、トラック便及び航空便により、全世界の店舗に24～72時間で直送

創設創設創設創設

� 1975年年年年ににににスペインスペインスペインスペインにてにてにてにて創設創設創設創設されたされたされたされた、、、、世界最大級世界最大級世界最大級世界最大級のののの女性女性女性女性・・・・男性男性男性男性・・・・子供用衣料品子供用衣料品子供用衣料品子供用衣料品のののの製造小売製造小売製造小売製造小売ブランドブランドブランドブランド

• スペインの衣料品商アマンシオ・オルテガが創設。Zaraは、同人が設立したインディテクス・グループ傘下にある8ブラ
ンドの中で最大のブランド（グループ売上高の66%を計上）

(1) 1年間に商品化されるデザインは1万種類であるが、1種類につき、5~6色、5~7のサイズが製造されるため
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移（（（（インディテクスインディテクスインディテクスインディテクス・・・・グループグループグループグループ））））
2000年以降年以降年以降年以降、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい水準水準水準水準でででで成長成長成長成長をををを続続続続けるけるけるける

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

25%25%25%25%

（単位
10億ドル） 売上高年平均成長率

Source:Bloomberg
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
80年代年代年代年代にににに欧州欧州欧州欧州へへへへ展開展開展開展開しししし、、、、90年代年代年代年代にににに米国米国米国米国、、、、アジアアジアアジアアジア、、、、00年代年代年代年代にににに入入入入りりりり、、、、新興国新興国新興国新興国までまでまでまでフットプリントフットプリントフットプリントフットプリントをををを拡大拡大拡大拡大

事業領域事業領域事業領域事業領域
（（（（インディテインディテインディテインディテ
クスクスクスクス・・・・グルーグルーグルーグルー

ププププ内内内内のののの
ブランドブランドブランドブランド））））

～～～～80年年年年 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

地域展開地域展開地域展開地域展開
（（（（主要国主要国主要国主要国））））

欧州進出欧州進出欧州進出欧州進出
（～（～（～（～80年代年代年代年代））））

欧州欧州欧州欧州・・・・アジアアジアアジアアジア
展開展開展開展開

（（（（90年代年代年代年代））））

新興国展開新興国展開新興国展開新興国展開
（（（（00年代年代年代年代））））

Pull and Bear（ヤングカジュアル、1991年創設）

Massimo Dutti（アーバンカジュアル、1991年買収）

Bershka（ヤングファッション、1998年創設）

Stradivarius（若年女性、1999年買収）

ZARA（1975年創設）

Oysho（女性用下着、2001年創設）

Uterque (アクセサリー、2008年創設）

Zara Home (家具、2003年創設）

スペイン国内（1975～）
ポルトガル（1988～）

米国（1989～）
フランス（1990～）

英国（1998～）

独・カナダ（1999～）
イタリア（2001～）

メキシコ（1992～）

日本、UAE、クエート（1998～）
イスラエル（1997～）

サウジアラビア、ブラジル（1999～）

シンガポール（2002～）

マレーシア（2003～）
ロシア（2003～）

中国（2006～）
韓国(2008～）

フィリピン、タイ、インドネシア(2005～）

モロッコ(2004～）
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ZARAのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
エントリーエントリーエントリーエントリーはははは本社主導本社主導本社主導本社主導でででで様子見様子見様子見様子見をしたをしたをしたをした上上上上でででで一気一気一気一気にしかけるにしかけるにしかけるにしかける。。。。ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムはははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルなななな垂直統合垂直統合垂直統合垂直統合モデルモデルモデルモデルをををを
本部主導本部主導本部主導本部主導でででで高速商品回転高速商品回転高速商品回転高速商品回転

本部本部本部本部

活動主体活動主体活動主体活動主体

本部本部本部本部

（（（（地域地域地域地域））））

本部本部本部本部＋＋＋＋αααα
②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

本部本部本部本部

（（（（地域地域地域地域））））

• 本部専門チームが国単位でマクロ／ミクロ分析

• 統一の評価基準からエントリー方式を決定

• 中心地に1店舗だけエントリーし、市場・競合情報を溜め込み
ながら他地域へ拡大可能かを判断（go slow strategy）

• 各国事情にあわせたロケーション変更や施設改修を続ける

Go slow Strategy

• コレクションの流行や市場調査をもとに本社が商品企画

• 少量だけ投入し、テストマーケティング

• 地域からデザイン修正や他のニーズを集め追加企画

• ハイファッションは本国／ベーシックファッションは低コスト国
にて生産

• 本社付近のラルコニャ物流センターへ世界中から一度集めて
世界各地へ1日～3日で配送

• 投入商品とあわせて本部が、レイアウト／照明／陳列を決定

• 本部は、各国のストアーマネージャーと個別の状況を共有し
ながら、最終的な内容を決定

• ブランドマネージャーがグローバルに基本的な権限を保持

• 但し、カントリーマネージャーがリエゾンとなり、各国のストア
マネージャーの要望聞き、企画や営業と協議しながら必要な
ものを峻別し反映

活動内容活動内容活動内容活動内容

垂直統合垂直統合垂直統合垂直統合モデルモデルモデルモデル
でででで高速商品回転高速商品回転高速商品回転高速商品回転

本部主導本部主導本部主導本部主導

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②、、、、③③③③ををををレビューレビューレビューレビュー
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー（（（（1/2））））
まずまずまずまず、、、、本部本部本部本部がががが国単位国単位国単位国単位でででで参入参入参入参入のののの有無有無有無有無／／／／形態形態形態形態をををを検討検討検討検討

� 対象国対象国対象国対象国ののののカントリーリスクカントリーリスクカントリーリスクカントリーリスク、、、、市場性市場性市場性市場性、、、、ビジネスリスクビジネスリスクビジネスリスクビジネスリスクによりによりによりにより、、、、3つのつのつのつのエントリーエントリーエントリーエントリー方式方式方式方式からからからから選択選択選択選択

• 3つの方式から対象国のエントリー方式を選択

− 方式は、①「直接投資」、②「合弁」、③「フランチャイズ」

• 方式は、大きく3つの評価基準により判断

− 評価基準は、カントリーリスク（政治状況など）、市場性（規模／成長性）、ビジネスリスク
（ニーズの有無、競合状況など）

− ①「直接投資」方式は、いずれの基準も高い場合に採用

− ②「合弁」方式は、総合的に評価基準は満たしているが、エントリー時点で競争優位性を
築けるか不透明な場合に採用（ex.一号店が好ロケーションにとれない／地元の強い競合
がいるなど）
（ex.日本、ドイツなど）

− ③「フランチャイズ」方式は、市場規模が小さい／文化的な差異が大きい／政府の意向に
より規制が変化しやすい、などの場合に採用
（ex.中東諸国、キプロス、アンドラ、アイスランドなど）

� 本社本社本社本社のののの特別特別特別特別チームチームチームチームがががが、、、、まずはまずはまずはまずは国単位国単位国単位国単位でででで、、、、マクロマクロマクロマクロ、、、、ミクロミクロミクロミクロのののの両面両面両面両面からからからから集中的集中的集中的集中的にににに検討検討検討検討

• マクロ面は、対象国のマクロ経済の動向、今後の成長性とその他前提条件の確認

− その他の前提条件は、関税、法人税、平均労務費、店舗の賃貸料やそれ以外の規制の
確認

• ミクロ面は、ZARAのハイセンスなファッションに対するニーズの大きさやチャネルの検討

− ZARAのハイセンスなファッションに対するニーズの確認

− 競合状況の確認（競争環境の分析とともに、同業態の成功／失敗の要因分析）

− 衣料品の販売チャネルの状況／出店に際する好ロケージョンの確認

国国国国

国国国国

検討単位 活動内容
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー（（（（2/2））））
参入参入参入参入にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、中心地中心地中心地中心地にににに一店舗一店舗一店舗一店舗だけだけだけだけ参入参入参入参入ししししテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティング。。。。他他他他のののの地域地域地域地域へのへのへのへの展開可能性展開可能性展開可能性展開可能性をををを探探探探ったったったった上上上上でででで、、、、一気一気一気一気にににに
本格進出本格進出本格進出本格進出（（（（=Go slow Strategy））））

� 中心地中心地中心地中心地にににに1店舗店舗店舗店舗だけだけだけだけ構構構構えてえてえてえて、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく様子見様子見様子見様子見をするをするをするをする（（（（Go slow strategy））））

• 例えば、米国では89年にマンハッタンに進出し、03年から本格進出

� 様子見期間様子見期間様子見期間様子見期間にににに、、、、衣服衣服衣服衣服／／／／店舗店舗店舗店舗ののののデザインデザインデザインデザインにににに対対対対するするするする好好好好みやみやみやみや価格価格価格価格にににに関関関関するするするする知識知識知識知識をををを溜溜溜溜めめめめ込込込込むむむむ

（（（（メキシコメキシコメキシコメキシコのののの事例事例事例事例））））

• メキシコでは、Go slow strategyを通じて、欧州とターゲット層が大きく異なることが判明し、

本格参入にあたり、ブランディング方法を変更

− スペインでは、8割の国民が所得的にZARAの商品に手が届く

− しかし、メキシコは、平均所得層が低いため、一部の上流層にしか手が届かなかった

− 従って、ZARAは「made in Europe」を強く打ち出し、高級感あるブランドイメージの構築に
努めた

� 対象国対象国対象国対象国のののの他地域他地域他地域他地域へのへのへのへの展開可能性展開可能性展開可能性展開可能性をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、最終的最終的最終的最終的にににに本格本格本格本格エントリーエントリーエントリーエントリーをををを行行行行うかどうかをうかどうかをうかどうかをうかどうかを判断判断判断判断

• 他の中心地、周辺地域のマーケティングを同時に行い、最終的に対象国へ本格エントリー
するかどうかの判断を行う

本格本格本格本格エントリーエントリーエントリーエントリー

各国地域各国地域各国地域各国地域

検討単位 活動内容
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（デザインデザインデザインデザイン））））
本部主導本部主導本部主導本部主導でででで、、、、ベースベースベースベースとなるとなるとなるとなる商品商品商品商品をををを決決決決めめめめ、、、、テストマーケティングテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティング。。。。そのそのそのその後後後後、、、、各国各国各国各国ののののフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックをををを受受受受けけけけ取取取取りながらりながらりながらりながら、、、、高回高回高回高回
転転転転ででででカスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ、、、、追加企画追加企画追加企画追加企画をををを実施実施実施実施

� 本部取材本部取材本部取材本部取材チームチームチームチーム／／／／商品商品商品商品マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーががががコレクションコレクションコレクションコレクションをををを確認確認確認確認

• パリコレやミラノコレで話題になったオートクチュールの流行を捉える

� 本部取材本部取材本部取材本部取材チームチームチームチーム／／／／商品商品商品商品マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーがががが各国各国各国各国ののののファッションファッションファッションファッションをををを直接取材直接取材直接取材直接取材

� ベースベースベースベースとなるとなるとなるとなるシーズンシーズンシーズンシーズン投入用投入用投入用投入用のののの商品企画商品企画商品企画商品企画／／／／デザインデザインデザインデザインをををを実施実施実施実施

• 商品マネージャーが、基本投入商品を企画し、デザイナーがデザイン

� 各国各国各国各国ののののストアーマネージャーストアーマネージャーストアーマネージャーストアーマネージャーとととと本部本部本部本部ののののカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーがががが週週週週2回回回回

連絡連絡連絡連絡をとりをとりをとりをとり、、、、売行売行売行売行きやきやきやきや商品商品商品商品のののの改善案改善案改善案改善案をををを確認確認確認確認

� カントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーはははは、、、、各国各国各国各国のののの要望要望要望要望をををを商品商品商品商品マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーへへへへ伝伝伝伝えるえるえるえる／／／／
商品商品商品商品マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーはははは、、、、要望要望要望要望をををを峻別峻別峻別峻別しししし追加商品追加商品追加商品追加商品をををを企画企画企画企画

• 複数の国からの要望を峻別し／束ね、比較的ジェネラルなニーズや他国
でも可能性のありそうなニーズを中心に商品企画

（（（（プリーツスカートプリーツスカートプリーツスカートプリーツスカートのののの事例事例事例事例））））

• 東京のストアマネージャーが、東京ではプリーツスカートが売れているの
に1品もないとカントリーマネージャーへ報告し、企画を決定

• 2週間で投入し、その後欧州へも投入し大ヒットを記録

� カントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーがががが各国各国各国各国のののの流行流行流行流行やややや既存既存既存既存デザインデザインデザインデザインにににに対対対対するするするする要求要求要求要求ををををデデデデ
ザインチームザインチームザインチームザインチームへへへへ伝伝伝伝ええええ

• 200人のデザイナーが1日平均60点のデザインを実施

本部本部本部本部

本部本部本部本部

各国各国各国各国

� N/A

� 商品企画
（1～2日）

� デザイン
（3日）

検討主体 活動内容 リードタイム

� まずはまずはまずはまずは、、、、一部一部一部一部をををを先行投入先行投入先行投入先行投入しししし、、、、テストマーケティングテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティング

• 予定製造量のうち数千枚程度を先行投入して様子見

• 各国から報告を受け、場合によっては多少のデザインを変更

• 各国の色やサイズも確認した上で、本格投入（生産）へ入る

本部本部本部本部 � N/A
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（生産生産生産生産・・・・物流物流物流物流））））
高回転高回転高回転高回転のののの商品企画商品企画商品企画商品企画スピードスピードスピードスピードをそのままにをそのままにをそのままにをそのままに生産生産生産生産、、、、物流物流物流物流をををを行行行行うううう

生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点
切切切切りりりり分分分分けけけけ
のののの視点視点視点視点

ハイハイハイハイ
ファッションファッションファッションファッション

ベーシックベーシックベーシックベーシック
ファッションファッションファッションファッション

� 衣服衣服衣服衣服のののの特徴特徴特徴特徴によりによりによりにより、、、、自社生産自社生産自社生産自社生産／／／／低低低低コストコストコストコスト国国国国のののの工場工場工場工場へへへへ発注発注発注発注をををを切切切切りりりり分分分分けけけけ本社本社本社本社＋＋＋＋αααα

本社本社本社本社 � ラコルニャラコルニャラコルニャラコルニャのののの物流物流物流物流センターセンターセンターセンターへへへへ一度集約一度集約一度集約一度集約しししし、、、、そこからそこからそこからそこから全世界全世界全世界全世界へへへへ週週週週2回配送回配送回配送回配送

• ラコルニャの本社付近の物流センターへ工場（自社工場／契約工場）
から集約される

• 集約された荷物は、世界の店舗を4グループに分け、月曜／火曜の午前
／午後、木曜／金曜の午前／午後に分けて週2回配送

� 店舗到着時店舗到着時店舗到着時店舗到着時にはにはにはには、、、、直直直直ぐにぐにぐにぐに陳列出来陳列出来陳列出来陳列出来るるるる状態状態状態状態になっているになっているになっているになっている

• 出荷時には、全て各国の値札が付けられ、ハンガーにつるされている

活動内容

• 地元地元地元地元のののの自社工場自社工場自社工場自社工場でででで生産生産生産生産（（（（約約約約40%））））

−少量をテストマーケで投入するため、少量
発注可能で直ぐにラインを止められる自
社工場（ラコルニャ）へ発注

• 低低低低コストコストコストコスト国国国国のののの契約工場契約工場契約工場契約工場でででで生産生産生産生産（（（（約約約約60%））））

−ベーシックなデザインの商品は、コスト重
視のため中国、韓国、インドなどの契約工
場で生産

� 1週間～3週間

（原材料の在
庫不足場合は
3週間程度）

� 1～3日

（欧州24H

、米国48H

、日本72H）

検討主体 リードタイム
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（MD・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング））））
本部主導本部主導本部主導本部主導でででで基本方針基本方針基本方針基本方針をををを決定決定決定決定しししし、、、、各国各国各国各国ののののストアーマネージャーストアーマネージャーストアーマネージャーストアーマネージャーとととと検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら、、、、高回転高回転高回転高回転（（（（10日日日日））））でででで店舗店舗店舗店舗レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトをををを更新更新更新更新

� 本社本社本社本社がががが基本的基本的基本的基本的ななななレイアウトレイアウトレイアウトレイアウト、、、、陳列陳列陳列陳列をををを決定決定決定決定

• 本社内に店舗の実験スペースがあり、陳列、照明、VMD（Visual 
Merchandising）、内装（資材、標準化）などを、本社の店舗コーディネー

ターが決定

• 店舗コーディネーターは、商品マネージャーと密に連携をとりながら、投入
商品によって、店舗レイアウトや照明、陳列方法をどう変更するかを
検討

本部本部本部本部

本部本部本部本部 � 本社本社本社本社のののの指示指示指示指示のもとのもとのもとのもと、、、、投入投入投入投入にににに商品商品商品商品あわせてあわせてあわせてあわせて変更変更変更変更

• 投入商品にあわせて、陳列、照明などを変更

• 各店舗にデジタルカメラが取り付けられており、本社の店舗コーディネー
ター／商品マネージャーがそれをもとに変更を指示

� 最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、各国各国各国各国／／／／店舗店舗店舗店舗のののの特徴特徴特徴特徴もももも考慮考慮考慮考慮してしてしてして決定決定決定決定

• 各店舗から週2回の店舗ミーティングで問題点が提起され、カントリーマ

ネージャーが束ねる

• 各店舗の変更には、それらの内容を店舗コーディネーターと議論しながら、
最終的に決定

活動内容

� 10日に1度

各国各国各国各国

検討主体

� 10日に1度

タイミング
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③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
基本的基本的基本的基本的にはにはにはには本社本社本社本社ののののブランドブランドブランドブランド、、、、本部本部本部本部がががが主導主導主導主導。。。。但但但但しししし、、、、各店舗各店舗各店舗各店舗マネージャーマネージャーマネージャーマネージャーのののの声声声声はははは、、、、リエゾンリエゾンリエゾンリエゾンであるであるであるであるカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャーカントリーマネージャー
によりによりによりにより吸上吸上吸上吸上げられげられげられげられ、、、、随時随時随時随時、、、、企画企画企画企画やややや営業営業営業営業へへへへ反映反映反映反映されるされるされるされる

本部本部本部本部

店舗店舗店舗店舗

• カントリーマネージャーは、日々各国の
ストアマネージャーと連絡

−売上状況、商品や店舗レイアウト上
の課題を抽出し、企画、営業へ伝達

• 意思相通の円滑化のため、同一フロア
で作業

• ストアマネージャーは、本部のカント
リーマネージャーを通じて、商品企画
や店舗レイアウト変更の要望を随時
申請可能

ブランドブランドブランドブランド

• ブランドマネージャーが最終的な商
品のP/L責任を持ち、企画、MD、プラ

イシング、調達、物流を決定

スペインスペインスペインスペイン

ﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾞ゙゙゙ｨｽｨｽｨｽｨｽ メンズメンズメンズメンズ ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙

企画企画企画企画
（（（（ｺﾏｰｼｬﾙﾁｰﾑｺﾏｰｼｬﾙﾁｰﾑｺﾏｰｼｬﾙﾁｰﾑｺﾏｰｼｬﾙﾁｰﾑ））））

営業営業営業営業 カントリーカントリーカントリーカントリー

• 商品のデザ
イン担当

• MD、プライ

シング、調達
、物流担当

• 各国、エリア
の店舗担当

ﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾚﾃﾞ゙゙゙ｨｽｨｽｨｽｨｽ メンズメンズメンズメンズ ｷｯｽｷｯｽｷｯｽｷｯｽﾞ゙゙゙

日本日本日本日本

渋谷渋谷渋谷渋谷 銀座銀座銀座銀座

レディスレディスレディスレディス メンズメンズメンズメンズ キッズキッズキッズキッズ

各国各国各国各国

同一同一同一同一フロアフロアフロアフロアでででで随時情報共有随時情報共有随時情報共有随時情報共有しながらしながらしながらしながら進進進進めるめるめるめる
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出所出所出所出所

• ZARA IR資料

• ZARA Fast Fashion（HBS）

• ZARA Expansion Blues（ICFA）

• ZARA Is it moving too fast?（ICFA）

• アパレル業界におけるグローバル事業システム（日本経営工学会）

• SPAのビジネスシステム革新Ⅱ（経営論集）

• ZARA グローバルSCM（LGI-BIZ）

• A.T.Kearney Experts Interview
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal



51

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

IKEAのののの概要概要概要概要
「「「「ファッションファッションファッションファッション性性性性」＋「」＋「」＋「」＋「値頃感値頃感値頃感値頃感」」」」をををを両立両立両立両立させたさせたさせたさせた商品商品商品商品ををををグローバルグローバルグローバルグローバルなななな中間層中間層中間層中間層にににに提供提供提供提供しししし成長成長成長成長してきたしてきたしてきたしてきた

財務財務財務財務

� 90年代後半年代後半年代後半年代後半からからからから、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長性成長性成長性成長性をををを維持維持維持維持

• 売上：291億ドル（08年度）、

• 売上CAGR(1998～2009）：14%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 全世界全世界全世界全世界のののの37のののの国国国国・・・・地域地域地域地域でででで303店舗店舗店舗店舗をををを運営運営運営運営（（（（2009年年年年11月現在月現在月現在月現在））））

� 1960年代年代年代年代までまでまでまでスカンジナビアスカンジナビアスカンジナビアスカンジナビア半島内半島内半島内半島内でででで展開展開展開展開。。。。1973年年年年よりよりよりよりスカンジナビアスカンジナビアスカンジナビアスカンジナビア半島外半島外半島外半島外のののの欧州欧州欧州欧州、、、、1974年年年年よりよりよりよりアジアアジアアジアアジア、、、、1976年年年年
よりよりよりより北米北米北米北米、、、、1983年年年年よりよりよりより中東中東中東中東にににに展開展開展開展開

• スカンジナビア半島：ノルウェー、デンマーク、フィンランド ・北米：カナダ、米国

• 欧州：スイス、独、仏、英、伊、ロシア等 ・中東：サウジアラビア、UAE、イスラエル等

• アジア：日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国等

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 「「「「ファッションファッションファッションファッション性性性性」」」」とととと「「「「値頃感値頃感値頃感値頃感」」」」をををを両立両立両立両立させたさせたさせたさせた商品商品商品商品をををを、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルなななな中間層中間層中間層中間層へへへへ提供提供提供提供

• 全店舗で扱われる商品の殆どを標準化することによって、物流経費を削減

− 1年間に店舗にて扱われる全商品9,500SKUのうち、店舗地域の特性に応じてカスタマイズされた商品は、
100SKU（1%）程度

− 地域住民の身体的特徴や住環境の差異に対しては、原則、同種のカテゴリーにつき、複数のサイズの製品を
用意することによって対応（但し、一部ローカル仕様も企画）

� ターゲットターゲットターゲットターゲット価格価格価格価格をををを基準基準基準基準としたとしたとしたとした商品企画商品企画商品企画商品企画、、、、グローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシンググローバルソーシング、、、、グローバルグローバルグローバルグローバルでのでのでのでの最適生産者最適生産者最適生産者最適生産者のののの囲囲囲囲いいいい込込込込みにみにみにみに加加加加ええええ、「、「、「、「フフフフ
ラットラットラットラット・・・・パッケージングパッケージングパッケージングパッケージング」」」」とととと「「「「セルフセルフセルフセルフ組立組立組立組立てててて」」」」によりによりによりにより、、、、低価格低価格低価格低価格をををを実現実現実現実現

• 商品はターゲット価格を基準にデザイン・設計し、材料はグローバルソーシング、

• 部品の状態で運搬する「フラット;パッケージング」、組立コストをゼロにすることによりコスト削減

創設創設創設創設
� 1943年年年年、、、、スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデンでででで創設創設創設創設されたされたされたされた、、、、世界最大世界最大世界最大世界最大のののの家具製造家具製造家具製造家具製造・・・・販売会社販売会社販売会社販売会社

• イングヴァルド・カンプラッドが始めた、魚、雑誌、種苗等を扱う雑貨店が起源
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
直近直近直近直近10年間年間年間年間はははは、、、、売上売上売上売上はははは高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

（単位10億ドル）
15%15%15%15%

FY1999～2009の売
上高年平均成長率

(1)株式非公開のIKEAは、一部の総売上高を除き、純利益を含めすべての財務データを非公表としている
(2)：IKEAの会計年度は、9月1日から翌年の8月31日まで出所：IKEAホームページ、ATK分析
出所：IKEAホームページ、ATK分析

(2)

N.A.
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海外展開海外展開海外展開海外展開のののの変遷変遷変遷変遷（（（（主要国主要国主要国主要国））））
70年代年代年代年代にににに欧州欧州欧州欧州、、、、アジアアジアアジアアジアのののの先進国先進国先進国先進国へへへへ進出進出進出進出しししし、、、、80年代年代年代年代にににに米国米国米国米国、、、、90年代後半以降年代後半以降年代後半以降年代後半以降はははは、、、、中国中国中国中国、、、、ロシアロシアロシアロシアなどなどなどなど新興国新興国新興国新興国へへへへ参入参入参入参入

80年代年代年代年代 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代70年代年代年代年代～～～～60年代年代年代年代

欧州欧州欧州欧州・・・・アジアアジアアジアアジア
先進国展開先進国展開先進国展開先進国展開
（（（（70年代年代年代年代～）～）～）～）

スイス（1973～）

フランス（1981～）

サウジアラビア（1983~）

イスラエル（2001～）

UAE（1991～）

中国（1998～）

独（1974~）

ノルウェー（1963~）

デンマーク（1969～）

英国（1987～）

イタリア（1989～）

ロシア（2000～）

フィンランド（1996～）

香港(1975~)

日本（1974~1986、2006～）

マレーシア（1996～）

シンガポール（1978～）

カナダ（1976~）

米国（1985~）

米国米国米国米国、、、、他先進国他先進国他先進国他先進国
のののの残残残残りへりへりへりへ展開展開展開展開
（（（（80年代年代年代年代～）～）～）～）

新興国新興国新興国新興国へへへへ展開展開展開展開
（（（（90年代後半年代後半年代後半年代後半～）～）～）～）
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IKEAのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
エントリーエントリーエントリーエントリーややややビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムのののの上流上流上流上流はははは本部主導本部主導本部主導本部主導。。。。店頭店頭店頭店頭ののののMDややややマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングはははは地域主導地域主導地域主導地域主導

本部本部本部本部

活動主体活動主体活動主体活動主体

本部本部本部本部

（（（（各国各国各国各国））））

本部本部本部本部
②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

各国各国各国各国

• 本部のタスクホースチーム（”Missionaries”）が、政治、社会、

経済面のリスクを勘案し、参入を決定

• 橋頭堡として1店舗参入し、現地オペレーションを構築。市場

動向を見ながら立ち上がりの目処が立った段階で、子会社へ
業務を引き継ぎ、チームは去る

本部主導本部主導本部主導本部主導でのでのでのでの
立上立上立上立上げげげげ後現地化後現地化後現地化後現地化

• 基本的には本部主導で決定

• 但し、一定の市場規模がある商品は、各国の要望に応えて
商品企画することもある

• グローバル購買部が、世界中の有望なサプライヤーから技術
面、財務面のデューデリジェンスにより選定

• グローバル標準をベースに各々の市場特性にあわせて各国
子会社が中心にカスタマイズ

• 商品企画～生産管理までは、原則本部中心

• 各国法人は、対象市場にあわせてMDやマーケティングを

工夫する権限はあり

活動内容活動内容活動内容活動内容

グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準
供給供給供給供給システムシステムシステムシステム

上流上流上流上流はははは本部主導本部主導本部主導本部主導
／／／／下流下流下流下流はははは地域主導地域主導地域主導地域主導

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②ををををレビューレビューレビューレビュー

ローカライズローカライズローカライズローカライズ
したしたしたした顧客顧客顧客顧客フロントフロントフロントフロント
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー
本部本部本部本部ののののタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームがががが足場足場足場足場をならしをならしをならしをならし、、、、子会社子会社子会社子会社へへへへ引継引継引継引継ぎぎぎぎ

� 本部本部本部本部ののののタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチーム（（（（”Missionaries”））））がががが、、、、マクロマクロマクロマクロ、、、、ミクロミクロミクロミクロのののの両面両面両面両面からからからから集中的集中的集中的集中的にににに検討検討検討検討

• 本部のタスクホースチームが、対象国の市場機会とともに、政治、社会動向、経済面などから
多角的にリスク分析を実施

� 参入前参入前参入前参入前にににに対象地域対象地域対象地域対象地域にてにてにてにてサプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤーをををを見見見見つけるつけるつけるつける

• サプライヤーから現地の情報を調達し、各種リスクの分析を行う

本部本部本部本部

本部本部本部本部

活動単位 活動内容

� 子会社子会社子会社子会社をををを設立設立設立設立しししし、、、、立上立上立上立上げげげげ期期期期はははは、、、、本社本社本社本社タスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームがががが入入入入るるるる

• 本社タスクホースチームが、子会社を設立し、1店舗目の出店を計画する

� 最初最初最初最初にににに1店舗開店舗開店舗開店舗開きききき、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング情報情報情報情報のののの溜溜溜溜めめめめ込込込込みとみとみとみとオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの作作作作りりりり込込込込みをみをみをみを行行行行うううう

• 本社のタスクホースチームが中心となり、出店場所、店舗レイアウト、物流、スタッフのトレーニ
ング、マーケティングを行う

� ビジネスビジネスビジネスビジネス、、、、オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションのののの目処目処目処目処がたったがたったがたったがたった段階段階段階段階でででで子会社子会社子会社子会社へへへへ引引引引きききき次次次次ぎぎぎぎ、、、、タスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームタスクホースチームはははは
解散解散解散解散

• ビジネスの目処とオペレーションの設計が出来た段階で、タスクホースチームの一部が子会社
役員として残り、チームは解散

• 残りのチームメンバーは、次の拡大プロジェクトへ移動

各国各国各国各国
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（デザインデザインデザインデザイン））））
商品投入商品投入商品投入商品投入のののの決定後決定後決定後決定後、、、、先先先先ににににターゲットターゲットターゲットターゲット価格価格価格価格をををを決決決決めめめめ、、、、デザインデザインデザインデザイン、、、、仕様仕様仕様仕様のののの決定決定決定決定をををを行行行行うううう

商品投入商品投入商品投入商品投入のののの決定決定決定決定

� 各国各国各国各国のののの競争相手競争相手競争相手競争相手のののの30～～～～50%程度安程度安程度安程度安いいいい価格価格価格価格をををを想定想定想定想定するするするする

• 同様の品質を持つ業者の半額程度をターゲット価格とする

� ターゲットコストターゲットコストターゲットコストターゲットコストととととスペックスペックスペックスペック、、、、仕様仕様仕様仕様からからからから生産業者生産業者生産業者生産業者をををを決定決定決定決定

• 本部担当部門が、囲い込んでいる複数のサプライヤー（後述）に対して声をかけ、最も魅力的な提案を選
定し決定

− 1,800の生産業者が50カ国以上に存在

� 本部主導本部主導本部主導本部主導でででで、、、、3つのつのつのつの観点観点観点観点からからからからデザインデザインデザインデザインをををを決定決定決定決定

• 本部主導により、3つの観点からデザイン＋仕様を決定

• 3つの観点は、「見た目」、「使いやすさ」、「コスト」

− 特にコストは、部材の選別／調達価格や生産業者の選定とともに決定

� フラットフラットフラットフラット・・・・パッケージングパッケージングパッケージングパッケージングによりによりによりにより、、、、物流費物流費物流費物流費をををを軽減軽減軽減軽減

• 組立てを行わず、部品の状態で搬送することで物流費を削減

� 本部本部本部本部でのでのでのでの「「「「商品戦略会議商品戦略会議商品戦略会議商品戦略会議」」」」にてにてにてにて決定決定決定決定

• 「globe-trotting council」が中心となり世界中のトレンドを捉え、商品ラインナップを決定
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（生産生産生産生産、、、、物流物流物流物流））））
生産生産生産生産はははは、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル調達調達調達調達チームチームチームチームがががが予予予予めめめめdue diligenceをををを通通通通じてじてじてじて取引先取引先取引先取引先ををををプールプールプールプール。。。。さらにさらにさらにさらに外部外部外部外部のののの専門家専門家専門家専門家をををを雇雇雇雇いいいい、、、、取引先取引先取引先取引先

のののの生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上をををを指導指導指導指導

物流物流物流物流

生産生産生産生産

� 各国各国各国各国にににに配送配送配送配送センターセンターセンターセンターをををを設置設置設置設置にににに、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル物流網物流網物流網物流網をををを構築構築構築構築

16各国に27地域配送センターを設置

� グローバルグローバルグローバルグローバル調達部門調達部門調達部門調達部門がががが、、、、世界規模世界規模世界規模世界規模でででで生産業者生産業者生産業者生産業者ををををソーシングソーシングソーシングソーシングしししし、、、、予予予予めめめめ「「「「due diligence」」」」をををを行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、
取引候補先取引候補先取引候補先取引候補先ををををプールプールプールプールしておくしておくしておくしておく（（（（1,800のののの生産業者生産業者生産業者生産業者がががが50カカカカ国以上国以上国以上国以上にににに存在存在存在存在））））

• 財務面、オペレーション面などから取引先として相応しいかを予め確認

• オペレーション面では、グローバル調達部が現地訪問して確認し、「4+4ルール」の遵守可能かを確

認

− 生産開始4週間前の告知で、要求する納品予定期日に対して最大4週間の納品日のずれの範

囲を守れるかという基準

• 契約工場

� 生産分野生産分野生産分野生産分野ののののコンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティングをををを雇雇雇雇いいいい、、、、取引先取引先取引先取引先のののの効率効率効率効率をををを改善改善改善改善

• 生産分野を専門とする外部のコンサルティングを雇い、取引先プールに入っている企業の生産性向
上を指導

サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー
管理管理管理管理

生産管理生産管理生産管理生産管理

� 各店舗各店舗各店舗各店舗はははは3週間先週間先週間先週間先までのまでのまでのまでの販売予測販売予測販売予測販売予測をををを計画計画計画計画しししし、、、、Retail Forecast Group（（（（RFG））））がまとめがまとめがまとめがまとめ、、、、生産指示生産指示生産指示生産指示

へへへへ反映反映反映反映

• RFGは国単位、（場合によって）地域単位で設置

� マクロマクロマクロマクロのののの需要予測需要予測需要予測需要予測はははは、、、、84週間先週間先週間先週間先までのまでのまでのまでの実施実施実施実施

• IKEA商品の平均ライフサイクルは84週間で、その先までの需要予測をもとに、サプライヤーの

稼動確保などを検討
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（MD、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング））））
グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準ををををベースベースベースベースにににに、、、、各国各国各国各国のののの子会社子会社子会社子会社がががが、、、、市場市場市場市場のののの特性特性特性特性にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて独自独自独自独自ににににMDやややや陳列陳列陳列陳列、、、、店舗店舗店舗店舗レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトをををを決定決定決定決定

基本的基本的基本的基本的なななな
店舗店舗店舗店舗レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト

� グローバルグローバルグローバルグローバル標準標準標準標準としてとしてとしてとして、、、、低価格低価格低価格低価格をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、組立組立組立組立てをてをてをてを購入者購入者購入者購入者がががが行行行行ううううスタイルスタイルスタイルスタイルとをとりとをとりとをとりとをとり、、、、ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ
面積面積面積面積をををを広広広広くくくく取取取取るるるるスタイルスタイルスタイルスタイルをををを採択採択採択採択

• 製造費、物流費削減のため、部品のまま販売を実施（フラット・パッケージング）

• 広大な店舗に部品状態の商品を積上げ、ディスプレイは広くとっている

各国各国各国各国にあわせたにあわせたにあわせたにあわせた
工夫工夫工夫工夫

� MD、、、、店舗店舗店舗店舗レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト、、、、陳列陳列陳列陳列はははは、、、、各国各国各国各国のののの子会社子会社子会社子会社がががが主導的主導的主導的主導的にににに実施実施実施実施

（（（（事例事例事例事例①①①①：：：：中国中国中国中国））））

• 中国子会社が、住宅事情を勘案し、店舗レイアウトの（グローバル標準からの）変更を指示

（中国のアパートの特徴）

− バルコニーを持っているものが多い

− また、リビングルーム、ダイニングルームにお金をかける傾向があり、キッチンは狭い

（店のレイアウト、陳列の工夫）

− よって、店のレイアウトにもバルコニーを設置し、バルコニー関連の製品をディスプレイ

− リビングルーム、ダイニングルーム関連商品の陳列を多くし、キッチン関連は劣後

（（（（事例事例事例事例②②②②：：：：米国米国米国米国））））

• 米国参入時、米国の住宅事情は欧州よりも広い家が多く、より広いスペースでの展示必要ということが判
明し、グローバル標準とは異なる店舗レイアウトを展開

− 98年、シカゴに八角形の37,000㎡のメガストアを開設（欧州の平均面積の2倍）し、10,000

以上のアイテムを揃えた

− さらに、03年には、ロサンゼルスに、30,000㎡の店舗を開設し、9,000アイテムを揃えた
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出所出所出所出所

• IKEA IR資料

• IKEA Invades America（HBS）

• IKEA’s innovation Human Resources Management Practice and Work Culture（ICFA）

• IKEA Cost Efficient Supply Chain（ICMR）

• IKEA’s Globalization strategies and its foray into china（ICFA）

• IKEA Managing global expansion（ICFA）

• IKEA Global Marketing Strategy（ICMR）
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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Ritz-Carlton Hotelsのののの概要概要概要概要
「「「「ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード」」」」にににに基基基基づくづくづくづく顧客一人一人顧客一人一人顧客一人一人顧客一人一人ののののニーズニーズニーズニーズにににに則則則則したしたしたしたサービスサービスサービスサービスをををを富裕層富裕層富裕層富裕層にににに提供提供提供提供することによりすることによりすることによりすることにより高高高高いいいい伸伸伸伸びびびび
率率率率のののの成長成長成長成長をををを維持維持維持維持してきたしてきたしてきたしてきた

財務財務財務財務

� 売上売上売上売上はははは過去過去過去過去10年間年間年間年間、、、、利益利益利益利益はははは直近直近直近直近5年間年間年間年間、、、、ともにともにともにともに高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

• 売上：17億ドル、売上CAGR(1999～2008)：13%

• 利益：7,800万ドル、利益CAGR(2004～2008）：22%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界世界世界世界25252525のののの国国国国とととと地域地域地域地域にににに進出進出進出進出

（（（（09年年年年11月現在月現在月現在月現在のののの進出国進出国進出国進出国））））

• 米州6カ国・地域：メキシコ、チリ、ジャマイカ等

• 欧州7カ国：スペイン、英国、ドイツ、アイルランド、ポルトガル、トルコ、ロシア

• アジア7カ国・地域：中国、インドネシア、韓国、香港、日本、マレーシア、シンガポール

• 中東4カ国：UAE、カタール、エジプト、バーレーン

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 「「「「ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる行動原理行動原理行動原理行動原理のののの規定規定規定規定とととと徹底徹底徹底徹底したしたしたした教育教育教育教育、、、、各各各各スタッフスタッフスタッフスタッフのののの裁量裁量裁量裁量によるによるによるによる個個個個々々々々のののの顧客顧客顧客顧客にあわせにあわせにあわせにあわせ
たたたた臨機応変臨機応変臨機応変臨機応変なななな対応対応対応対応によりによりによりにより世界最高品質世界最高品質世界最高品質世界最高品質ののののサービスサービスサービスサービスをををを実現実現実現実現しししし、、、、世界中世界中世界中世界中のののの富裕層富裕層富裕層富裕層からからからから高高高高いいいい評価評価評価評価をををを獲得獲得獲得獲得

• サービス哲学を習得し、自由裁量が認められた従業員が、顧客一人一人のニーズに則し、かつ期待以上の感動を与
えるサービスを提供

� エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ・・・・クラスクラスクラスクラスををををターゲットターゲットターゲットターゲットとしたとしたとしたとした都心部都心部都心部都心部へのへのへのへの展開展開展開展開にににに加加加加ええええ、、、、西欧西欧西欧西欧・・・・アジアアジアアジアアジアののののリゾートリゾートリゾートリゾート地地地地へもへもへもへも進出進出進出進出

• リゾート地では、都会から隔離されていつつも適度にアクセスの良い場所に展開

• 都心部では、ビジネスの中心及び空港からのアクセスが良い一等地に開業

創設創設創設創設

� 1898年年年年ににににパリパリパリパリでででで開業開業開業開業したしたしたしたリッツリッツリッツリッツ・・・・ホテルホテルホテルホテルをををを起源起源起源起源とするとするとするとするグローバルグローバルグローバルグローバルななななラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリー・・・・ホテルホテルホテルホテル・・・・チェーンチェーンチェーンチェーン

• 1988年、リッツ・ホテルの系譜を継ぐリッツ・カールトン・ボストンの所有者が、リッツ･カールトンの全世界での名称使用
権を獲得し、本格的な国際展開を開始

• 1998年より、マリオット・グループの傘下
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移(1)

売上売上売上売上はははは過去過去過去過去10年間年間年間年間、、、、高高高高いいいい成長率成長率成長率成長率をををを維持維持維持維持。。。。利益利益利益利益もももも直近直近直近直近5年間年間年間年間はははは大大大大きくきくきくきく成長成長成長成長

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

（単位
100万ドル）

11%11%11%11%

売上高年平均成長率

(1)Marriott International Inc.のLuxury Segmentの売上(Segment Revenues)と利益(Segment Results)を使用。この中には、
Ritz-Carltonホテルだけでなく、Bulgariホテル2軒（2004年開業のミラノと2006年開業のバリ）の売上・利益も含まれる

出所：Osiris

（単位
100万ドル）
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
90年代年代年代年代まではまではまではまでは、、、、西欧西欧西欧西欧ととととアジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心にににに展開展開展開展開。。。。2000年頃年頃年頃年頃よりよりよりより、、、、中東中東中東中東、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカなどへもなどへもなどへもなどへも進出進出進出進出

ｵﾎｵﾎｵﾎｵﾎﾟ゚゚゚ﾁｪﾆｽﾃｨﾂｸﾁｪﾆｽﾃｨﾂｸﾁｪﾆｽﾃｨﾂｸﾁｪﾆｽﾃｨﾂｸ
なななな展開展開展開展開

（（（（90年代前半年代前半年代前半年代前半））））

中東中東中東中東・・・・アフリカアフリカアフリカアフリカ
等等等等へへへへ展開展開展開展開

（（（（00年代年代年代年代）～）～）～）～

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

米国（1927～（リッツ･カールトン・ボストン））

香港（1993～）

スペイン（1994～）

ドイツ（2000～）

韓国（1995～）

ジャマイカ（2000～）

中国（1998～)

日本（1997～)

インドネシア（1996～)

マレーシア（1997～)

UAE（1998～)

メキシコ（1995～）

英国（1995～）

トルコ（2001～）

シンガポール（1997～）

アイルランド（2007～）

エジプト（2003～）

チリ（2003～)

バーレーン（2003～)

ロシア（2007～）

カタール（2001～）

ポルトガル(2008～)

タイ（2009～）

アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開
（（（（90年代後半年代後半年代後半年代後半））））

1995年

マリオット・グルー
プが経営に参画
（1998年買収）
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Ritz-Carltonのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
施設施設施設施設はははは立地特性立地特性立地特性立地特性にあわせたにあわせたにあわせたにあわせたコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトによりによりによりにより概観概観概観概観からからからから備品備品備品備品までまでまでまで統一統一統一統一。。。。サービスサービスサービスサービスはははは、「、「、「、「ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード」」」」というというというという行行行行
動原理動原理動原理動原理をををを徹底的徹底的徹底的徹底的にににに教育教育教育教育しししし、、、、そのそのそのその上上上上でででで一定一定一定一定のののの裁量裁量裁量裁量をををを与与与与えることでえることでえることでえることで、、、、状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた最高最高最高最高ののののサービスサービスサービスサービスをををを実現実現実現実現

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

以降以降以降以降、、、、①①①①～～～～③③③③ををををレビューレビューレビューレビュー

• リゾートリゾートリゾートリゾートとととと都市都市都市都市にににに分分分分けてけてけてけて立地基準立地基準立地基準立地基準をををを設定設定設定設定しししし、、、、施設施設施設施設はははは「「「「Sceneography」」」」というというというという

考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づきづきづきづき、、、、立地立地立地立地ののののテーマテーマテーマテーマにににに沿沿沿沿ってってってってローカライズローカライズローカライズローカライズするするするする

−リゾート地は都会から離れていつつもアクセスが良いこと、都心部では主要ス
ポット、空港へのアクセスが良い一等地であることを重視して選択

−施設は立地の特性にあわせてテーマを設定し、それに合わせた形で概観から
従業員の制服まで統一する（Sceneography ）

現地特性現地特性現地特性現地特性にあわせたにあわせたにあわせたにあわせた
コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにににに基基基基づきづきづきづき設計設計設計設計

• 「「「「ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード」」」」というというというという行動原理行動原理行動原理行動原理をををを従業員従業員従業員従業員にににに徹底徹底徹底徹底したしたしたした上上上上でででで、、、、一定一定一定一定のののの
裁量裁量裁量裁量をををを与与与与えることでえることでえることでえることで、、、、状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた最高品質最高品質最高品質最高品質ののののサービスサービスサービスサービスをををを実現実現実現実現

−行動原理と右に基づく自由裁量の活用により、顧客一人一人のニーズに則し、
かつ期待以上の感動を与えるサービスを提供

行動原理行動原理行動原理行動原理のののの徹底徹底徹底徹底とととと
一定一定一定一定のののの裁量裁量裁量裁量のののの付与付与付与付与

• 綿密綿密綿密綿密にににに設計設計設計設計されたされたされたされたトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング＋＋＋＋オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション上上上上でのでのでのでの仕掛仕掛仕掛仕掛けによりけによりけによりけにより、、、、ゴールゴールゴールゴール
ドドドド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードのののの重要性重要性重要性重要性をををを認識認識認識認識させさせさせさせ、、、、サービスサービスサービスサービス哲学哲学哲学哲学をををを従業員従業員従業員従業員にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透させるさせるさせるさせる

−研修、OJTにおいて行動原理に関するスキルを磨き、部内イベントにおいて、
ゴールド･スタンダードの徹底への意識を高める

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを
用用用用いていていていて行動原理行動原理行動原理行動原理

をををを徹底浸透徹底浸透徹底浸透徹底浸透

• ホテルホテルホテルホテル内内内内のののの各部署各部署各部署各部署をををを統括統括統括統括するするするするマネージャーレベルマネージャーレベルマネージャーレベルマネージャーレベルまではまではまではまでは現地化現地化現地化現地化

• 総支配人総支配人総支配人総支配人クラスクラスクラスクラスはははは、、、、世界各地世界各地世界各地世界各地ののののリッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトンにおいてにおいてにおいてにおいてマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント経験経験経験経験をををを
積積積積んだんだんだんだ人材人材人材人材ををををローテーションローテーションローテーションローテーション

−マネージャー・クラスにはホテル、レストラン等接客業出身者などが採用

−総支配人クラスは、各国のホテル間をローテーション

①①①①ホテルホテルホテルホテル施設施設施設施設

②②②②サービスサービスサービスサービス

リッツリッツリッツリッツのののの文化文化文化文化をををを理解理解理解理解
したしたしたした人材人材人材人材ををををグローバルグローバルグローバルグローバル

ローテーションローテーションローテーションローテーション
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①①①①ホテルホテルホテルホテル施設施設施設施設
ホテルホテルホテルホテル建設建設建設建設にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、リゾートリゾートリゾートリゾート、、、、都市部都市部都市部都市部それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの基準基準基準基準でででで立地立地立地立地をををを選選選選んだんだんだんだ上上上上でででで、、、、地域地域地域地域にあわせたにあわせたにあわせたにあわせたコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをををを開発開発開発開発
しししし、、、、概観概観概観概観からからからから備品備品備品備品までそのまでそのまでそのまでそのコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにあったにあったにあったにあった形形形形でででで一貫性一貫性一貫性一貫性をををを持持持持ってってってってデザインデザインデザインデザインするするするする

立地立地立地立地

� リゾートリゾートリゾートリゾート・・・・ホテルホテルホテルホテルとととと都市部都市部都市部都市部ののののホテルホテルホテルホテルそれぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれで
選定基準選定基準選定基準選定基準をををを設定設定設定設定

• リゾート：都会から隔離されて良い眺望が楽しめ
るが、交通の便の良い土地

−リラックスした環境の整備が主眼

• 都市部：主要スポット、空港へのアクセスが良い
一等地

−多忙なビジネス顧客向けに移動しやすい環境整
備が主眼

� （（（（リゾートリゾートリゾートリゾートのののの例例例例））））リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン・・・・ラグナラグナラグナラグナ・・・・ニゲールニゲールニゲールニゲール（（（（米国米国米国米国カリカリカリカリ
フォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州））））

• 日常から離れ、太平洋を見下ろす断崖の上に立ち、良好な
眺望を楽しめる立地

• 他方、ロサンゼルスとサンディエゴから車で1時間半、最寄
の国内線空港から車で30分の距離

� （（（（都市部都市部都市部都市部のののの例例例例））））リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン東京東京東京東京（（（（六本木六本木六本木六本木））））

• 霞が関に隣接。丸の内と渋谷の中間に位置

• 羽田空港、成田空港とバスで直結

• 六本木再開発計画の象徴

方針方針方針方針 具体例具体例具体例具体例

施設施設施設施設

� 地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに合合合合わせたわせたわせたわせたコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをををを開発開発開発開発しししし、、、、概観概観概観概観
からからからから備品備品備品備品までまでまでまで一貫性一貫性一貫性一貫性をををを持持持持ってってってってデザインデザインデザインデザインするするするする
（（（（Sceneography））））

• ホテルのある地域の特性に基づきテーマを設定

• そのテーマにしたがって、外観・内装から備品・
従業員の制服までをローカライズ

� 総支配人総支配人総支配人総支配人のののの裁量裁量裁量裁量にににに基基基基づくづくづくづく柔軟柔軟柔軟柔軟なななな施設運用施設運用施設運用施設運用

• ホテルを訪れる顧客の傾向に応じ、独自の運用
を実施

� リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン・・・・ハーフムーンハーフムーンハーフムーンハーフムーン・・・・ベイベイベイベイ（（（（米国米国米国米国カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州））））

• テーマ「浜辺の上の炎とワイン」に従い、敷地内の各所に炉
が設けられるとともに部屋にも暖炉を設置

� リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン・・・・サンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ

• テーマ「幸運と美食の旅」に従い、敷地内に特産の花を生け、
当地発祥のフォーチュン・クッキーを配る

� リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン・・・・ドーハドーハドーハドーハ（（（（カタールカタールカタールカタール））））

• カタールの国教であるイスラム教の教義に従い、女性従業員
の制服を肌の露出の少ない民族衣装風に変更

� ポートマンポートマンポートマンポートマン････リッツリッツリッツリッツ････カールトンカールトンカールトンカールトン上海上海上海上海

• 深夜の国際線で到着する顧客が多いことから、クラブラウン
ジを24時間開放
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②②②②サービスサービスサービスサービス
「「「「行動原理行動原理行動原理行動原理のののの策定策定策定策定（（（（ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード）」＋「）」＋「）」＋「）」＋「徹底徹底徹底徹底したしたしたした教育教育教育教育」＋「」＋「」＋「」＋「一定一定一定一定のののの裁量裁量裁量裁量のののの付与付与付与付与」」」」によりによりによりにより、、、、個個個個々々々々ののののスタッフスタッフスタッフスタッフががががプロプロプロプロ
としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその場場場場のののの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた最良最良最良最良ののののサービスサービスサービスサービスをををを自自自自らららら考考考考ええええ提供提供提供提供することをすることをすることをすることを実現実現実現実現しているしているしているしている

� 各各各各スタッフスタッフスタッフスタッフががががゼロベースゼロベースゼロベースゼロベースでででで状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじたサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供
することですることですることですることで、、、、顧客顧客顧客顧客一人一人一人一人一人一人一人一人のののの個別個別個別個別ののののニーズニーズニーズニーズにににに則則則則しししし、、、、かつかつかつかつ
期待以上期待以上期待以上期待以上のののの感動感動感動感動をををを与与与与えるえるえるえるサービスサービスサービスサービスをををを実現実現実現実現

（事例①）

•砂浜で恋人にプロポーズをするために、ビーチチェアを要望
した男性客に対し、ビーチチェアだけでなく、花とシャンパン
で飾られたビーチテーブルも設置するとともに、自ら制服から
タキシードに着替え、カップルに接客

（事例②）

•リッツ･カールトン大阪の宿泊客が、東京で講演をするため
に新幹線に乗ったところ、講演用の資料を部屋に忘れたこと
に気付き、ホテルに連絡。ハウスキーパーが資料を携えて新
幹線に乗り込み、東京駅で当該宿泊客に資料を手渡した

（事例③）

•ある夫婦が結婚20周年を祝福するためにリッツ･カールトン・
ボストンを訪れたが、チェックイン直後に家族から自宅周囲で
銃撃事件があったとの連絡を受け急遽帰宅。気落ちする夫
婦にホテルのスタッフがシャンパン、グラス、クッキーと祝福
の手紙を届けた

行動原理行動原理行動原理行動原理

教育教育教育教育

自由裁量自由裁量自由裁量自由裁量
のののの付与付与付与付与

� ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダード
• 4つの定義から成り立つリッツカールトンの

サービスの原則

−クレド

−モットー

−サービスの3ステップ

−サービス・バリューズ

� 研修研修研修研修＋＋＋＋オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション上上上上のののの各種仕掛各種仕掛各種仕掛各種仕掛けにけにけにけに
よりよりよりよりゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードのののの徹底浸透徹底浸透徹底浸透徹底浸透

• OJT/Off-JTによるスタンダードの徹底

• 現場ミーティングや表彰など通常のオペレー
ションに組込まれた仕掛けによるスタンダー
ドの徹底

� 全全全全てのてのてのてのスタッフスタッフスタッフスタッフにににに対対対対するするするするエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメント

• 顧客の苦情・問題を解決するために、上司の
了承を得ることなく最高2,000ドルまでの費用

を使用する権限

原理原理原理原理＋＋＋＋教育教育教育教育＋＋＋＋裁量付与裁量付与裁量付与裁量付与によるによるによるによる
最高品質最高品質最高品質最高品質サービスサービスサービスサービス実現実現実現実現のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ サービスサービスサービスサービス例例例例

以降以降以降以降、、、、ゴールドスタンダートゴールドスタンダートゴールドスタンダートゴールドスタンダートとととと教育教育教育教育についてについてについてについてレビューレビューレビューレビュー
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ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダード（（（（1/2））））
ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードはははは4つのつのつのつの原理原理原理原理からからからから成成成成りりりり成成成成っているっているっているっている

クレドクレドクレドクレド

モットーモットーモットーモットー

サービスサービスサービスサービス
のののの3ステップステップステップステップ

• リッツ･カールトンのサ
ービス哲学の真髄を3

か条にまとめたもの

• 従業員の心構えを示す
原則

• サービスの基本を3か

条にまとめたもの

•リッツ･カールトンは、お客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供する
ことをもっとも大切な使命とこころえています

•私たちは、お客様に心あたたまる、くつろいだそして洗練された雰囲気を常に
お楽しみいただくために最高のパーソナル・サービスと施設を提供することを
お約束します

•リッツ･カールトンでお客様が経験されるもの、それは、感覚を満たすここちよ
さ、満ち足りた幸福感 そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読
みしておこたえするサービスの心です

•紳士淑女をおもてなしするわたしたちもまた紳士淑女です

−従業員にプロ意識を持たせるとともに、自信とプライドを植えつける

−従業員に乱暴な振る舞いをとる顧客に対し、「わたしどもも紳士淑女です。ご
理解頂ければ幸いです」と伝え、態度が改まらない場合には退館を要請

•あたたかい心からのご挨拶を。お客様をお名前でお呼びするよう心がけます

•お客様のニーズを先読みしおこたえします

•感じの良いお見送りを。さようならのご挨拶は心を込めて。できるだけお客様
のお名前を添えるよう心がけます

内容内容内容内容概要概要概要概要

注：ゴールド・スタンダードには、上記の他にリッツ･カールトンの職務環境の原則を3か条にまとめた「従業員への約束」が含まれる
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ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダード（（（（2/2））））
ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードはははは4つのつのつのつの原理原理原理原理からからからから成成成成りりりり成成成成っているっているっているっている

サービスサービスサービスサービス
バリューバリューバリューバリュー

• 具体的なサービスのガ
イドラインを12か条に

まとめたもの

• 顧客へのコミットメント（第1条～第3条）
− 顧客の願望・ニーズに応えるとともに、ユニークな、思い出に残る、パーソ
ナルな経験を与え、一生涯の関係を築く。そのためにエンパワーメントが与
えられている

• 職務へのコミットメント（第4条～第9条）
− リッツ･カールトンの発展を維持し、地域コミュニティ活動に参画し、リッツ
･カールトンの神秘性（ミスティーク。最高のサービスに裏打ちされた高い評
価）を作るという役割を理解する

− 絶えず学び、サービスの向上、問題の解決、チームワークの増進に主体的に
参画する

• 実務レベルでの行動指針（第10条～第12条）

− 身だしなみ、言葉遣い、振舞いに留意し、プライバシーとセキュリティを守
る。清潔かつ安全な環境を築く

内容内容内容内容概要概要概要概要

注：ゴールド・スタンダードには、上記の他にリッツ･カールトンの職務環境の原則を3か条にまとめた「従業員への約束」が含まれる



69

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

教育教育教育教育（（（（GS*1徹底徹底徹底徹底のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ）（）（）（）（1/2））））
OJTととととOff JTをあわせてをあわせてをあわせてをあわせて相当時間相当時間相当時間相当時間のののの研修研修研修研修をををを投資投資投資投資しししし、、、、ゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードをををを徹底徹底徹底徹底

研修研修研修研修

*1：ゴールド・スタンダード

� 入社1年目に年間310時間の研修を受講

• 入社後2日間のオリエンテーションでは、地位に関係なく、ゴールド・スタンダード
（GS)を中心とする基本精神についてのみ学習

• その後、職務スキル、ITスキル、語学等に関する研修を受講

� 入社2年目以降も平均年間100時間の研修を受講

• 毎月、又は年4回行われるワークショップ・セミナーに参加

• 顧客と接するスタッフは、GLOW（Guest Loyalty Opportunity Workshop)やLEAP (Listen, 
Emphasize, Act, Produce)セミナーに参加し、応対スキルや問題解決能力につき学習

� 研修内容は米国のリッツ･カールトン・リーダーシップ・センターにて作成し、各ホテルに
いるDirector of Training and Organizational Effectivenessの責任の下で、ホテル内で実施される

� 入社直後のオリエンテーションの後、トレーナーが付き、3週間にわたり実際の仕事の仕方
を教わるとともに、クレドの応用方法についても学習

• 顧客の要望に決して「ノー」と言わず希望を実現する方法

• 臨機応変にトラブルに対応する方法

� カード版GSが配布され、業務の折々に参照

OJT

Off

JT

オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション
上上上上でのでのでのでの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ

� （次項参照）

GS徹底徹底徹底徹底のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ 内容内容内容内容
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教育教育教育教育（（（（GS*1徹底徹底徹底徹底のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ）））） （（（（2/2））））
あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、通常通常通常通常のののの業務業務業務業務（（（（オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション））））上上上上でもでもでもでも、、、、常常常常ににににゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードゴールドスタンダードをををを意識意識意識意識するするするする場場場場をををを設設設設けているけているけているけている

研修研修研修研修

オペレーションオペレーションオペレーションオペレーション
上上上上でのでのでのでの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ

� （前項参照）

ラインラインラインライン
ナップナップナップナップ

マンデーマンデーマンデーマンデー
ワオワオワオワオ

ファイブファイブファイブファイブ
スタースタースタースター
制度制度制度制度

� 部署ごとに1日3回のシフト交換時に行われる15～20分のミーティング
• ゴールド･スタンダードの1項目をテーマとして、従業員同士が自身の体験を紹介したり

議論することで、その意味を主体的に確認
• テーマは1週間分、毎週木曜日に米国本社から送られる
（例）モットーについて話す回では、「『紳士淑女』とはどういう人か」「紳士淑女とし
て出来ることは何か」等の質問について意見を交わす

� 毎週月曜日のラインナップ内で行われるセッション

•顧客に期待以上のサービスを提供した事例を紹介することにより、従業員のモチベーショ
ンを高める

（例）ガス欠で立ち往生した顧客に車を運転しガソリンを届けて助けた従業員を、スタッ
フ全員が高く評価

� GSに基づく従業員表彰制度

• GSの実践度を基準に、各ホテルで3ヶ月に1度、5人の従業員を「ファイブスター」とし

て表彰

• 各部署が1名の候補を推薦。経営陣からなるガイダンスチームが、各部署マネジャー・

ディレクターによる推薦理由に関するプレゼンの内容を踏まえ、候補の中から選定

*1：ゴールド・スタンダード

GS徹底徹底徹底徹底のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけ 内容内容内容内容
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③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
各国各国各国各国ホテルホテルホテルホテルののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント層層層層はははは、、、、リッツカールトンリッツカールトンリッツカールトンリッツカールトンのののの文化文化文化文化ややややサービスサービスサービスサービスをををを深深深深くくくく理解理解理解理解しているしているしているしている人材人材人材人材ををををグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ローテーシローテーシローテーシローテーシ
ョンョンョンョンによりによりによりにより登用登用登用登用。。。。マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー以下以下以下以下はははは、、、、リッツリッツリッツリッツのののの価値観価値観価値観価値観をををを共有出来共有出来共有出来共有出来るかをるかをるかをるかを本社本社本社本社のののの電話電話電話電話インタビューインタビューインタビューインタビューもももも含含含含めてめてめてめて実施実施実施実施しししし登用登用登用登用

現地社員採用現地社員採用現地社員採用現地社員採用のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

• 総支配人、副支配人レベルは、原則本社
の人材プールの中でローテーション

−各国のリッツカールトンでのマネジメント経
験があり、リッツカールトンの文化やサービ
スをトコトンまで理解している人材を登用

マネジマネジマネジマネジ
メントメントメントメント層層層層

マネーマネーマネーマネー
ジャージャージャージャー層層層層

• マネージャークラス以下は、現地の人材を
採用

−リッツ･カールトンの価値観を先天的に有し
ている人材を採用

−上記人材を採用するため本社人事部によ
る電話インタビュー、ホテルスタッフとの面
接を含め5～10回程度の選考を実施

−マネージャークラスには、ホテル、レストラ
ン等接客業出身者などが採用される

• (事例①)リッツ･カールトン東京総支配人リコ・ドゥブランク氏

− 1995年：リッツ･カールトン入社。バリ、上海、ソウルにて人事部

マネージャーを歴任

− 1998年：タイソンズ・コーナー（米）副総支配人。のち香港副総支配

人、シャルム・エル・シェイク（エジプト）総支配人、大阪総支配人を歴
任

− 2007年：東京総支配人

• (事例②)ワシントンDC地域総支配人エリザベス・マリンズ氏

− 本社経営研修員として入社

− NY、ワシントンDC、香港等の経営に参画

− ランチョ・ミラージュ（米）、クリーブランド、フィラデルフ
ィアの総支配人を歴任

− 2008年：ワシントンDC地域総支配人

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント層層層層ののののローテーションローテーションローテーションローテーション事例事例事例事例
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出所出所出所出所

• Marriott International IR資料

• Ritz-Carlton ホームページ< http://www.ritzcarlton.com/en/Default.htm>

• The Ritz-Carlton Hotel Company (HBS (Harvard Business School))

• The Ritz-Carlton: Using Information Systems to Better Serve the Customer (HBS)

• Ritz-Carlton: Moving away from Old-World Opulence to Low-Key Elegance (ICFAI)

• Ritz-Carlton’s Human Resources Management Practices an Work Culture: The Foundation of an Exceptional Service 
Organization (ICFAI)

• ゴールド・スタンダード（ジョゼフ･ミケーリ、Bookman-sha）

• リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間（高野登、かんき出版）

• リッツ･カールトンで学んだ仕事で一番大事なこと（林田正光、あさ出版）
• リッツ･カールトン20の秘密（井上富貴子、リコ・ドゥブランク、オータパブリケイションズ）

• リッツ･カールトン物語（井上理江、藤塚晴夫、日経BP）

• 頂点のサービスへようこそ リッツカールトンvs.ペニンシュラ（桐山秀樹、講談社）
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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Shangri-Laのののの概要概要概要概要
「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり」」」」にににに基基基基づくづくづくづく最上級最上級最上級最上級ののののサービスサービスサービスサービスとそれをとそれをとそれをとそれを支支支支えるえるえるえる体系的体系的体系的体系的なななな教育教育教育教育プランプランプランプランやややや経営方式経営方式経営方式経営方式によりによりによりにより、、、、アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおけるラグジラグジラグジラグジ
ュアリーュアリーュアリーュアリー・・・・ホテルホテルホテルホテル・・・・チェーンチェーンチェーンチェーンのののの代名詞代名詞代名詞代名詞としてのとしてのとしてのとしての地域地域地域地域をををを確立確立確立確立

財務財務財務財務

� 売上売上売上売上はははは直近直近直近直近16年間高成長年間高成長年間高成長年間高成長をををを維持維持維持維持。。。。純利益純利益純利益純利益もももも2000年以降大幅年以降大幅年以降大幅年以降大幅にににに成長成長成長成長

• 売上：13.6億ドル、売上CAGR(1992～2008)：16%

• 純利益：1.7億ドル、純利益CAGR(1992～2008）：12%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして世界世界世界世界17のののの国国国国とととと地域地域地域地域にににに進出進出進出進出

� （（（（09年年年年11112月現在月現在月現在月現在のののの進出国進出国進出国進出国））））

• アジア12カ国・地域：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ、香港、中国、ﾀｲ、比、台湾、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ｲﾝﾄﾞ、ﾓﾙｼﾞﾌﾞ、日本

• 大洋州2カ国：フィジー、豪州

• 中東2カ国：UAE、オマーン

• 欧米1カ国：カナダ

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 「「「「ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティはははは思思思思いやりいやりいやりいやり」」」」というというというという企業理念企業理念企業理念企業理念にににに立脚立脚立脚立脚したしたしたした最上級最上級最上級最上級ななななサービスサービスサービスサービスによりによりによりにより、、、、アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおけるラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリー・・・・ホテホテホテホテ
ルルルル・・・・チェーンチェーンチェーンチェーンのののの代名詞代名詞代名詞代名詞としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを確立確立確立確立

• 企業理念にもとづいた5つの要素で構成されるサービス原則を4段階の研修から成る体系的な教育プランによりスタッ

フへ徹底し、顧客一人一人の要望に臨機応変に対応するサービスを実現

� マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト（（（（MC））））方式方式方式方式がががが広広広広まるまるまるまる中中中中、、、、所有直営方式所有直営方式所有直営方式所有直営方式をををを中心中心中心中心ににににフットプリントフットプリントフットプリントフットプリント拡大拡大拡大拡大をををを図図図図りりりり、、、、短期的短期的短期的短期的なななな収益収益収益収益だけだけだけだけ

捕捕捕捕らわれずらわれずらわれずらわれず中長期的中長期的中長期的中長期的ななななサービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルのののの維持維持維持維持をををを志向志向志向志向

• 欧米系ホテル・チェーンがマネジメント・コントラクト（MC）方式を採用して急速拡大を図る中、所有直営方式を中心に

採用し（自身がオーナーを兼ねることで）、短期的な収益だけに捕らわれない中長期的にサービスレベル向上を目指
した施策を検討・実施

創設創設創設創設

� マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアのののの華僑財閥華僑財閥華僑財閥華僑財閥「「「「クォククォククォククォク・・・・グループグループグループグループ」」」」がががが1971年年年年ににににシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで開設開設開設開設したしたしたした、、、、アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心にににに展開展開展開展開するするするするラグジュアラグジュアラグジュアラグジュア

リーリーリーリー・・・・ホテルホテルホテルホテル・・・・チェーンチェーンチェーンチェーン

• マレーシアの砂糖産業で財を成した華僑ロバート・クォクの財閥「クォク・グループ」が、不動産業を展開する中でシン
ガポールのホテルを所有したのが発端

• 中国を中心とするアジア地域に主に展開を重ね、65軒のホテルを運営（09年時点）
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売上売上売上売上・・・・純利益純利益純利益純利益のののの推移推移推移推移
売上売上売上売上はははは直近直近直近直近16161616年間高成長年間高成長年間高成長年間高成長をををを維持維持維持維持。。。。純利益純利益純利益純利益はははは高下高下高下高下はあるもののはあるもののはあるもののはあるものの着実着実着実着実にににに成長成長成長成長

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

（単位
100万ドル）

9%9%9%9%

売上高年平均成長率

（単位
100万ドル）
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
80年代年代年代年代はははは華僑地域華僑地域華僑地域華僑地域にににに展開展開展開展開。。。。そのそのそのその後後後後、、、、他他他他ののののアジアアジアアジアアジア地域地域地域地域、、、、中東中東中東中東、、、、パシフィックパシフィックパシフィックパシフィックとととと展開展開展開展開しししし、、、、近年近年近年近年はははは米州米州米州米州やややや欧州欧州欧州欧州へのへのへのへの進出進出進出進出をををを開開開開

始始始始しししし始始始始めているめているめているめている

華僑華僑華僑華僑
地域地域地域地域へへへへ展開展開展開展開

（（（（80年年年年））））

中東中東中東中東・・・・パシパシパシパシ
フィックフィックフィックフィックへへへへ展開展開展開展開
（（（（00年代前半年代前半年代前半年代前半））））

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代80年代年代年代年代

シンガポール（1971～、現在3軒）

マレーシア（1979～、現在8軒）

フィジー（1979～、現在1軒）

オマーン（2006～、現在1軒）

中国（1984～、現在28 軒）

インド（2005～、現在1軒）

オーストラリア（2003～、現在2軒)

台湾（1994～、現在2軒)

フィリピン（1992～、現在5軒)

UAE（2004～、現在4軒)

香港（1981～、現在2軒）

タイ（1986～、現在2軒）

日本（2009～現在1軒）

カナダ（2009～、現在1軒)

モルジブ（2009～、現在1軒)

ミャンマー（1996～、現在1軒)

インドネシア（1994～、現在2軒)
他他他他アジアアジアアジアアジア

地域地域地域地域へへへへ展開展開展開展開
（（（（90年代年代年代年代））））

米州米州米州米州・・・・欧州欧州欧州欧州
へへへへ展開展開展開展開

（（（（00年代末年代末年代末年代末～）～）～）～）
フランス（2010～)

オーストリア（2010～)

米国（2010～)

10年代年代年代年代

（（（（予定予定予定予定））））

英国（2012～)

ロシア（2012～)
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Shangri-Laのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
中長期視点中長期視点中長期視点中長期視点でのでのでのでの最上級最上級最上級最上級サービスサービスサービスサービス品質品質品質品質のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指しししし、、、、所有直営方式所有直営方式所有直営方式所有直営方式をををを中心中心中心中心にににに進出進出進出進出するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、現地現地現地現地ホテルホテルホテルホテルでのでのでのでの
共通教育共通教育共通教育共通教育プログラムプログラムプログラムプログラムのののの徹底徹底徹底徹底とととと教育機関教育機関教育機関教育機関（（（（シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー））））によるによるによるによる教育教育教育教育をををを実施実施実施実施

④④④④組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

• （（（（マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト（（（（MC））））方式方式方式方式ではなくではなくではなくではなく））））所有直営方式所有直営方式所有直営方式所有直営方式をををを中心中心中心中心にににに進出進出進出進出

−土地、施設への初期投資を行った上で、オーナーとしての経営権を持ち、短期的
な収益だけでなく、中長期的な視点も含めたサービス品質維持を実現

�知見の少ない市場には、管理・運営だけを行う形式で進出することもあるが、収
益の目途がついた段階で、土地・建物の取得を志向

所有直営方式所有直営方式所有直営方式所有直営方式
中心中心中心中心のののの進出進出進出進出

• Shangri-Laのののの象徴象徴象徴象徴であるであるであるであるインテリアインテリアインテリアインテリアはははは標準化標準化標準化標準化、、、、内装内装内装内装はははは立地立地立地立地やややや顧客層顧客層顧客層顧客層にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて
ローカライズローカライズローカライズローカライズ

−ホテルの象徴である豪華なシャンデリア、絨毯、螺旋階段は全ホテル共通

−内装は、立地や客層に応じてローカライズ

�漢字圏所在のホテルは、インテリアに中国の書画骨董を活用

�シャングリラ東京では、日本人の文化に合わせ、バスタブ横に洗い場を設置

象徴象徴象徴象徴のののの標準化標準化標準化標準化とととと
細部細部細部細部ののののローカライズローカライズローカライズローカライズ

• 全全全全ホテルホテルホテルホテル共通共通共通共通のののの体系的体系的体系的体系的なななな教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラムをををを現地現地現地現地のののの各各各各ホテルホテルホテルホテルでででで実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー（（（（中国中国中国中国））））によるによるによるによる集中的集中的集中的集中的なななな教育教育教育教育もももも実施実施実施実施

−現地の各ホテルでは、体系化されたシャングリラ・ケア・プログラムに基づき、ス
タッフ各人の臨機応変な対応による最高品質のサービスの実現を徹底教育

−シャングリラ・アカデミーと呼ばれる専門教育機関で、職務・地位に応じた高度に
専門的な内容について教育

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントはははは派遣派遣派遣派遣しししし
現場現場現場現場はははは現地採用現地採用現地採用現地採用

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

③③③③サービスサービスサービスサービス

②②②②ホテルホテルホテルホテル施設施設施設施設

共通共通共通共通プログラムプログラムプログラムプログラム
によるによるによるによる現地教育現地教育現地教育現地教育とととと

専門教育機関専門教育機関専門教育機関専門教育機関のののの併用併用併用併用

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②ををををレビューレビューレビューレビュー

• 総支配人総支配人総支配人総支配人とととと各部門各部門各部門各部門をををを統括統括統括統括するするするするマネージャーマネージャーマネージャーマネージャーはははは、、、、他他他他ののののシャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ホテルホテルホテルホテルにおいてにおいてにおいてにおいて
経験経験経験経験をををを積積積積んだんだんだんだ人材人材人材人材をををを登用登用登用登用

• 他方他方他方他方、、、、各部署各部署各部署各部署をををを統括統括統括統括するするするするディレクターディレクターディレクターディレクター以下以下以下以下はははは現地化現地化現地化現地化
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラはははは、、、、多多多多くのくのくのくの欧米系欧米系欧米系欧米系ホテルチェーンホテルチェーンホテルチェーンホテルチェーンとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合、、、、所得直営方式所得直営方式所得直営方式所得直営方式（（（（ホテルホテルホテルホテルのののの管理管理管理管理・・・・運営運営運営運営だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく
土地土地土地土地・・・・建物建物建物建物のののの所有所有所有所有もももも行行行行うううう））））をををを採用採用採用採用しししし、、、、自自自自らららら経営権経営権経営権経営権をををを持持持持ちながらちながらちながらちながらホテルホテルホテルホテルをををを運営運営運営運営するするするする形式形式形式形式でででで参入参入参入参入

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラのののの
エントリーエントリーエントリーエントリー形式形式形式形式

� 所有直営方式中心所有直営方式中心所有直営方式中心所有直営方式中心にににに進出進出進出進出

• ホテルの土地、建物を所有し経営に参画するとともに、施設の管理・運営も実施

• シャングリラ・グループの持株会社であるShangri-La Asia Ltd.の子会社が、ホテルの土地･建物を所有する会
社の株式を保有（10%～100%）するとともに、同じく子会社のShangri-La International Hotel Management 
Ltd.が施設の運営を実施

（（（（事例事例事例事例））））

• シャングリラ・ホテル深圳に関し、シャングリラ・グループは、同ホテルを所有する企業の90%の株式を保有する
シャングリラ深圳の株式を80%保有することにより、72%の所有権を保有

• 中国国内の上海、青島、西安等のシャングリラ・ホテルに関しては、ホテルの土地使用権を政府から付与され
た企業の株式を100%保有することにより、実質的に所有

� 知見知見知見知見のののの少少少少ないないないない国国国国へのへのへのへの新規参入新規参入新規参入新規参入のののの場合場合場合場合にはにはにはにはマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト（（（（MC））））方式方式方式方式でのでのでのでの進出進出進出進出もももも行行行行うがうがうがうが、、、、事業性事業性事業性事業性ありとありとありとありと

判断判断判断判断されたされたされたされた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、土地土地土地土地････建物建物建物建物のののの持分取得持分取得持分取得持分取得にににに動動動動くくくくケースケースケースケースがががが多多多多いいいい

（（（（事例事例事例事例））））

• モルジブ進出の際、04年にMC契約を締結したが、その成長ポテンシャルを踏まえ、05年に70％の持分を取得

• インドバンガロールにMC契約で進出時、シャングリラ関係者は「2年内にプレゼンス確立したら直接投資を実
施」と発言

（（（（参考参考参考参考））））
他外資系他外資系他外資系他外資系チェーンチェーンチェーンチェーン
ののののエントリーエントリーエントリーエントリー形式形式形式形式

� マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・コントラクトコントラクトコントラクトコントラクト(MC)方式方式方式方式をををを多用多用多用多用

• 土地･建物の所有者（デベロッパー、ファンド等）がホテルチェーンと契約（マネジメント・コントラクト）を締結し、ホ
テル施設の管理・運営を委託

− 管理運営委託契約であるため、所有者（又はその子会社であるホテル経営会社）からホテルチェーンに対して、
運営委託料が支払われる

− ホテルチェーンは、初期投資を負担せず直接的な経営責任も負わないため低リスクだが、経営権がないため、
収益があがらない場合、所有者から短期的な収益改善の狙った施策を押し付けられることも多い

• 1970年代から、ローリスクで急拡大を行い得る手法として米国で発展し、ヒルトン、ハイアット、マリオット等多く

の欧米系ホテルチェーンが活用
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参考参考参考参考））））MC方式方式方式方式でのでのでのでの急速急速急速急速なななな拡大拡大拡大拡大によるによるによるによるサービスサービスサービスサービス品質低下品質低下品質低下品質低下のののの懸念懸念懸念懸念
MC方式方式方式方式によるによるによるによる急速急速急速急速なななな拡大拡大拡大拡大はははは、、、、短期的短期的短期的短期的なななな収益収益収益収益へのへのへのへの固執固執固執固執とととと人材不足人材不足人材不足人材不足をををを招招招招きききき、、、、サービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルのののの低下低下低下低下をををを招招招招いているいているいているいているケーケーケーケー

ススススがががが散見散見散見散見されるされるされるされる

大手欧米系大手欧米系大手欧米系大手欧米系
チェーンチェーンチェーンチェーン

� 多多多多くのくのくのくの欧米系欧米系欧米系欧米系チェーンチェーンチェーンチェーンではではではでは、、、、MC方式方式方式方式によるによるによるによる急速急速急速急速なななな拡大拡大拡大拡大はははは、、、、オーナーオーナーオーナーオーナーによるによるによるによる短期的短期的短期的短期的なななな収益収益収益収益へのへのへのへの執着執着執着執着とととと人材人材人材人材

不足不足不足不足をををを招招招招きききき、、、、サービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルがががが低下低下低下低下していてきるしていてきるしていてきるしていてきる

• “MC方式は、大きな投資を行わない反面、拡大をスピーディーに出来るメリットがある。しかし、経営権を
持つオーナーからすると儲からないと意味が無いため、必要なサービスレベルを削ってでも短期的な収益
を求めることが多い。さらに、急速な拡大は、十分な人材を確保出来ないまま地域展開することを招き、全
体としてサービス品質を落としてきているように見受けられる”

• “例えば、インターコンチネンタルでは、 10年前までは最年少の総支配人でも10年以上の実務経験を積
んだ35、36歳であったが、最近では急速な膨張に伴って人材不足が深刻のようで、実務経験がほとんど
ない25、26歳の総支配人も出てきている”

• “ホテルのサービスレベルは、教育プログラムによってある程度の向上は可能であるが、やはり施設運営
の責任者である総支配人の力量に拠るところが大きい”

（ホテル経営専門誌記者へのインタビュー）

� 他方他方他方他方、、、、シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラはははは、、、、急速急速急速急速なななな拡大拡大拡大拡大よりもよりもよりもよりも安定的安定的安定的安定的なななな経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの構築構築構築構築にににに重重重重きをきをきをきを置置置置くことでくことでくことでくことで、、、、サービスレベルサービスレベルサービスレベルサービスレベルのののの
低下低下低下低下をををを回避回避回避回避しているしているしているしている

• “シャングリラは、オーナー（ロバート・クォク）自身が、アジアの諸地域に根を張りながら堅実に成長してい
くことを志向しており、所有直営方式をとり、彼のコミットが出来ないスピードでの成長は行わない”

• “結果、欧米系のホテルチェーンのサービスレベルの低下を示す事例は何度も見聞きしているが、シャン
グリラのサービスが悪化したとの話は、現状聞こえてこない”

（ホテル経営専門誌記者へのインタビュー）

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ
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③③③③サービスサービスサービスサービス
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラはははは、、、、サービスサービスサービスサービス原則原則原則原則にもとづいたにもとづいたにもとづいたにもとづいた体系的体系的体系的体系的なななな研修研修研修研修プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム））））をををを各現地各現地各現地各現地ののののホテホテホテホテ
ルルルルでででで徹底教育徹底教育徹底教育徹底教育するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、職位職位職位職位ややややポジションポジションポジションポジションにににに応応応応じたじたじたじた集中集中集中集中トレーニングトレーニングトレーニングトレーニングをををを専門教育機関専門教育機関専門教育機関専門教育機関（（（（シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー））））にににに
てててて行行行行っているっているっているっている

以下以下以下以下、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの詳細詳細詳細詳細につきにつきにつきにつきレビューレビューレビューレビュー

③③③③----1111：：：：サービスサービスサービスサービス原則原則原則原則

• 企業理念企業理念企業理念企業理念にににに基基基基づくづくづくづく、、、、バリューバリューバリューバリュー、、、、ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、ミッションミッションミッションミッション、、、、
行動原理行動原理行動原理行動原理よりよりよりより定義定義定義定義

−理念
−5つのコア・バリュー

−ビジョン
−ミッション
−8つの行動原理

③③③③----2222：：：：現地現地現地現地のののの各各各各ホテルホテルホテルホテルによるによるによるによる研修研修研修研修

• 本部本部本部本部がががが策定策定策定策定したしたしたした「「「「シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる4段段段段

階階階階のののの研修研修研修研修プログラムプログラムプログラムプログラムをををを徹底教育徹底教育徹底教育徹底教育

（シャングリラ・ケア）

−シャングリラ・ケア1：思いやりの姿勢

−シャングリラ・ケア2：顧客からの信頼の獲得

−シャングリラ・ケア3：ミスからの顧客の信頼回復

−シャングリラ・ケア4：主体者意識に基づく顧客満足度の向上

③③③③----3333：：：：専門教育機関専門教育機関専門教育機関専門教育機関によるによるによるによる研修研修研修研修

• 専門の教育機関シャングリラ･アカデミー（中国）にて、各職位、
ポジション向けの集中的なトレーニング

（主なプログラム内容）

−スタッフレベル向けのサービスレベル向上プログラム

−中間管理職向けのホテル運営レベル向上プログラム

−幹部候補向けの長期インテンシブプログラム

＋＋＋＋
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③③③③-1：：：：サービスサービスサービスサービス原則原則原則原則
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラののののサービスサービスサービスサービス原則原則原則原則はははは、、、、理念理念理念理念、、、、5555つのつのつのつのコアコアコアコア････バリューバリューバリューバリュー、、、、ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、ミッションミッションミッションミッション、、、、及及及及びびびび8888つのつのつのつの行動原理行動原理行動原理行動原理にてにてにてにて構成構成構成構成されるされるされるされる

• 敬う (Respect)

• 謙虚 (Humility)

• 役立ち (Helpfulness)

• 礼儀 (Courtesy)

• 誠実 (Sincerity)

• 対顧客対顧客対顧客対顧客・・・・対同僚双方対同僚双方対同僚双方対同僚双方にににに共通共通共通共通するするするする原理原理原理原理

− 結果に結びつくリーダーシップに努める

− 自らのホテル及び会社全体の資金面での成功にコミットする

− すべての関係において正直かつ思いやりと品位をもって接する

− 施策及び手続を、顧客と従業員双方に配慮したものとする

− 環境に優しく、また、顧客と従業員に安全と安心を提供する

• 顧客顧客顧客顧客にににに接接接接するするするする際際際際のののの原理原理原理原理

− 顧客からの信頼度がビジネスのキー･ドライバーと心得る

− 意思決定が顧客の目の前で行われるようにする

• 同僚同僚同僚同僚にににに接接接接するするするする際際際際のののの原理原理原理原理

− 従業員が、個人的又は職務上の目標を達成できる環境を作る

5つのつのつのつの
コアコアコアコア・・・・バリューバリューバリューバリュー

8つのつのつのつの

行動原理行動原理行動原理行動原理

理念理念理念理念
• 人人人人へのへのへのへの思思思思いやりからいやりからいやりからいやりから生生生生まれるまれるまれるまれるシャングリラシャングリラシャングリラシャングリラのおもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなし

(Shangri-La Hospitality from caring people)

内容内容内容内容

ビジョンビジョンビジョンビジョン • 顧客顧客顧客顧客、、、、従業員従業員従業員従業員、、、、株主及株主及株主及株主及びびびびビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・パートナーパートナーパートナーパートナーにとってのにとってのにとってのにとっての第一第一第一第一のののの選択肢選択肢選択肢選択肢

ミッションミッションミッションミッション • 顧客顧客顧客顧客にににに、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会にににに喜喜喜喜んでいただくんでいただくんでいただくんでいただく

サービスサービスサービスサービス原則原則原則原則



82

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

③③③③-2：：：：現地現地現地現地のののの各各各各ホテルホテルホテルホテルによるによるによるによる研修研修研修研修（（（（内容内容内容内容））））
教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア・・・・プログラムプログラムプログラムプログラム））））はははは、、、、シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア1111～～～～4444とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる4444段階段階段階段階ののののワークショップワークショップワークショップワークショップによってによってによってによって
構成構成構成構成されるされるされるされる

• 5つのつのつのつのコアコアコアコア････バリューバリューバリューバリューのののの学習学習学習学習をををを通通通通
じてじてじてじて、、、、企業理念企業理念企業理念企業理念であるであるであるである思思思思いやりをいやりをいやりをいやりを
基本基本基本基本とするとするとするとする姿勢姿勢姿勢姿勢をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる

• 滞在中滞在中滞在中滞在中のののの顧客顧客顧客顧客にににに喜喜喜喜んでもらいんでもらいんでもらいんでもらい、、、、
信頼信頼信頼信頼をををを獲得獲得獲得獲得するするするする方法方法方法方法をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる

• ミスミスミスミスがががが発生発生発生発生したしたしたした際際際際にににに顧客顧客顧客顧客のののの信頼信頼信頼信頼をををを回回回回
復復復復するするするする方法方法方法方法をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる

• 自自自自らがらがらがらが主体者意識主体者意識主体者意識主体者意識をををを持持持持ちちちち、、、、与与与与えられえられえられえられ
たたたた裁量裁量裁量裁量をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして顧客顧客顧客顧客のののの満足度満足度満足度満足度をををを
高高高高めるめるめるめる思考法思考法思考法思考法をををを習得習得習得習得させるさせるさせるさせる

• 5つのつのつのつのコアコアコアコア････バリューバリューバリューバリューをををを、、、、日常日常日常日常のののの具体的具体的具体的具体的なななな業務業務業務業務とととと関連関連関連関連づけてづけてづけてづけて教育教育教育教育

− ロール･プレイング・ゲーム「ホーム・ビジット・エクササイズ」により、
5つのコア･バリューに則った行動についての理解を深める（ex.友
人が自宅を訪問した際に友人を心地よくするためにとる行動を、ブ
レインストーミングを通じてリスト化し、顧客に対し適用

• 5つのつのつのつの点点点点をををを注意注意注意注意してしてしてして顧客顧客顧客顧客にににに喜喜喜喜んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう手法手法手法手法をををを教育教育教育教育

− 全力を傾けること

− 顧客を初対面時だけでなく、毎回喜ばせること

− 決して「NO」と言わず、柔軟な対応をとること

− 顧客の要望を予測し、迅速に対応すること

− 顧客一人一人のニーズを把握すること

• 信頼回復信頼回復信頼回復信頼回復までのまでのまでのまでのプロセスプロセスプロセスプロセスをををを5555段階段階段階段階にににに分分分分けてけてけてけて教育教育教育教育

− 顧客の意見に耳を傾ける（Listen）

− 顧客に対し謝罪する（Apologize）

− 問題となっている状況を復旧させる（Fix the Problem）

− 全力を傾ける（Go the Extra Mile）

− フォローアップを行う（Follow up）

• 主体者意識主体者意識主体者意識主体者意識をををを「「「「SELFSELFSELFSELF」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる4444要素要素要素要素にににに分分分分けてけてけてけて教育教育教育教育

− 関与の姿勢を示す（Show commitment）

− 積極的にイニシアチブをとる（Eager to take initiative）

− 他の従業員も含めリードする（Lead ourselves）

− 情熱を傾ける（Filled with passion）

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア1111

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア2222

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア3333

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケア4444

研修研修研修研修のののの目的目的目的目的 研修研修研修研修のののの内容内容内容内容
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③③③③-2：：：：現地現地現地現地のののの各各各各ホテルホテルホテルホテルによるによるによるによる研修研修研修研修（（（（プロセスプロセスプロセスプロセス（（（（1/2））））））））
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケアはははは、、、、各各各各ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの事前事前事前事前にににに評価用評価用評価用評価用のののの調査調査調査調査にににに加加加加ええええ、、、、各各各各ホテルホテルホテルホテルののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントからからからから講師担当者講師担当者講師担当者講師担当者にににに至至至至
るまでるまでるまでるまで、、、、方針方針方針方針やややや内容内容内容内容をををを徹底徹底徹底徹底するするするする

• 研修後研修後研修後研修後のののの効果測定効果測定効果測定効果測定のためにのためにのためにのために、、、、本社本社本社本社がががが研修対象研修対象研修対象研修対象のののの全従業員全従業員全従業員全従業員にににに事前事前事前事前ののののアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施

− 直接の研修内容以外も含めた幅広いアンケート調査を実施しホテル別に点数化

� 俸給・福利厚生、勤務評定、研修・教育、勤務状況、シャングリラのイメージ、コミュニケーション、職場の組
織と生産性、役員会、経営手法、監督法、現場への権限委譲など

• 各各各各ホテルホテルホテルホテルのののの幹部幹部幹部幹部へへへへ1日日日日ののののワークショップワークショップワークショップワークショップによりによりによりにより方針方針方針方針をををを通達通達通達通達

• 各各各各ホテルホテルホテルホテルのののの副支配人副支配人副支配人副支配人、、、、HR部長部長部長部長へへへへ2日日日日ののののワークショップワークショップワークショップワークショップによりによりによりにより研修研修研修研修のののの詳細詳細詳細詳細をををを説明説明説明説明

− 副支配人及びHR部長を「マスター・トレーナー」に指名

− 部下への教育方法につき指示

� 研修の際に用いられる教材（コミュニケーション・キット）を配布
（講師用ガイド、プログラムの概要、説明用スライド、理解度測定テスト、想定問答集、詳細説明用資料）

• 研修研修研修研修をををを実施実施実施実施するするするする各各各各ホテルホテルホテルホテルでででで、、、、研修研修研修研修のののの講師役講師役講師役講師役をををを指名指名指名指名

− 12名を「トレーナー」に指定するとともに、分担して全従業員に対し研修を実施する旨指示

� 講師は以下の2基準にしたがって指名

− 部下の人数

− 講師役としてのプレゼン能力・コミュニケーションスキル

• 講師担当者講師担当者講師担当者講師担当者にににに研修研修研修研修のののの内容内容内容内容をををを説明説明説明説明

− 研修の内容、具体的な進め方、注意点などを指導

内容内容内容内容
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③③③③-2：：：：現地現地現地現地のののの各各各各ホテルホテルホテルホテルによるによるによるによる研修研修研修研修（（（（プロセスプロセスプロセスプロセス（（（（2/2））））））））
さらにさらにさらにさらに、、、、研修実施後研修実施後研修実施後研修実施後にはにはにはには、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、研修内容研修内容研修内容研修内容をををを評価評価評価評価してしてしてしてプログラムプログラムプログラムプログラム内容内容内容内容のののの

• 各各各各ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの教材教材教材教材にしたがってにしたがってにしたがってにしたがって教育教育教育教育

• 新規開業時新規開業時新規開業時新規開業時はははは、、、、他他他他ののののホテルホテルホテルホテルからからからから派遣派遣派遣派遣されたされたされたされたトレーナートレーナートレーナートレーナーによりによりによりにより、、、、開業前後開業前後開業前後開業前後のののの6666かかかか月間月間月間月間ででででシャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・ケアケアケアケアのののの全全全全
4444ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを実施実施実施実施

− 開業2～3ヶ月前から開業2週間前まで、ケア1と2を実施

− 開業2週間前から開業まで、開業後と全く同様の状況下でのシミュレーションを実施

� 当初、社員同士で行った後、顧客を招待して最終シミュレーションを行う

− 開業後の2～3ヶ月間でケア3と4を実施

• 不定期不定期不定期不定期ににににマスターマスターマスターマスター・・・・トレーナートレーナートレーナートレーナーががががワークショップワークショップワークショップワークショップにににに参加参加参加参加しししし、、、、プログラムプログラムプログラムプログラムがががが正正正正しくしくしくしく実施実施実施実施されているかをされているかをされているかをされているかをチェックチェックチェックチェック

• 事前調査事前調査事前調査事前調査とととと同内容同内容同内容同内容ののののアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査によってによってによってによって得点化得点化得点化得点化することですることですることですることで、、、、プログラムプログラムプログラムプログラムのののの効果効果効果効果をををを測定測定測定測定しししし、、、、プログラムプログラムプログラムプログラム内容内容内容内容
のののの改善改善改善改善へへへへ反映反映反映反映

内容内容内容内容
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③③③③-3：：：：専門教育機関専門教育機関専門教育機関専門教育機関によるによるによるによる研修研修研修研修
さらにさらにさらにさらに、、、、研修実施後研修実施後研修実施後研修実施後にはにはにはには、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、研修内容研修内容研修内容研修内容をををを評価評価評価評価してしてしてしてプログラムプログラムプログラムプログラム内容内容内容内容のののの

� 90年代後半年代後半年代後半年代後半よりよりよりより、、、、ホテルホテルホテルホテル数拡大数拡大数拡大数拡大にににに伴伴伴伴うううう

人員不足人員不足人員不足人員不足がががが将来将来将来将来のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして浮上浮上浮上浮上

• 当時の計画は、中国のホテル数は04
年から08年にかけて、16軒から29軒へ
とほぼ倍増

• 中国のホテルの従業員数も04年の1万
人から08年の1.9万人へと増大

� 多多多多くのくのくのくの人員人員人員人員にににに対対対対しししし、、、、効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに
シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラののののサービスサービスサービスサービス・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードをををを
教育教育教育教育できるできるできるできる施設施設施設施設のののの設立設立設立設立をををを決定決定決定決定

� 2004年年年年12月月月月、、、、北京郊外北京郊外北京郊外北京郊外にににに「「「「シャングリシャングリシャングリシャングリ

ララララ････アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー」」」」設立設立設立設立

• さらに、2008年12月、マカオに隣接す

る広東省珠海市にある中山大学キャン
パス内に移転

� 全世界全世界全世界全世界のののの従業員従業員従業員従業員をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、職務職務職務職務・・・・地位地位地位地位にににに応応応応じたじたじたじた専門的専門的専門的専門的なななな教育教育教育教育をををを実施実施実施実施

シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・アカデミーアカデミーアカデミーアカデミーのののの
設立経緯設立経緯設立経緯設立経緯 シャングリラシャングリラシャングリラシャングリラ・・・・アカデミーアカデミーアカデミーアカデミーのののの研修内容研修内容研修内容研修内容

• 過程：5種（西洋料理の調理、料理・飲物のサービス、フロント運営、

ハウスキーピング）

• 期間：アカデミーでの講義4週間＋ホテルでのOJT4週間

• 対象：中国を中心とする全世界のホテルスタッフ20名前後

• 言語：英語（中国語の通訳付）

• 特典：修了者には修了証書が授与され、人事考課に反映

• 過程：ホスピタリティーマネジメント（ホテル業務の運営全般、
チームビルディング、人材育成等）

• 期間：アカデミーでの講義8週間＋ホテルでのOJT6ヶ月

• 対象：全世界のホテルの部門長又は副部門長30名前後

• 言語：英語

• 全世界のホテルから選抜された、高いポテンシャルを有すると
認められた人員のみが受講可能なプログラム

• 部長クラス以上、部門長クラス、ジュニアスタッフクラスの3過程が
あり、受講者はそれぞれ18ヶ月、12ヶ月、18ヶ月の長期にわたって
トレーニングを受講

• ホテルの全業務につきトレーニングを受けるほか、受講者個人の
意向に合わせ、プログラム内容がカスタマイズ

• 修了者は、他の従業員よりも速いスピードで昇進

スタッフスタッフスタッフスタッフのののの
プログラムプログラムプログラムプログラム

中間管理職中間管理職中間管理職中間管理職
ののののプログラムプログラムプログラムプログラム

幹部養成幹部養成幹部養成幹部養成
ののののプログラムプログラムプログラムプログラム
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出所出所出所出所

• Shangri-La IR資料
• Shangri-La ホームページ<http://www.shangri-la.com/en> 
• Shangri-La Hotels and Resorts – Achieving Service Leadership (Centre for Asian Business Cases (University of Hong 

Kong), Business Case)
• Shangri-La Hotels (Harvard Business School, Business Case)
• 「シャングリ・ラ ホテル 東京」大解剖（月刊ホテル旅館2009年5月号）

• ホテル・ビジネス・ブック（仲谷秀和、杉原淳子、森重喜三雄著、中央経済社）
• 基本ホテル経営教本（鈴木博、大庭祺一郎著、柴田書店）
• 新版ホテル事業論（作古貞義著、柴田書店）
• ホテルマネジメント（財団法人日本ホテル教育センター編）
• ホテル経営に関する有識者へのインタビュー
• ホテル雑誌関係者へのインタビュー
• Osiris（企業の財務情報のオンラインデータベース）
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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Vodafoneのののの概要概要概要概要
積極的積極的積極的積極的ななななM&Aととととグループグループグループグループ企業間企業間企業間企業間ののののシナジーシナジーシナジーシナジーのののの追求追求追求追求によりによりによりにより過去過去過去過去10年間以上年間以上年間以上年間以上にわたりにわたりにわたりにわたり売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長率成長率成長率成長率をををを

維持維持維持維持するするするする世界最大世界最大世界最大世界最大のののの携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社

財務財務財務財務

� 90年代年代年代年代からからからから00年代年代年代年代にかけにかけにかけにかけ、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい率率率率でででで成長成長成長成長

• 売上：588億ドル、売上CAGR(1991～2008)：27%

• 純利益：44億ドル、純利益CAGR(1991～2008）：17%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界世界世界世界33かかかか国国国国のののの携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社のののの持分持分持分持分をををを所有所有所有所有

• 提携関係にある携帯電話会社の展開する国・地域52を足すと、全世界85の国・地域に携帯端末・サービスを提供
（（（（09年年年年11月現在月現在月現在月現在のののの進出国進出国進出国進出国））））

• 欧州17カ国：仏、独、伊、スペイン、オランダ、ポルトガル、ハンガリー、チェコ、ポーランド、トルコ等

• 米州：1カ国（米国）

• アジア大洋州5カ国：中国、インド、豪州、NZ、フィジー

• 中東・アフリカ10カ国：バーレーン、カタール、エジプト、南アフリカ、ガーナ、ケニヤ等

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 90年代年代年代年代まではまではまではまでは、、、、“Bigger is Better strategy“にににに基基基基づきづきづきづき、、、、M&Aをををを積極活用積極活用積極活用積極活用しししし海外海外海外海外へへへへフットプリントフットプリントフットプリントフットプリントをををを拡大拡大拡大拡大

• まだ多くの国で携帯電話事業が黎明期である時期に海外へ積極的に進出

− 1985年の英国での携帯電話事業開始の僅か2年後の1987年に海外進出開始

− マイノリティーで出資し、英国で培った技術・ノウハウを出資先に移転し、サービス・商品のバリューアップして
キャッシュを獲得しながら、さらなる海外進出を繰り返した

� 00年代年代年代年代よりよりよりより、、、、出資先出資先出資先出資先のののの持分持分持分持分をををを高高高高めてめてめてめて経営権経営権経営権経営権をををを獲得獲得獲得獲得しししし、、、、経営管理経営管理経営管理経営管理のののの基盤基盤基盤基盤をををを強化強化強化強化。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、本社本社本社本社へへへへグループグループグループグループ横断機能横断機能横断機能横断機能のののの

設置設置設置設置しししし、、、、グループグループグループグループ間間間間シナジーシナジーシナジーシナジーをををを追求追求追求追求

• これまで地域別であった本社の組織構造に、グループ（地域）横断機能を有する部署を新設

− コーポレート主導の下、携帯端末、ITシステム、調達等を共通化することによりスケール・メリットを享受

− 各地域で開発された技術・サービスを、本社が吸い上げ横展開

創設創設創設創設

� 1984年年年年にににに創設創設創設創設されたされたされたされた世界最大世界最大世界最大世界最大のののの携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社携帯電話事業会社

• 1984年に英国の防衛機器メーカーの子会社として創設

• 1991年にVodafone Groupとして独立し、積極的なM&Aにより売上ベースで世界最大の携帯電話事業会社に成長
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
Vodafoneはははは、、、、2000年代年代年代年代よりよりよりより売上売上売上売上・・・・利益利益利益利益のののの高下高下高下高下がががが見見見見られるがられるがられるがられるが、、、、90年代年代年代年代からみるとからみるとからみるとからみると売上売上売上売上はははは急成長急成長急成長急成長をををを遂遂遂遂げているげているげているげている

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

40%40%40%40% 9%9%9%9%

売上高年平均成長率

出所：Osiris

（単位
10億ドル）

（単位
10億ドル）
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海外展開海外展開海外展開海外展開のののの変遷変遷変遷変遷（（（（主要国主要国主要国主要国））））
90年代前半年代前半年代前半年代前半にににに旧英植民地旧英植民地旧英植民地旧英植民地、、、、後半後半後半後半にににに欧州欧州欧州欧州へへへへ進出進出進出進出。。。。さらにさらにさらにさらに00年頃年頃年頃年頃よりよりよりよりアジアアジアアジアアジア、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、東欧東欧東欧東欧などへもなどへもなどへもなどへも進出進出進出進出

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

旧英植民地展開旧英植民地展開旧英植民地展開旧英植民地展開
（（（（90年代前半年代前半年代前半年代前半））））

アジアアジアアジアアジア、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、
東欧展開東欧展開東欧展開東欧展開

（（（（00年代年代年代年代～）～）～）～）

南アフリカ（1993~、後レソト、タンザニア、モザンビーク、コンゴ（民）にも展開）

アルバニア（2001～）

インド（1994～2003、2004～）

オーストラリア（1992～）

ポーランド（1996～）

ポルトガル（1999～）

米国（1999～）

イタリア（2000～）

オランダ（1997～）

アイルランド（2000～）

ドイツ（1999～）

中国（2000～）

ルーマニア（1996～）

ギリシャ（1992～）

トルコ（2006～）

チェコ（2005～）

フランス（2002～）

マルタ（1990～）

スペイン（2000～）

英国（1984～）

エジプト（1998～、後、バーレーン、カタールにも展開）

ニュージーランド（1997～）

フィジー（1993～）

ハンガリー（1999～）

ケニヤ（2000～）

ガーナ（2008～）

スウェーデン（1991～2006）

韓国（1999～2001）

日本（2001～2006）

メキシコ（2001～2003）

欧州展開欧州展開欧州展開欧州展開
（（（（90年代後半年代後半年代後半年代後半））））
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Vodafoneのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
自社携帯電話自社携帯電話自社携帯電話自社携帯電話サービスサービスサービスサービス・・・・商品商品商品商品のののの世界標準化世界標準化世界標準化世界標準化をををを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げげげげ、、、、本社本社本社本社のののの強強強強いいいいイニシアティブイニシアティブイニシアティブイニシアティブのののの下下下下、、、、統一統一統一統一されたされたされたされた商品商品商品商品、、、、ブランブランブランブラン
ドドドド、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティングによるによるによるによるコストコストコストコスト削減及削減及削減及削減及びびびび海外海外海外海外でででで得得得得られたられたられたられた知見知見知見知見のののの発展発展発展発展・・・・横展開横展開横展開横展開によりによりによりにより、、、、競合優位性競合優位性競合優位性競合優位性のののの確立確立確立確立にににに注力注力注力注力

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

• 当初は、地元キャリア企業へマイノリティー出資し、十分な市場、競合環境と
自社の情況を調査、分析し、出資先の経営権獲得の是非を判断

• 経営権獲得後、まずは不採算事業のリストラなど経営基盤を強化し、次に端
末共通化、技術の導入、マーケティング統一化などを通じて、グループ間シナ
ジーを追求し、バリューアップする

活動内容活動内容活動内容活動内容

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

以降以降以降以降、、、、①①①①～～～～③③③③ををををレビューレビューレビューレビュー

ダイバーシティーダイバーシティーダイバーシティーダイバーシティー
をををを重視重視重視重視したしたしたしたマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

グローバルグローバルグローバルグローバル
シナジーシナジーシナジーシナジー
のののの追求追求追求追求

本社主導本社主導本社主導本社主導のののの
標準化標準化標準化標準化・・・・統一化統一化統一化統一化

本社主導本社主導本社主導本社主導のののの
現場現場現場現場のののの知見知見知見知見のののの

吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開

• 2001年、本社に5つのグローバル・

プロジェクトを設置し、携帯端末、IT
システム、調達、マーケティング、ソ
リューションの通化を推進

• 本社が主体となり、グループの知
見・技術を吸い上げ、発展・横展開
することにより、新サービス・商品を
開発し、競合優位性の確保を企図

本社主導本社主導本社主導本社主導でのでのでのでの
グループグループグループグループ間間間間

シナジーシナジーシナジーシナジーのののの追求追求追求追求

マイナーマイナーマイナーマイナー出資出資出資出資
によるによるによるによる様子見後様子見後様子見後様子見後

にににに本格参入本格参入本格参入本格参入

• 多国籍・多業種かつ経営からの独立が保証された取締役会が、世界標準
化戦略を推進

−メンバーの4割にあたる6名が外国籍

−メンバー14名のうち7割の10名が社外取締役

�社外取締役は、金融・会計・年金などビジネスとともに、アジア・アフリカ
のビジネストレンドに関する知見を有する人材を含む
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー
ボーダフォンボーダフォンボーダフォンボーダフォンはははは、、、、マイノリティーマイノリティーマイノリティーマイノリティー出資出資出資出資によるによるによるによる様子見様子見様子見様子見をしたをしたをしたをした後後後後、、、、本格出資本格出資本格出資本格出資をををを判断判断判断判断。。。。マジョリティーマジョリティーマジョリティーマジョリティー出資後出資後出資後出資後はははは、、、、まずまずまずまずノンコアノンコアノンコアノンコア
事業事業事業事業ののののリストラリストラリストラリストラなどなどなどなど経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその後後後後、、、、グループグループグループグループ間間間間シナジーシナジーシナジーシナジーをををを活活活活かしてかしてかしてかしてバリューアップバリューアップバリューアップバリューアップするするするする

具体的具体的具体的具体的
アクションアクションアクションアクション

目的目的目的目的

出資出資出資出資
形態形態形態形態

本格出資本格出資本格出資本格出資
のののの判断判断判断判断

様子見様子見様子見様子見 経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化 グループグループグループグループ間間間間シナジーシナジーシナジーシナジーのののの追求追求追求追求

• 市場、競合、自社（出資先）について
以下の内容を調査

−政府による外資投資規制

−市場の規模、成長性

−競争環境

−投資先の収益性・成長性

−投資先の技術水準、仕様、規格

• 出資先企業が、「Vodafoneの携

帯電話を世界標準とする」との目
標を達成するにあたり、経営権を
獲得するに足る会社であるかどう
かを判断する

• 携帯端末・サービスの共通化

• 技術・ベストプラクティスの
横展開

• ブランド/マーケティング共通化

• 共同購買

• ノンコア事業の切り離し

• モバイル事業の強化

−ノンコア事業リストラにより獲得
したキャッシュによる投資計画の
見直し等

• 抜本的なコスト削減

• Vodafoneにとって必要なモバイ

ル事業を強化（それ以外をリスト
ラ）し、その後のグループ間シナ
ジー追及を実現するための基盤
を作る

• グループ間シナジーを活かし、
技術面、コスト面において世界レ
ベルでの競合優位性を確立する

マイノリティーマイノリティーマイノリティーマイノリティー マジョリティーマジョリティーマジョリティーマジョリティー

該当国該当国該当国該当国
／／／／企業企業企業企業

• 米国（Verizon Wireless,45%)
• フランス（SFR, 44%)
• ポーランド（Plus, 24.4%）
• 中国（China Mobile, 3.2%)
• フィジー（Vodafone, 49%
• バーレーン（Zain, 6.25%
• カタール（Vodafone Qatar, 38.3%
• ケニヤ（Safaricom, 40%)

• 欧州：ドイツ、ギリシャ、イタリア、ハンガリー、トルコ等
• アジア大洋州：オーストラリア、ニュージーランド、インド
• アフリカ：南アフリカ、ガーナ
• 中東：エジプト
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（本社主導本社主導本社主導本社主導のののの標準化標準化標準化標準化・・・・統一化統一化統一化統一化））））
Vodafoneはははは、、、、2001年年年年ににににグループグループグループグループ企業間企業間企業間企業間ののののシナジーシナジーシナジーシナジーをををを最大化最大化最大化最大化するためするためするためするため、、、、 本社内本社内本社内本社内にににに5555つのつのつのつのテーマテーマテーマテーマにににに関関関関するするするするグローバルグローバルグローバルグローバル

組織組織組織組織をををを設立設立設立設立

各各各各プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト・・・・チームチームチームチームのののの機能機能機能機能

以降以降以降以降、、、、3)3)3)3)、、、、4)4)4)4)ををををレビューレビューレビューレビュー

CEO

COO

Group Products

&Service

1) Product 

Management

And Innovation

2) IT and 

Technology

Co-ordination

3)Supply

Chain

Management

4)Brand

Development 

And

Management 

5) Multinational

Account

Management

本社組織本社組織本社組織本社組織・・・・体制体制体制体制

2001年年年年ににににグループグループグループグループ間間間間シナジーシナジーシナジーシナジー追求追求追求追求のためののためののためののための

機能別組織機能別組織機能別組織機能別組織をををを本社本社本社本社にににに設立設立設立設立
1) Product 

Management

And Innovation

2) IT and 

Technology

Co-ordination

3) Supply

Chain

Management

4) Brand

Development 

And Management 

5) Multinational

Account

Management

• 携帯端末仕様の共通化による開発コス
ト、調達コストの削減

• ネットワークのハード・ソフト及びITシス
テムの統合によるシステム開発、運用
コストの削減

•グローバルソーシング等を通じた調
達コストの削減

• Vodafoneブランドに基づく統一的マー

ケティングによるグローバルブランドの
強化とマーケティング費用の削減

• 複数国に拠点を有する顧客に対する統
一的なソリューションの提供による、リテ
ンション強化
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3) Supply Chain Management
本社本社本社本社ののののGSCMGSCMGSCMGSCM部門部門部門部門がががが、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ソーシングソーシングソーシングソーシングをををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、専門部員専門部員専門部員専門部員をををを各地位会社各地位会社各地位会社各地位会社へへへへ派遣派遣派遣派遣しししし、、、、現地調達現地調達現地調達現地調達でのでのでのでの
サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー交渉交渉交渉交渉、、、、管理管理管理管理ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ移植移植移植移植をををを行行行行っているっているっているっている

ボードボードボードボード

GSCM部門部門部門部門
(Global Supply Chain Management））））

グループグループグループグループ
企業企業企業企業

（（（（英国英国英国英国））））

グループグループグループグループ
企業企業企業企業

（（（（ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｲﾂｲﾂｲﾂｲﾂ））））

グループグループグループグループ
企業企業企業企業

（（（（ｲﾀﾘｱｲﾀﾘｱｲﾀﾘｱｲﾀﾘｱ））））

サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー
（（（（中国外中国外中国外中国外））））

中国調達中国調達中国調達中国調達
センターセンターセンターセンター

サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー
（（（（中国中国中国中国））））

サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー
（（（（現地現地現地現地））））

Vodafoneグループグループグループグループ本社本社本社本社 • 役員会役員会役員会役員会とととと直結直結直結直結させさせさせさせ、、、、調達活動調達活動調達活動調達活動にににに関関関関するするするする意思決定意思決定意思決定意思決定をををを
迅速化迅速化迅速化迅速化

−月次の役員会で現状報告に加え、必要に応じて施
策の判断を行う

• 当月における調達活動に関連したコスト削減額、翌
月の予想コスト削減額を報告し、追加施策が必要な
場合は随時判断

• グループグループグループグループ横断横断横断横断でででで調達調達調達調達をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、強大強大強大強大ななななバーバーバーバー
ゲニングパワーゲニングパワーゲニングパワーゲニングパワーをををを発揮発揮発揮発揮

−一括調達の対象は、スケールメリットが大きいネット
ワーク、IT、及び共通化が進められる通信インフラ
（基地局）、端末など

• またまたまたまた、、、、調達量増加調達量増加調達量増加調達量増加がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる中国中国中国中国ではではではでは、、、、独立独立独立独立してしてしてして
調達調達調達調達センターセンターセンターセンターをををを設置設置設置設置しししし、、、、交渉交渉交渉交渉

•GSCM部員部員部員部員ががががグループグループグループグループ企業内企業内企業内企業内にににに入入入入りりりり、、、、サプライヤーサプライヤーサプライヤーサプライヤー

とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉、、、、管理管理管理管理ののののノウハウノウハウノウハウノウハウのののの落落落落としこみとしこみとしこみとしこみ

• 現地調達現地調達現地調達現地調達のののの方方方方がががが安価安価安価安価なななな物資物資物資物資をををを峻別峻別峻別峻別しししし、、、、調達活動調達活動調達活動調達活動のののの
サポートサポートサポートサポート

−各グループ企業が個別に調達するのは、基地局の
据付サービス、物流センターにおける配送サービス
など

GSCM部員
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4) Brand Development And Management 
本社本社本社本社ののののグローバルマーケティンググローバルマーケティンググローバルマーケティンググローバルマーケティング部門部門部門部門がががが、、、、ブランドブランドブランドブランド、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング施策施策施策施策、、、、広告代理店交渉広告代理店交渉広告代理店交渉広告代理店交渉までをまでをまでをまでを一元管理一元管理一元管理一元管理

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング組織体制組織体制組織体制組織体制 マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング方針方針方針方針

• 本社本社本社本社ににににグローバルマーケティンググローバルマーケティンググローバルマーケティンググローバルマーケティング部門部門部門部門をををを
設置設置設置設置しししし、、、、グループグループグループグループ横断横断横断横断でのでのでのでの施策施策施策施策をををを検討検討検討検討

−ブランドのコンセプト作りや、キャンペーン
の検討、広告代理店（グローバル統一）と
の交渉などを一元管理し、各国の実行部
隊へ落とし込む

グローグローグローグロー
バルバルバルバル

ブランドブランドブランドブランド
のののの統一統一統一統一

マーケマーケマーケマーケ
ティングティングティングティング
のののの統一統一統一統一

• 2段階段階段階段階でのでのでのでのVodafone化化化化
−買収後しばらくは、買収先のブランドにVodafoneをプラ

スして馴染ませる
−その後、Vodafoneのみとする

（例）イタリア
• 買収前：Omnitel Pronto
• 2001年（買収時）：Omnitel Vodafone
• 2003年： Vodafone Italia

• 統一統一統一統一キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのののの展開展開展開展開
−「How are you?」(2001~2005)
• 9カ国のテレビ、映画、雑誌等で展開
−「Power to you」
• 2006年より、欧州を中心に展開
• 世界的世界的世界的世界的ななななスポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・イベントイベントイベントイベントへのへのへのへの協賛協賛協賛協賛
−F1のマクラーレン・メルセデス・チームに対するスポン
サー（2007～）

ローカルローカルローカルローカル
マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

• 一部一部一部一部のののの市場用市場用市場用市場用のののの新新新新サービスサービスサービスサービス・・・・商品商品商品商品をををを投入投入投入投入するするするする際際際際にはにはにはには、、、、
独自独自独自独自ののののマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングをををを実施実施実施実施

−インドのグループ会社、Vodafone Essarが、2008年、携
帯電話のBGM機能、電話転送機能などを導入した際、
独自キャラクター「ZooZoos」によるキャンペーンを展開
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（現場現場現場現場のののの知見知見知見知見のののの吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開））））
グループグループグループグループ横断横断横断横断のののの戦略部門戦略部門戦略部門戦略部門、、、、R&D部門部門部門部門がががが各国各国各国各国のののの知見知見知見知見をををを吸上吸上吸上吸上げげげげ、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル施策施策施策施策としてとしてとしてとして横展開横展開横展開横展開させているさせているさせているさせている

CEO

Europe
Group
R&D

Group Strategy 
And  Business
Improvement

England
R&D

German
R&D

CEO

Europe
Group
R&D

Group Strategy 
And  Business
Improvement

Japan
R&D

Vodafone

グループグループグループグループ本社本社本社本社

Vodafone

グループグループグループグループ本社本社本社本社

「「「「ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」上上上上のののの施策施策施策施策 「「「「技術技術技術技術」」」」上上上上のののの施策施策施策施策

本社本社本社本社ののののグループグループグループグループ戦略部門戦略部門戦略部門戦略部門ががががグループグループグループグループ横断的横断的横断的横断的なななな施策施策施策施策のののの
検討検討検討検討ととととビジネスビジネスビジネスビジネス上上上上のののの各国知見各国知見各国知見各国知見のののの吸上吸上吸上吸上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開

本社本社本社本社ののののグループグループグループグループR&DR&DR&DR&D部門部門部門部門ががががグループグループグループグループ横断的横断的横断的横断的なななな施策施策施策施策のののの
検討検討検討検討とととと技術上技術上技術上技術上のののの各国知見各国知見各国知見各国知見のののの吸上吸上吸上吸上げとげとげとげと横展開横展開横展開横展開

・・・
England

経営

German

経営

Japan

経営 ・・・
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（現場現場現場現場のののの知見知見知見知見のののの吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開：：：：事例事例事例事例①①①①））））
Vodafone Live!はははは、、、、グループグループグループグループ本社本社本社本社がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、J-Phoneののののサービスサービスサービスサービスのののの吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ、、、、横展開横展開横展開横展開

• J-Phoneののののサービスサービスサービスサービスのののの吸上吸上吸上吸上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開

−Vodafoneは01年に日本のJ-Phoneを買収

−当時、J-Phoneが開発していた携帯電話によるインターネット接続サービス「J-Sky」を活用、発展

−02年より欧州をはじめとする各国にて、Vodafone Live!サービスの提供を開始

• グループグループグループグループR&D部門部門部門部門のののの吸上吸上吸上吸上げとげとげとげとグループグループグループグループ戦略部門戦略部門戦略部門戦略部門によるによるによるによる横展開横展開横展開横展開のののの実施実施実施実施

−J-Skyの技術に基づくVodafone Live!サービスの開発は、Group Research & Developmentが主導したとみられる

• 日本に当時あったR&D機関に蓄積されていたJ-Skyに関する技術をGroup R&Dが吸い上げ、J-Skyの技術を応用したVodafone 
Live!の技術を開発

−そして、Vodafone Live!の技術の世界展開は、Group Strategyの主導により決定されたものと想定される

• Group Strategyのヘッドが主催するGroup R&Dのステアリング・コミティーにおいて、Vodafone Live!の横展開を決定

事例事例事例事例（（（（Vodafone Live!））））
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（現場現場現場現場のののの知見知見知見知見のののの吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ・・・・横展開横展開横展開横展開：：：：事例事例事例事例②②②②））））
3Gではではではでは、、、、日本日本日本日本でのでのでのでの開発開発開発開発ををををグローバルグローバルグローバルグローバル・・・・チームチームチームチームがががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなりグループグループグループグループ全体全体全体全体のののの世界標準化世界標準化世界標準化世界標準化をををを促進促進促進促進

• 2003年2月、日本において、携帯端末仕様が異なるJ-Phone（当時。のちボーダフォン）と他の
Vodafoneグループの間で、端末の部品・ソフトを共通化し、共同調達体制を整えることを目的と
した「プロジェクトTSUNAMI」が発足

• 2003年4月、J-Phone（当時）が、GSMと3Gのサービス統合を開始

3Gのののの世界標準端末策定世界標準端末策定世界標準端末策定世界標準端末策定ののののプロセスプロセスプロセスプロセス

• 日本での動きを踏まえ、本社が開発チーム約5名を2年の任期で東京に派遣。日本の開発チームと

共同開発チームを結成

− 端末仕様を共通化する上でのボトルネックとなる課題（GSMと3Gの統合）に関する知見が

蓄積されていた日本に、本国からチームを送り込み協働させることにより、迅速に世界標準の仕
様を策定

• 共同開発チームが、GSMにも対応する3G端末の仕様書を作成

• 2003年10月、グローバルのCOOが来日し、ノキア、モトローラ、サムスン、日本メーカーと

ミーティング

– 2004年10月以降、GSMと3G双方に対応できる携帯端末をボーダフォンの世界標準とする旨

表明

– 上記戦略とともに、共通仕様を公開し、メーカーに対し端末の開発を依頼



99

©2009 A.T. KEARNEY K.K.  All Rights Reserved.  禁無断転載・複製

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制（（（（人材人材人材人材のののの活用活用活用活用））））
多国籍多国籍多国籍多国籍、、、、他業種他業種他業種他業種ののののバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドをををを持持持持つつつつ役員構成役員構成役員構成役員構成とととと社外取締役多用社外取締役多用社外取締役多用社外取締役多用によりによりによりにより、、、、様様様様々々々々なななな視点視点視点視点からのからのからのからの客観的客観的客観的客観的なななな企業運営企業運営企業運営企業運営
をををを可能可能可能可能としとしとしとし、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル経営経営経営経営をををを支支支支えているえているえているえている

ボーダフォンボーダフォンボーダフォンボーダフォンのののの取締役会取締役会取締役会取締役会のののの構成構成構成構成

英
国
籍

英
国
籍

英
国
籍

英
国
籍
（（（（８８８８
名名名名
））））

Andy Halford

•CFO

Vittorio Colao

•イタリアイタリアイタリアイタリア国籍国籍国籍国籍
•CEO

Michel Combes

•仏国籍仏国籍仏国籍仏国籍
•欧州統括欧州統括欧州統括欧州統括

Steve Pusey

•米国籍米国籍米国籍米国籍
•CTO

外
国
籍

外
国
籍

外
国
籍

外
国
籍
（（（（６６６６
名名名名
））））

John Bond

•元元元元HSBCのののの
CEO・・・・議長議長議長議長

John Buchanan

•元元元元BPののののCFO

Alan Jebson

•元元元元HSBCのののの
COO

Anthony 

Watson

•現現現現マークスマークスマークスマークス＆＆＆＆スペスペスペスペ
ンサーンサーンサーンサー年金信託議年金信託議年金信託議年金信託議
長長長長

Simon 

Murray

•元元元元ハチソンハチソンハチソンハチソン・・・・ワワワワ
ンポアンポアンポアンポア社長社長社長社長
•アジアアジアアジアアジアにににに知見知見知見知見

Philip Yea

•元元元元3iグループグループグループグループ
（（（（PEファンドファンドファンドファンド））））
CEO

Nick Land

•元元元元アーンストアーンストアーンストアーンスト
＆＆＆＆ヤングヤングヤングヤング社社社社
長長長長・・・・議長議長議長議長

Anne Lauvergeon

•仏国籍仏国籍仏国籍仏国籍
•現現現現アレバアレバアレバアレバ（（（（エネルエネルエネルエネル
ギーコングロマリッギーコングロマリッギーコングロマリッギーコングロマリッ
トトトト））））ののののCEO

Luc Vandevelde

•仏国籍仏国籍仏国籍仏国籍
•現現現現ソシエテソシエテソシエテソシエテ・・・・ジェジェジェジェ
ネラルネラルネラルネラル役員役員役員役員

Samuel Jonah

•ガーナガーナガーナガーナ国籍国籍国籍国籍
•現南現南現南現南アアアア金融機関金融機関金融機関金融機関
経営経営経営経営
•アフリカアフリカアフリカアフリカにににに知見知見知見知見

社内取締役社内取締役社内取締役社内取締役（（（（4444名名名名）））） 社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役（（（（10101010名名名名））））****

*：NTTドコモのガバナンス機構である取締役会・監査役に関しては、総員18名のうち、NTTグループ外の人員は1名
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出所出所出所出所

• Vodafone IR資料

• Vodafoneホームページ< http://www.vodafone.com/index.VF.html>

• Vodafone’s Inorganic Growth Strategies: The Payoffs (ICFAI (Business Case))

• Vodafone 3G Technology: The Marketing Strategies (ICFAI)

• Vodafone Exits Japan (ICFAI)

• Vodafone In Trouble (ICFAI)

• Vodafone: Losing Connectivity in Japan? (ICFAI)

• Vodafone – Rethinking Global Strategy (ICFAI)

• Vodafone’s Global Strategy: Paying Price for ‘Going for Growth at Any Price’? (ICFAI)

• The Hutchinson Essar Acquisition: Foray into an Emerging Market (ICFAI)

• Vodafone Essar’s Marketing Strategies –The “Zoozoos” Campaign (ICMR (Business Case))

• A. T. Kearney Analyses
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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AIGのののの概要概要概要概要
2008年年年年ののののリーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショックまでまでまでまで、、、、高成長高成長高成長高成長がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる保険市場保険市場保険市場保険市場へへへへ各国政府各国政府各国政府各国政府とのとのとのとの関係構築関係構築関係構築関係構築やややや米国政府米国政府米国政府米国政府からのからのからのからの圧力圧力圧力圧力をををを

利用利用利用利用してしてしてして早期参入早期参入早期参入早期参入。。。。グローバルグローバルグローバルグローバルなななな商品開発商品開発商品開発商品開発にににに加加加加ええええ、、、、現地現地現地現地ニーズニーズニーズニーズにににに即即即即したしたしたした商品商品商品商品ややややチャネルチャネルチャネルチャネルのののの開発開発開発開発、、、、育成育成育成育成をををを実施実施実施実施

財務財務財務財務

� 2008年年年年ののののリーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショックによってによってによってによって急落急落急落急落するするするする前前前前まではまではまではまでは、、、、売上売上売上売上・・・・純利益純利益純利益純利益ともにともにともにともに高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

• 売上：111億ドル、売上CAGR（1987～2007）： 12% 、(1987～2008)：0%

• 純利益：-993億ドル、純利益CAGR（1987～2007）：9%、(1987～2008）：-224%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 全世界全世界全世界全世界130のののの国国国国とととと地域地域地域地域にににに展開展開展開展開

（（（（09年現在年現在年現在年現在のののの進出国進出国進出国進出国））））

• アジア大洋州：中国、韓国、日本、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド、オーストラリア等

• 米州：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル等

• 欧州：フランス、オランダ、ベルギー、ドイツ、スペイン、イタリア、ハンガリー、ポーランド、ロシア等

• 中東：サウジアラビア、UAE、イスラエル等

• アフリカ：南アフリカ、ナイジェリア等

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 政府政府政府政府とのとのとのとのパイプパイプパイプパイプをををを上手上手上手上手くくくく使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、高成長高成長高成長高成長がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる市場市場市場市場にににに一番一番一番一番でででで進出進出進出進出

• 進出先政府との関係構築や米国政府による圧力などを駆使し、戦後の早い段階から欧州をはじめ、アジアや中東へ
進出し、2009年3月現在、全世界の保険契約者総数は7,400万人で世界一

� 進出先進出先進出先進出先ではではではでは、、、、現地現地現地現地へへへへ広汎広汎広汎広汎なななな権限権限権限権限をををを与与与与ええええ消費者消費者消費者消費者ののののニーズニーズニーズニーズにににに則則則則したしたしたした商品開発商品開発商品開発商品開発。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、買収先買収先買収先買収先ののののチャネルチャネルチャネルチャネルのののの活用活用活用活用やややや直販直販直販直販、、、、
ネットネットネットネットなどのなどのなどのなどの早期立上早期立上早期立上早期立上げげげげ可能可能可能可能ななななチャネルチャネルチャネルチャネルへのへのへのへの投資投資投資投資によりによりによりにより早期早期早期早期のののの立上立上立上立上げをげをげをげを実現実現実現実現

• グローバルな製品開発部隊に加え、現地の各社でも各国市場のニーズにあった商品を開発。チャネルは買収先の
チャネルの活用に加え、早期立上げ可能な直販やネットチャネルへの投資、標準化された教育プログラムによる現地
販売員の育成を実施

創設創設創設創設

� 1919 年年年年にににに上海上海上海上海でででで米国人米国人米国人米国人がががが設立設立設立設立したしたしたした損害保険代理店損害保険代理店損害保険代理店損害保険代理店をををを発祥発祥発祥発祥とするとするとするとする、、、、世界最大級世界最大級世界最大級世界最大級のののの保険保険保険保険グループグループグループグループ

• 1919年、上海でC.V.スターが設立した損害保険代理店が母体

• 第二次世界大戦の混乱で1939年に本社をNYに移して以降、現在までNYが世界のオペレーションの中心

• スターの後を継いだ2代目CEOグリーンバーグの37年間に及ぶ在籍期間中に世界最大級の保険グループへと発展
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売上売上売上売上・・・・純利益純利益純利益純利益のののの推移推移推移推移
2008200820082008年年年年ののののリーマンリーマンリーマンリーマン・・・・ショックショックショックショックによってによってによってによって急落急落急落急落するするするする前前前前まではまではまではまでは、、、、売上売上売上売上・・・・純利益純利益純利益純利益ともにともにともにともに高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

（単位
10億ドル）

（単位
10億ドル）

90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

----18%18%18%18%
売上年平均成長率

80年代年代年代年代

12%12%12%12%
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
戦前戦前戦前戦前はははは中国中国中国中国・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアにににに展開展開展開展開するがするがするがするが、、、、大戦大戦大戦大戦によりによりによりにより南米南米南米南米へとへとへとへと基軸基軸基軸基軸ををををシフトシフトシフトシフト。。。。戦後戦後戦後戦後アジアアジアアジアアジアへもへもへもへも再度進出再度進出再度進出再度進出しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、欧州欧州欧州欧州
やややや新興国新興国新興国新興国へもへもへもへも進出進出進出進出

地域展開地域展開地域展開地域展開
（（（（主要国主要国主要国主要国））））

2000～～～～1945~20001919~1944

アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開1

（～（～（～（～30年代年代年代年代））））

欧州欧州欧州欧州・・・・中東中東中東中東・・・・
アフリカアフリカアフリカアフリカ展開展開展開展開
（（（（50年代年代年代年代～）～）～）～）

中国（1919～1940年代初）

米国、カナダ（1926～）

東欧（ハンガリー、ポーランド、チェコ、ルーマニア）（1979～）

フィリピン（1945～）

中国（1992～）

アフリカ（南アフリカ、ナイジェリア等、1950年代～)

ドイツ（1946～)

日本（1946～)

オーストラリア（1950年代～)

南米（ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル等、1930～）

中国（1945～1950）

インド（2001～）

ロシア（1990年代後半～)
ベトナム（1990年代後半～)

中東（サウジアラビア、UAE、イスラエル等、1950年代～)
西欧（スペイン、イタリア、スウェーデン等、1950年代～)

1939年

本社を上海から
NYに移転

旧仏領インドシナ（ベトナム、カンボジア、ラオス）、旧蘭領東イ
ンド（インドネシア）など、1920年代～1940年代初）

東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ等、1950年代～)

フランス、オランダ、ベルギー（1930年代～)
米州展開米州展開米州展開米州展開

（（（（30年代年代年代年代～～～～
40年代前半年代前半年代前半年代前半））））

アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開2

（（（（40年代後半年代後半年代後半年代後半
～～～～50年代年代年代年代））））

新興国展開新興国展開新興国展開新興国展開
（（（（90年代年代年代年代～）～）～）～）

事業領域事業領域事業領域事業領域
金融サービス（1987～）

損害保険（1919～）

生命保険（1921～）

資産運用（1999～）

韓国（1947～)
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AIGのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ（（（（1/2））））
各国政府各国政府各国政府各国政府とのとのとのとの関係構築関係構築関係構築関係構築やややや米国政府米国政府米国政府米国政府のののの活用活用活用活用よりよりよりより、、、、高成長市場高成長市場高成長市場高成長市場にににに早期参入早期参入早期参入早期参入しししし、、、、現地現地現地現地へへへへ権限権限権限権限をををを与与与与えてえてえてえて各地各地各地各地ののののニーズニーズニーズニーズにににに則則則則
したしたしたした商品商品商品商品をををを開発開発開発開発

� 高高高高いいいい成長性成長性成長性成長性がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる市場市場市場市場にににに政府政府政府政府とのとのとのとの関係構築関係構築関係構築関係構築をををを通通通通じてじてじてじて早期参入早期参入早期参入早期参入

• カントリーリスクが高くても、以下の基準から経済と保険の高成長が見込まれると判
断される市場へ参入し、他社の機先を制する

− GDP成長率、国民一人当たりGDPの成長率、保険加入率、金融法制・保険法制

• 原則100%子会社による進出を検討するが、外資参入規制がある国に関しては、現
地企業とJVを設立して参入

− インドには、2001年、地元タタ財閥との間でJV「タタ・AIG」を立上げて参入

• 参入前の段階から、トップレベル直接関与の下、当該国政府との関係構築に注力

− 一般的に保険業界では規制官庁の権限が強いため、円滑な参入・オペレーションの
立上げのためには政府との太いパイプが必須

− （例）1992年に中国に再進出した際、CEOは中国の副総理と懇意

� 参入障壁参入障壁参入障壁参入障壁があるがあるがあるがある場合場合場合場合にはにはにはには米政府米政府米政府米政府のののの力力力力もももも活用活用活用活用

• 営業許可が付与されないなど高い参入障壁がある場合には、米政府も巻き込んで当
該国政府に対し働きかけを行い、障壁の除去を追求

− （例）1970年代、韓国政府がAIGに対し一般損害保険の営業免許を付与しなかった際、
通商代表部、国務省の力を借りて働きかけを行い免許取得（詳細後述）

高成長市場高成長市場高成長市場高成長市場へへへへ
先行先行先行先行してしてしてして進出進出進出進出

� グローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドにににに対対対対するするするする商品企画商品企画商品企画商品企画をををを一部本社一部本社一部本社一部本社がががが考案考案考案考案するもののするもののするもののするものの、、、、具体的具体的具体的具体的なななな商品商品商品商品
化化化化はははは各国各国各国各国がががが独立独立独立独立してしてしてして実施実施実施実施

• グローバルトレンドを踏まえた商品アイディアは米本国、ローカルなトレンドを踏まえ
たものは各国開発部門が考案

• アイディアから商品への落とし込み、所管官庁との調整、販売準備は各国が実施

現地主導現地主導現地主導現地主導

①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー

活動内容活動内容活動内容活動内容

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

商品商品商品商品
開発開発開発開発
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AIGのののの海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ（（（（2/2））））

③③③③組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②ををををレビューレビューレビューレビュー

� 買収先買収先買収先買収先ののののチャネルチャネルチャネルチャネルをををを活用活用活用活用

• 現地企業の買収によって参入する場合には、買収先の代理店網、ブローカー（保
険仲立人）との関係を活用

� またまたまたまた、、、、早期立上早期立上早期立上早期立上げげげげ可能可能可能可能なななな販売販売販売販売チャネルチャネルチャネルチャネルへのへのへのへの積極投資積極投資積極投資積極投資とととと、、、、標準化標準化標準化標準化されたされたされたされた教育教育教育教育プログプログプログプログ
ラムラムラムラムによるによるによるによる現地現地現地現地スタッフスタッフスタッフスタッフのののの育成育成育成育成もももも実施実施実施実施

• 特に、新規立上げの場合には、代理店網、ブローカーとの関係を構築するのと同
時並行で、短期間で稼動可能な直販、電話・インターネットによる販売に注力

− インドでは、2001年参入直後、直販と電話勧誘により顧客を獲得。同時に03年から
06年までに代理店販売員数を20倍とする計画を立上げ

• 新興国においては、米国標準の教育プログラム導入により販売員の水準を向上

− 中国における販売員の教育に、米国LOMA（生命保険内務経営協会）の「生命保険
経営士保険教育制度」を導入

買収先買収先買収先買収先のののの活用活用活用活用
＋＋＋＋早期立上早期立上早期立上早期立上げげげげチャネルチャネルチャネルチャネル

のののの構築構築構築構築とととと育成育成育成育成

� 各国各国各国各国のののの経営経営経営経営はははは当初当初当初当初はははは米国派遣米国派遣米国派遣米国派遣だがだがだがだが、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスがががが軌道軌道軌道軌道にににに乗乗乗乗りりりり出出出出したしたしたした後後後後はははは、、、、現地採用現地採用現地採用現地採用
もももも含含含含めためためためた実力主義実力主義実力主義実力主義。。。。地域統括地域統括地域統括地域統括のののの経営経営経営経営はははは本社本社本社本社スタッフスタッフスタッフスタッフがががが実施実施実施実施

• 参入当初は、幹部は米国から派遣、それ以外の従業員は現地採用

• その後は徹底した実力主義で、現地採用の社長登用も多数

− 日本AIGの現会長吉村文吾氏は大学卒業後AIU（AIG系列の損保会社）に入社し、
同社の社長・会長を歴任

• 地域各社を統括するAIGカンパニーズ地域社長はAIG本社スタッフが務める

− AIGカンパニーズ日本・韓国地域社長のロバート・クライド氏は本社採用のマーケ
ティング部門出身

活動内容活動内容活動内容活動内容

買収先買収先買収先買収先ののののチャネルチャネルチャネルチャネルのののの活用活用活用活用とともにとともにとともにとともに、、、、早期立上早期立上早期立上早期立上げげげげ可能可能可能可能ななななチャネルチャネルチャネルチャネルへのへのへのへの積極投資積極投資積極投資積極投資。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、標準化標準化標準化標準化させたさせたさせたさせた教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム
によるによるによるによる現地現地現地現地スタッフスタッフスタッフスタッフをををを育成育成育成育成。。。。現地現地現地現地のののの経営経営経営経営はははは、、、、本社本社本社本社、、、、現地採用現地採用現地採用現地採用をををを問問問問わずわずわずわず実力主義実力主義実力主義実力主義

②②②②ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

チャネルチャネルチャネルチャネル
開発開発開発開発

本社本社本社本社、、、、現地現地現地現地をををを問問問問わずわずわずわず
実力主義実力主義実力主義実力主義
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①①①①エントリーエントリーエントリーエントリー（（（（まとめまとめまとめまとめ））））
AIGはははは、、、、進出国進出国進出国進出国へのへのへのへの参入参入参入参入ややややオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションでででで問題問題問題問題にににに直面直面直面直面したしたしたした場合場合場合場合、、、、相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府へへへへ働働働働きかけにきかけにきかけにきかけに加加加加ええええ、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府をををを活用活用活用活用

してしてしてして交渉交渉交渉交渉をををを行行行行うううう

以降以降以降以降、（、（、（、（A）～（）～（）～（）～（C)))) のののの詳細詳細詳細詳細につきにつきにつきにつきレビューレビューレビューレビュー

AIG

（（（（政府関係部政府関係部政府関係部政府関係部））））

社外組織社外組織社外組織社外組織

•CSI*1

•ISAC*2

•ACTPN*3

米国政府米国政府米国政府米国政府

•大統領大統領大統領大統領
•連邦議会議員連邦議会議員連邦議会議員連邦議会議員
•国務省国務省国務省国務省
•通商代表部通商代表部通商代表部通商代表部
•商務省商務省商務省商務省

相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府

主導 働きかけ

外交的圧力

（（（（B））））米国政府米国政府米国政府米国政府へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ

（（（（A））））相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府へのへのへのへの直接的直接的直接的直接的なななな働働働働きかけきかけきかけきかけ

（（（（C））））社外組織社外組織社外組織社外組織をををを活用活用活用活用したしたしたした働働働働きかけきかけきかけきかけ

交渉交渉交渉交渉のののの専門専門専門専門
部門部門部門部門をををを設置設置設置設置

*1：CSI：Coalition of Service Industries
*2：ISAC：Industry Sector Advisory Committees
*3：Advisory Committee for Trade Policy and Negotiations
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A））））相手国政府相手国政府相手国政府相手国政府へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ（（（（事例事例事例事例：：：：中国進出中国進出中国進出中国進出））））
中国進出中国進出中国進出中国進出にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、CEOとととと「「「「政府関係部政府関係部政府関係部政府関係部」」」」がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関にににに働働働働きかけにきかけにきかけにきかけに加加加加ええええ、、、、種種種種々々々々のののの便宜便宜便宜便宜をををを供与供与供与供与することすることすることすること

でででで信頼信頼信頼信頼をををを獲得獲得獲得獲得。。。。他他他他のののの外資系外資系外資系外資系にににに比比比比べべべべ有利有利有利有利なななな条件条件条件条件でのでのでのでの参入参入参入参入をををを実現実現実現実現

当初当初当初当初のののの状況状況状況状況

• 70年代当時年代当時年代当時年代当時、、、、AIGによるによるによるによる中国参入中国参入中国参入中国参入

にはにはにはには障壁障壁障壁障壁がががが多数存在多数存在多数存在多数存在

−1949年の中華人民共和国成立後、
中国国内の保険業務は国営の中
国人民保険公司が独占

−1970年代当時、一切の外資系企
業による保険業務への参入出認め
られず

−70年代まで米中間に外交関係なし

• ニクソンニクソンニクソンニクソン訪中訪中訪中訪中によりによりによりによりAIGのののの参入参入参入参入にににに
可能性可能性可能性可能性がががが生生生生じるじるじるじる

−1972年2月、ニクソン大統領が中国
を訪問

−米中の国交再開に布石

アクションアクションアクションアクション

• CEOとととと政府関係部政府関係部政府関係部政府関係部がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって、、、、20202020年弱年弱年弱年弱のののの期間期間期間期間

にわたりにわたりにわたりにわたり人脈人脈人脈人脈のののの強化強化強化強化とととと働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを継続継続継続継続

−1973年、政府関係担当副社長が、中国人民保険
公司に対し会談を呼びかけるCEO名義の書簡を発
出

−1975年、グリーンバーグCEO(当時）が中国を訪問、
中国人民保険公司幹部と会談

−その後もCEOをはじめとするAIG幹部が継続的に
中国を訪問し、中国関係機関内に人脈を構築する
とともに、参入の実現を要請

�CEOは、50回以上訪中し、上海市長、朱鎔基氏

（後の首相）とも懇意になった

• 働働働働きかけときかけときかけときかけと並行並行並行並行してしてしてして中国中国中国中国にににに対対対対しししし種種種種々々々々のののの便宜便宜便宜便宜をををを供与供与供与供与

−AIG系列の福祉団体を通じて、上海に小児病院を
開設

−清朝末期の義和団事変の際に略奪された王宮の
美術品を探し出し、中国政府に返還

−1989年の天安門事件直後、外資が撤退し資金難
に直面した上海の職住複合施設の開発に出資

結果結果結果結果

• 他他他他のののの外資系外資系外資系外資系とととと比比比比べてべてべてべて優位優位優位優位なななな
条件条件条件条件でででで参入参入参入参入

−1992年、外資系として初めて
中国政府より、中国国内にお
ける生命保険業務の営業免
許を取得

−かつ、100%子会社としての営
業が認められる

�その後免許を得た外資系企
業には出資比率50%以下の
JVによる進出しか認められ

ず
−2000年段階で、12の営業免

許が交付されたが、そのうち
8をAIGが取得
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B））））米国政府米国政府米国政府米国政府へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ（（（（事例事例事例事例：：：：韓国進出韓国進出韓国進出韓国進出））））
韓国韓国韓国韓国ではではではでは、、、、繊維製品繊維製品繊維製品繊維製品へのへのへのへの輸出制限措置輸出制限措置輸出制限措置輸出制限措置もももも交渉交渉交渉交渉ののののカードカードカードカードとしとしとしとし、、、、損害保険損害保険損害保険損害保険のののの免許免許免許免許をををを取得取得取得取得

• 一般対象一般対象一般対象一般対象のののの損害保険業務損害保険業務損害保険業務損害保険業務のののの免免免免
許獲得許獲得許獲得許獲得をををを目指目指目指目指すもすもすもすも、、、、AIG単独単独単独単独でででで
はははは突破出来突破出来突破出来突破出来ずずずず

−1947年、駐韓米軍の物資に関
する保険業務業者として進出

−1968年、外国人・外国企業を対
象とする損害保険業務に関する
免許を取得するも、内国人対象
の営業免許は付与されず

−1970年代、グリーンバーグCEO
自らが韓国を訪問し、同国政府
に対する働きかけを行うも効果
なし

• 米国政府関係当局米国政府関係当局米国政府関係当局米国政府関係当局にににに接触接触接触接触

−政府関係担当の副社長が、当時の米国通商代
表、国務省高官に接触し、韓国政府に対する働
きかけを要請

−さらに韓国を訪問し、駐韓米国大使にも韓国政
府への圧力行使につき継続的に要望

• 米国政府米国政府米国政府米国政府からからからから韓国政府韓国政府韓国政府韓国政府にににに対対対対しししし外交的圧力外交的圧力外交的圧力外交的圧力をををを行使行使行使行使

−通商代表部を中心とする米国政府が、経済制裁
をほのめかしつつ、韓国政府に対し、米国の損
害保険企業に対する営業免許の付与を強く要望

�交渉の席上、韓国製繊維製品等の対米輸出制
限の可能性を示唆

• 同時並行同時並行同時並行同時並行ででででAIGからからからから韓国政府韓国政府韓国政府韓国政府へのへのへのへの働働働働きかけもきかけもきかけもきかけも

継続継続継続継続

−政府関係担当の副社長が、通商代表の右腕の
人物とともに韓国を訪問し、政府に対する働きか
けを実施

• 所期所期所期所期のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成

−1977年、韓国政府より、内国
人を対象とする損害保険業
務の営業免許を取得

当初当初当初当初のののの状況状況状況状況 アクションアクションアクションアクション 結果結果結果結果
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C））））社外組織社外組織社外組織社外組織をををを活用活用活用活用したしたしたした働働働働きかけきかけきかけきかけ（（（（事例事例事例事例：：：：日米保険協議日米保険協議日米保険協議日米保険協議））））
AIGによるによるによるによるロービーロービーロービーロービー活動活動活動活動やややや政府内諮問委員会政府内諮問委員会政府内諮問委員会政府内諮問委員会へのへのへのへの参加参加参加参加などによりなどによりなどによりなどにより、、、、自社自社自社自社のののの意向意向意向意向をををを政府間交渉政府間交渉政府間交渉政府間交渉にににに強強強強くくくく反映反映反映反映させさせさせさせ、、、、自自自自らららら

がががが求求求求めるめるめるめる譲歩譲歩譲歩譲歩をををを日本国政府日本国政府日本国政府日本国政府からからからから引引引引きききき出出出出したしたしたした

• 日本日本日本日本のののの規制規制規制規制・・・・慣習慣習慣習慣習によりによりによりにより、、、、損保損保損保損保でででで苦苦苦苦
戦戦戦戦しししし、、、、第三分野第三分野第三分野第三分野(1(1(1(1がががが頼頼頼頼みのみのみのみの綱綱綱綱

−1990年代前半まで、AIGは日本国
内で生命保険、損害保険及び第三
分野)の保険の営業免許が認められ
ていたが、生保・損保、特に損保に
おける商品・料率に関する広汎な規
制があり、また、系列企業間のチャ
ネルに入り込めなかったために苦
戦

−第三分野は外資系のみに営業免許
が与えられていたことから唯一の有
力な収益源

• 政府間交渉政府間交渉政府間交渉政府間交渉のののの結果結果結果結果、、、、第三分野第三分野第三分野第三分野でのでのでのでの
優位性喪失優位性喪失優位性喪失優位性喪失のののの危機危機危機危機

−1994年、日米保険協議の合意文書
により、日本の保険会社が子会社
を通じて第三分野に参入することが
可能に

−損保の商品・保険料率に関する規
制緩和が不十分な中、第三分野へ
の日本企業参入が認められた場合、
AIGの日本国内での業績が悪化す
ると懸念

• AIGがががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなりロービーロービーロービーロービー活動組織活動組織活動組織活動組織をををを設立設立設立設立

−1982年、AIGが中心となり、保険業を含めた
サービス事業者に呼びかけ、ロビー団体CSI 
(Coalition of Service Industries)を結成

• 政府内諮問委員会政府内諮問委員会政府内諮問委員会政府内諮問委員会にににに入入入入りりりり戦略立案関与戦略立案関与戦略立案関与戦略立案関与

−1980年代、通商代表に対し政策面での助言を
行う、通商政策・交渉に関する諮問委員会
（ACTPN)の委員長にAIGのCEOが就任

• 同時同時同時同時にににに、、、、大統領大統領大統領大統領にににに直接働直接働直接働直接働きかけもきかけもきかけもきかけも実施実施実施実施

−交渉妥結後、グリーンバーグCEOがクリントン
大統領に対し電話をかけ以下の旨を伝達

�政府間合意には「納得がいかない」のでて交渉
を再開すべし

�損保分野における商品・保険料率の完全自由
化が実現するまで第三分野への参入自由化は
認められない

• 結果結果結果結果、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府はははは、、、、AIGのののの意向意向意向意向にににに沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで強強強強
硬硬硬硬なななな主張主張主張主張をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす

−米国側が交渉再開を要請。その結果、95年か
ら日米保険協議第2ラウンド開始

�米国政府は、スーパー301条に基づく制裁措置

の発動も示唆しながら、商品・保険料率の完全
自由化を強く要求

• 自自自自らがらがらがらが求求求求めるめるめるめる譲歩譲歩譲歩譲歩をををを日本政府日本政府日本政府日本政府
からからからから引引引引きききき出出出出すことにすことにすことにすことに成功成功成功成功

−1996年末、日米保険協議は概
要以下の最終文書への署名を
もって終了

�98年7月までに損害保険料率

の完全自由化を
実施

�商品の届出制の対象種目も
拡大

�第三分野への参入は2001年

まで全面解禁
せず

(1) 「第一分野」である生命保険、「第二分野」である損害保険いずれのカテゴリーにも属さない種類の保険。医療保険、傷害保険、介護保険などがこれに当たる

当初当初当初当初のののの状況状況状況状況 アクションアクションアクションアクション 結果結果結果結果
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参考参考参考参考））））米政府米政府米政府米政府がががが保険保険保険保険をををを不正取引慣行不正取引慣行不正取引慣行不正取引慣行からのからのからのからの保護対象保護対象保護対象保護対象とするまでのとするまでのとするまでのとするまでの経緯経緯経緯経緯
約約約約20年年年年にわたりにわたりにわたりにわたりロビーロビーロビーロビー活動活動活動活動、、、、政府傘下政府傘下政府傘下政府傘下のののの委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動をををを継続継続継続継続したしたしたした結果結果結果結果、、、、保険保険保険保険はははは、、、、海外海外海外海外でででで不利不利不利不利なななな取引慣行取引慣行取引慣行取引慣行にににに直面直面直面直面したしたしたした場場場場

合合合合、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府がががが対抗措置対抗措置対抗措置対抗措置をををを発動発動発動発動してしてしてして不正取引慣行不正取引慣行不正取引慣行不正取引慣行からからからから守守守守るべきるべきるべきるべき対象対象対象対象となるとなるとなるとなる

• 米政府米政府米政府米政府はははは、、、、AIGAIGAIGAIGがががが海外海外海外海外でででで不利不利不利不利なななな
取引慣行取引慣行取引慣行取引慣行やややや国有化国有化国有化国有化・・・・強制収用強制収用強制収用強制収用
にににに直面直面直面直面してもしてもしてもしても対抗措置対抗措置対抗措置対抗措置はとらなはとらなはとらなはとらな
いとのいとのいとのいとの立場立場立場立場

−1970年代初頭、商務省の次官
補が、政府関係担当副社長との
会談の席上、「保険は貿易の対
象とはならない」との立場を表
明

−1974年通商法にも、保険を含む
サービスは貿易対象品目とみな
されず

• 危機意識醸成危機意識醸成危機意識醸成危機意識醸成

−米国政府の認識を改めない限
り、外国でのオペレーションにお
いて国有化や収容等の危機に
直面した際、回避することが出
来ないとの危機意識がAIG社内
で醸成

• 1970年代より、AIGの政府関係部が中心となり、
議員及び政府関係者に対し以下を主張するロ
ビー活動を展開

−米国のサービス事業者が海外展開において問
題に直面した場合、米国政府が保護すべきで
あること

• 1982年、AIGが中心となり、保険業を含めた
サービス事業者に呼びかけ、ロビー団体CSI 
(Coalition of Service Industries)を結成

–初代会長には、AIGのCEOが就任

–CSIメンバーには、保険業の他に金融、メディア、
通信等

–ロビー活動をさらに活発化

• 1980年、商務省内に第13産業部門別諮問委員
会（ISAC13）が設置される

−同委員会は、米国の通商・産業政策のうち、
サービス産業に関わる部分に関し、商務省に
意見を述べることで政策立案に関与

–AIGの政府関係担当副社長が初代委員長に
就任

• 1980年代、通商代表に対し政策面での助言を
行う、通商政策・交渉に関する諮問委員会
（ACTPN)の委員長にAIGのCEOが就任

• AIGがががが海外海外海外海外でででで不利不利不利不利なななな取引慣取引慣取引慣取引慣

行行行行にににに直面直面直面直面したしたしたした場合場合場合場合、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府
がががが対抗措置対抗措置対抗措置対抗措置をををを発動発動発動発動するするするする態勢態勢態勢態勢
をををを整備整備整備整備

−1984年、通商法が改正され、
保険等のサービスが貿易の
対象物品に含まれる

−1988年に施行された、外国政
府による不正な取引慣行に
対する一方的な対抗措置の
発動を認めるスーパー301条
の対象にも含まれる

当初当初当初当初のののの状況状況状況状況 アクションアクションアクションアクション 結果結果結果結果
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（商品開発商品開発商品開発商品開発）（）（）（）（1/2））））
商品商品商品商品アイディアアイディアアイディアアイディアはははは、、、、グローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドをををを踏踏踏踏まえたものはまえたものはまえたものはまえたものは本国本国本国本国、、、、ローカルローカルローカルローカルななななトレンドトレンドトレンドトレンドをををを踏踏踏踏まえたものはまえたものはまえたものはまえたものは各国開発部門各国開発部門各国開発部門各国開発部門がががが
考案考案考案考案。。。。アイディアアイディアアイディアアイディアからからからから商品商品商品商品へのへのへのへの落落落落としとしとしとし込込込込みみみみ、、、、所管官庁所管官庁所管官庁所管官庁とのとのとのとの調整調整調整調整、、、、販売準備販売準備販売準備販売準備はははは各国各国各国各国のののの開発担当部門開発担当部門開発担当部門開発担当部門がががが主導主導主導主導

活動主体活動主体活動主体活動主体 活動内容活動内容活動内容活動内容

各国各国各国各国
開発部門開発部門開発部門開発部門

各国各国各国各国

各国各国各国各国

各国各国各国各国

• 分野横断分野横断分野横断分野横断でででで商品開発機能商品開発機能商品開発機能商品開発機能をををを担担担担うううう「「「「Product Development Team 」」」」がががが、、、、世界中世界中世界中世界中ののののオフィスオフィスオフィスオフィスからのからのからのからの情情情情

報報報報にににに基基基基づきづきづきづき、、、、グローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドグローバルトレンドをををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた商品商品商品商品コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトをををを抽出抽出抽出抽出・・・・考案考案考案考案
(例)-LexCyberSecure (2007)： 契約者がサイバーテロによって被った被害からの復旧費用を負担

- Ecosurance (2007)： 契約者が家屋に損害を被った際に、親環境的な素材を用いて家屋を改築す
る費用を負担

• 本社開発本社開発本社開発本社開発のののの保険保険保険保険ののののアイディアアイディアアイディアアイディアをををを転用転用転用転用

（例）「日本初」としてアリコジャパンが展開した非喫煙者向け保険（非喫煙者の保険料を割引）及び
無選択型終身保険（80歳までなら誰でも加入可能）は、既に米国でヒット

• ローカルローカルローカルローカルななななトレンドトレンドトレンドトレンドをををを踏踏踏踏まえまえまえまえ独自独自独自独自にににに考案考案考案考案

（例）アリコジャパンの「生存保険」（指定した年齢まで生きた場合に保険金を受取）は、日本の高齢化
を踏まえ独自に開発。米国に類似の保険商品なし

• ニーズの有無、収益性、合法性、倫理性などを検証

• アクチュアリー（保険数理の専門家）によって、社会のトレンドに関するデータ等を基に確率・統計を
用いて保険料率等を算定

• 法務部門とともに、法規制の内容を踏まえつつ商品の約款を作成

• 所管官庁所管官庁所管官庁所管官庁にににに対対対対しししし申請又申請又申請又申請又はははは届出届出届出届出をををを行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって、、、、販売許可販売許可販売許可販売許可をををを取得取得取得取得

（例）日本では、開発部門が金融庁に対し、商品認可の申請を行い折衝を実施。保険業法等に定め
る商品認可の審査基準に合致するか否かにつき、金融庁が照会を行い、それに対し回答を行うと
のプロセスを繰り返す

• 事務プロセスを策定するとともに、システムを開発

• 代理店、ブローカー等販売者に対する教育

• パンフレット、プレスリリースの作成

本社本社本社本社
開発部門開発部門開発部門開発部門
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②②②②ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（商品開発商品開発商品開発商品開発）（）（）（）（2/2））））
本社内本社内本社内本社内にににに商品開発商品開発商品開発商品開発のののの専門機関専門機関専門機関専門機関をををを立立立立ちちちち上上上上げることによりげることによりげることによりげることにより、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル商品商品商品商品のののの開発開発開発開発スピードスピードスピードスピードをををを大幅大幅大幅大幅ににににアップアップアップアップ

• 保険保険保険保険のののの商品商品商品商品カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー（（（（火災保火災保火災保火災保
険険険険、、、、自動車保険自動車保険自動車保険自動車保険、、、、がんがんがんがん保険保険保険保険なななな
どどどど））））ごとにごとにごとにごとに独立独立独立独立したしたしたした商品開発部商品開発部商品開発部商品開発部
門門門門がががが存在存在存在存在

−各開発部門が少数のスタッフで
コンセプト設計から料率算定、
約款作成、マーケティングまで
を実施することにより効率性が
欠如。一つの商品を開発するの
に平均で18ヵ月を所要

−各部門が独自にブローカー、顧
客からのアイディア、要望を聴
取することから、重複とともに抜
け漏れが生じ、新たなニーズを
適切に吸い上げることができず

• 18人人人人ののののメンバーメンバーメンバーメンバーはははは各自各自各自各自がががが商品開発商品開発商品開発商品開発にににに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる専専専専

門性門性門性門性をををを具備具備具備具備

−アクチュアリー、弁護士、業務の専門家（保険金支払
要求への対処、販売促進等）、商品の専門家（物損保
険、傷害保険、医療保険等）

• 外部外部外部外部のののの要望要望要望要望・・・・アイディアアイディアアイディアアイディアをををを吸吸吸吸いいいい上上上上げるげるげるげるシステムシステムシステムシステムをををを保有保有保有保有
−Panel Counsel Program

�世界中の弁護士から各国の法改正に関する情報を逐
次入手

−Claims Executive Panel

�各国の保険金支払要求を所管する幹部から、顧客の
要望を定期的に聴取

• 全世界全世界全世界全世界ののののオフィスオフィスオフィスオフィスからのからのからのからの商品商品商品商品アイディアアイディアアイディアアイディアをををを吸吸吸吸いいいい上上上上げるげるげるげる
システムシステムシステムシステムもももも整備整備整備整備

−ITAM (Innovation Tracker and Manager)

�全世界で考案された商品アイディアを一括管理
�全世界のオフィスから年間600件のアイディアが登録

される
�Product Developmentチームだけでなく、全世界の社

員にアクセス権限を与えることにより、アイディアの横
展開も可能

• 開発開発開発開発スピードスピードスピードスピードはははは大幅大幅大幅大幅にににに向上向上向上向上

−商品開発のアイディアを効率
的に吸い上げ、コンセプト設
計に活用

−専門家が商品開発のみに注
力することにより非効率性を
極小化

−一商品あたりの平均開発時
間は7ヶ月となり、従前に比
べ6割以上削減

当初当初当初当初のののの状況状況状況状況 アクションアクションアクションアクション 結果結果結果結果

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー毎毎毎毎にににに商品開発商品開発商品開発商品開発がががが
行行行行われわれわれわれ非効率非効率非効率非効率

グローバルグローバルグローバルグローバルにににに商品開発商品開発商品開発商品開発をををを横断的横断的横断的横断的にににに行行行行うううう専門家組織専門家組織専門家組織専門家組織
「「「「Product Development Team」」」」をををを本社本社本社本社にににに設置設置設置設置（（（（99年年年年））））

（（（（グローバルグローバルグローバルグローバル発発発発のののの商品商品商品商品ではではではでは））））
新商品新商品新商品新商品1件件件件あたりのあたりのあたりのあたりの開発期間開発期間開発期間開発期間

をををを6割以上短縮割以上短縮割以上短縮割以上短縮
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出所出所出所出所

• AIG IR資料

• American International Group, Inc. (Harvard Business School, Business Case)

• AIG and China’s Accession to the WTO (Richard Ivey School of Business, Business Case)

• American International Group Incorporation (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Business Case)

• American International Group’s (AIG) Growth and Future: the Greenberg Factor (Institute of Chartered Financial Analysts of 
India, Business Case)

• AIG in China: the Expansion Strategies (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Business Case)

• AIG- Strengthening its Asian Links (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Business Case)

• Fallen Giant –the Amazing Story of Hank Greenberg and the History of AIG (Ron Shelp)

• AIG Companies Launch LexHomeland Protector, a New Terrorism Insurance Portfolio Featuring a Biochemical Attack 
Endorsement. (Business Wire, Nov. 4, 2004)

• Brainstorming For Business (Best’s Review, Jan. 2005) 

• Lexington Insurance Company Introduces Upgrade to Green(SM) Residential Property Insurance (Business Wire, Nov. 13, 
2007)

• A culture of creativity; Questions & answers. (American International Group Inc.)(Interview)(Business Insurance, Nov. 19, 2007)

• Many sources kindle product innovations (Business Insurance, Nov. 19, 2007)

• 新外資主義―AIGエジソン生命の実験（高木豊、東洋経済新報社）

• 損害保険市場論（松村茂・佐野誠、財団法人損害保険事業総合研究所）
• アジアにおける米国生保会社のマーケティング活動―AIG (American International Group)を事例に―（金瑢、久留米大学商学研究）

• 日米保険協議物別れ（週刊エコノミスト1996年8月27日号）

• 米中時代―源流・上海―（日本経済新聞1996年8月28日号）

• 検証欧米保険アジア戦略（２）AIG―対中戦略、常に先手

• Long Interview―AIG会長 モーリス・グリーンバーグ氏（日経金融新聞2004年10月21日号）

• 【持続成長なるか国内AIG】（上）躍進への自信揺るがず（Fuji Sankei Business 2005年5月3日号）

• 強さの研究―M&Aの機会逃さない―マーティン・サリバン氏（米AIG・CEO）（日経ビジネス2005年11月28日号）

• 強さの研究―米AIG 政治力と戦略で制覇（日経ビジネス2005年11月28日号）

• 企業レポート―AIGグループ 年15%成長で急拡大するAIG対日戦略の凄みと死角（週刊ダイヤモンド2004年11月20日号）

• Bloomberg
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� McDonald’s

� Yum! Brands

� Wal-Mart

� ZARA

� IKEA

� Ritz-Carlton Hotels

� Shangri-La Hotels

� Vodafone

� AIG

� L’Oreal
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L’Orealのののの概要概要概要概要
積極的積極的積極的積極的ななななM&Aをををを通通通通じてじてじてじてグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドをををを構築構築構築構築することですることですることですることで、、、、化粧品業界化粧品業界化粧品業界化粧品業界ののののグローバルリーダーグローバルリーダーグローバルリーダーグローバルリーダーへへへへ成長成長成長成長

財務財務財務財務

� 20年以上年以上年以上年以上にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益ともにともにともにともに高高高高いいいい成長性成長性成長性成長性をををを維持維持維持維持

• 売上：258億ドル（08年度）、売上CAGR(1988～2008)：10%

• 純利益：29億ドル（08年度）、純利益CAGR(1988～2008）：14%

展開展開展開展開
地域地域地域地域

� 世界世界世界世界72かかかか国国国国・・・・地域地域地域地域ににににオフィスオフィスオフィスオフィスをををを有有有有しししし、、、、130カカカカ国国国国・・・・地域地域地域地域にににに商品商品商品商品をををを展開展開展開展開

� 80年代年代年代年代までまでまでまで欧州欧州欧州欧州をををを中心中心中心中心にににに展開展開展開展開。。。。以後以後以後以後、、、、全世界全世界全世界全世界へとへとへとへと進出進出進出進出

（（（（09年年年年11月時点月時点月時点月時点ででででオフィスオフィスオフィスオフィスをををを有有有有するするするする国国国国・・・・地域地域地域地域のののの数数数数））））

• 欧州：31か国（仏、独、英、伊、露等）

• 米州13か国・地域（米、加、墨、アルゼンチン、ブラジル等）

• アジア：13か国・地域（日、中、印、シンガポール等）

• 大洋州：2か国（豪・NZ）

• アフリカ：2か国（南ア、モロッコ）

• 中東11か国（UAE、サウジアラビア、エジプト、イスラエル等）

ビジネスビジネスビジネスビジネス
概要概要概要概要

� 1980年代初頭年代初頭年代初頭年代初頭まではまではまではまでは、、、、欧州諸国欧州諸国欧州諸国欧州諸国をををを中心中心中心中心ににににマルチブランドマルチブランドマルチブランドマルチブランド、、、、マルチチャネルマルチチャネルマルチチャネルマルチチャネル戦略戦略戦略戦略にてにてにてにて拡大拡大拡大拡大

• オランダ、イタリア、ドイツ等で順次市場を拡大

• 欧州のブランド買収を通じて、スキンケア、化粧品などのブランドを拡大するとともに、新たな販売チャネルも獲得

� 1980年代半年代半年代半年代半ばばばば以降以降以降以降、、、、積極的積極的積極的積極的ななななブランドブランドブランドブランド買収買収買収買収をををを通通通通じてじてじてじてグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドをををを構築構築構築構築しししし、、、、欧州外欧州外欧州外欧州外へもへもへもへも拡大拡大拡大拡大

• 北米では、ラルフ･ローレン・フレイグランスなど高級香水ブランドの買収に加え、メイベリン、ヘレナ･ルビンスタインな
ど化粧品ブランドも買収し、グローバルブランドへ成長させる

• また、アジアでも、日本でシュウ ウエムラを買収

創設創設創設創設
� 1907年創設年創設年創設年創設ののののフランスフランスフランスフランスにににに本社本社本社本社をををを置置置置くくくく化粧品業界化粧品業界化粧品業界化粧品業界ののののグローバルリーダーグローバルリーダーグローバルリーダーグローバルリーダー

• フランスの化学者ウジェヌ･シュエレールが、世界初の合成ヘアカラーの製造・販売業者として設立
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売上売上売上売上・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移
20年以上年以上年以上年以上にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、売上売上売上売上、、、、利益利益利益利益のののの高成長高成長高成長高成長をををを維持維持維持維持

～～～～80年年年年 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

売
上
高
（
棒
グ
ラ
フ
）

純
利
益
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

8%8%8%8% 10%10%10%10%

（単位
10億ドル）

売上高年平均成長率

Source:Bloomberg
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海外展開海外展開海外展開海外展開とととと事業領域事業領域事業領域事業領域のののの変遷変遷変遷変遷
M&Aをををを繰繰繰繰りりりり返返返返しながらしながらしながらしながら、、、、80年代年代年代年代にににに西欧西欧西欧西欧、、、、90年代年代年代年代にににに米国米国米国米国、、、、アジアアジアアジアアジア、、、、00年代年代年代年代にににに新興国新興国新興国新興国にににに拡大拡大拡大拡大

～～～～80年代年代年代年代 90年代年代年代年代 00年代年代年代年代

展開地域展開地域展開地域展開地域
（（（（主要国主要国主要国主要国））））

西欧西欧西欧西欧、、、、南米展開南米展開南米展開南米展開
（～（～（～（～80年代年代年代年代））））

米国米国米国米国・・・・アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開
（（（（90年代年代年代年代～）～）～）～）

事業領域事業領域事業領域事業領域
（（（（主主主主なななな

ブランドブランドブランドブランド））））

高級品高級品高級品高級品

普及品普及品普及品普及品

業務用品業務用品業務用品業務用品

羽西(2004年買収）

ソフトシーン・カーソン(1998年、2000年買収）

ロレアル・パリ(1907年創設）

ガルニエ(1965年買収）

メイベリン・ニューヨーク(1996年買収）

ランコム・パリ(1964年買収）

ビオテルム(1970年買収）

キャシャレル(1981年買収）

ジョルジョ・アルマーニ・パルファン(1982年買収）

ラルフ･ローレン･フレイグランス(1990年買収）

マトリクス(2000年買収）

ロレアル・プロフェッショネル(1907年創設）

レドケン・フィフス・アベニュー(1993年買収）
ケラスタス(1964年創設）

CCB パリ(1987年創設）

ヘレナ・ルビンスタイン(1989年買収）

キールズ(2000年買収）

シュウ・ウエムラ(2001年買収）

独（1930）、英（1932）、イタリア（1936）、ベルギー（1937）など

ポーランド（1992）、ルーマニア（1997）など

仏（1907）

豪州（1934)、香港（1966）

イスラエル（1959）

シンガポール（1990）、日本（1996）

南アフリカ（1993）、UAE（1998）

ウルグアイ（1950）、メキシコ（1973）

米国（1994）

新興国展開新興国展開新興国展開新興国展開
（（（（00年代年代年代年代～）～）～）～） 中国（2000）、インド（2001）

ウクライナ（04）、エジプト（08）
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L’Oreal海外展開手法海外展開手法海外展開手法海外展開手法まとめまとめまとめまとめ
M&Aをををを使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムをををを構築構築構築構築してしてしてして参入参入参入参入。。。。ブランドブランドブランドブランドははははグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドににににローカルローカルローカルローカルでのでのでのでのブランドブランドブランドブランドをををを買収買収買収買収・・・・

統合統合統合統合することですることですることですることでグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドとしてのとしてのとしてのとしての魅力魅力魅力魅力、、、、効率性効率性効率性効率性とととと、、、、ローカルブランドローカルブランドローカルブランドローカルブランドのののの認知度認知度認知度認知度をををを両立両立両立両立

活動単位活動単位活動単位活動単位 活動内容活動内容活動内容活動内容

②②②②組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制

地域地域地域地域

地域地域地域地域

地域地域地域地域

ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾛｰﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ

地域地域地域地域

• 地域単位地域単位地域単位地域単位でででで、、、、自前自前自前自前でででで研究開発所研究開発所研究開発所研究開発所をををを設置設置設置設置

−世界各地の肌や髪にあわせた研究開発を世界中で
機能分担しながら実施

• 参入地域参入地域参入地域参入地域でででで、、、、自前自前自前自前＋＋＋＋M&Aによりによりによりにより生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点をををを設置設置設置設置

−参入する地域のプレーヤーを買収し、スピーディーに
工場を確保

• 地域地域地域地域、、、、ブランドブランドブランドブランドにあわせたにあわせたにあわせたにあわせた販売販売販売販売チャネルチャネルチャネルチャネルをををを、、、、自前自前自前自前＋＋＋＋M&A

によりによりによりにより開拓開拓開拓開拓

−参入する地域のプレーヤーを買収し、スピーディーに
（中間業者への食込みなど）チャネルを確保

• グローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドをををを軸軸軸軸にににに必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじてローカライズローカライズローカライズローカライズ
−18のグローバルブランドを設置（2008年時点）

−加えて、地域別にサブブランを展開／グローバルブランド
にローカルブランドを統合

地域単位地域単位地域単位地域単位でのでのでのでの
自前構築自前構築自前構築自前構築

グローカルグローカルグローカルグローカル戦略戦略戦略戦略

他力他力他力他力をををを活用活用活用活用したしたしたした
スピードスピードスピードスピード構築構築構築構築

①①①①ビジネスビジネスビジネスビジネス
システムシステムシステムシステム

ブランドブランドブランドブランド主導主導主導主導
＋＋＋＋地域地域地域地域カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ

以降以降以降以降、、、、①①①①、、、、②②②②ををををレビューレビューレビューレビュー

• DMI（（（（ブランドブランドブランドブランド単位単位単位単位ののののグローバルグローバルグローバルグローバル組織組織組織組織））））のののの下下下下にににに、、、、地域組織地域組織地域組織地域組織

がががが存在存在存在存在
• ゾーンゾーンゾーンゾーン代表国代表国代表国代表国がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなりDMIとやりとやりとやりとやり取取取取りをりをりをりを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、

ローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングをををを実施実施実施実施
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（商品開発商品開発商品開発商品開発））））
世界中世界中世界中世界中でででで機能分担機能分担機能分担機能分担をしながらをしながらをしながらをしながらローカルマーケットローカルマーケットローカルマーケットローカルマーケットのののの特性特性特性特性をををを研究研究研究研究しししし、、、、商品開発商品開発商品開発商品開発につなげているにつなげているにつなげているにつなげている

ロレアルの研究・開発機関の地域分布

基礎研究

製品開発

試験・評価センター

� 補完性補完性補完性補完性をををを重視重視重視重視したしたしたした機能分担機能分担機能分担機能分担

• 基盤技術のフランス集中

• 現地ニーズに対応する処方開発機能の分散

• 特定目的での基礎研究所の配置
– 日本：アジア人の毛髪・皮膚研究
– 米国：アフリカ系アメリカ人の毛髪・皮膚研究
– 中国：アジア人の毛髪・皮膚研究、漢方成分の
活用研究、等

� 全世界全世界全世界全世界でででで2,900名名名名のののの研究者研究者研究者研究者

� R&D費費費費はははは年間年間年間年間5億億億億ユーロユーロユーロユーロ（（（（売上高売上高売上高売上高のののの3.5%、、、、業界平均業界平均業界平均業界平均2%））））

世界中世界中世界中世界中にににに開発拠点開発拠点開発拠点開発拠点をををを持持持持ちちちち、、、、機能分担機能分担機能分担機能分担しながらしながらしながらしながら
ローカルローカルローカルローカルにあったにあったにあったにあった製品製品製品製品をををを開発開発開発開発

（（（（事例事例事例事例））））

� 中国中国中国中国のののの一部地域一部地域一部地域一部地域ではではではでは、、、、水水水水がががが少少少少なくてもなくてもなくてもなくても流流流流れるれるれるれるシャシャシャシャ
ンプーンプーンプーンプーをををを導入導入導入導入

• 夏は水不足になるため、流しやすいシャンプーに
対するニーズが高く開発

� インドインドインドインドのののの女性女性女性女性のののの髪髪髪髪はははは渇渇渇渇きやすくきやすくきやすくきやすく、、、、色色色色をををを染染染染めるにもめるにもめるにもめるにも
潤潤潤潤いをいをいをいを与与与与えるものでないとえるものでないとえるものでないとえるものでないとダメダメダメダメ

• 髪を染めても潤いが失われない髪染めを開発
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（生産生産生産生産・・・・販売販売販売販売））））
新規参入国新規参入国新規参入国新規参入国ではではではでは、、、、地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドのののの買収買収買収買収をををを通通通通じてじてじてじて、、、、販路販路販路販路やややや生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点ををををスピーディースピーディースピーディースピーディーにににに補強補強補強補強

中国中国中国中国のののの事例事例事例事例 米国米国米国米国のののの事例事例事例事例

� 地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドMininurseをををを買収買収買収買収しししし、、、、消費者向消費者向消費者向消費者向けけけけ販売販売販売販売チャチャチャチャ

ネルネルネルネルをををを補強補強補強補強

• それまで、ロレアル傘下のブランドの商品は、美容専門
員によって販売されていたことから、販売の面積が限定
的であったが、Mininuseの買収により、消費者向けチャ
ネルを獲得することで、ハイパーマーケット等の棚への陳
列が可能となり、売上が増加

• さらに獲得した販売チャネルを活用するで、その後、グ
ローバルのコンシューマーブランドであるガルニエの立ち
上げにも貢献

� 地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドYue Saiのののの買収買収買収買収でででで、、、、生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点をををを補強補強補強補強

• スキンケアブランドであるYue Saiの買収は、ブランド

自体の買収に加え、上海の工場も獲得

地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドのののの買収買収買収買収によりによりによりにより、、、、消費者向消費者向消費者向消費者向けけけけ販路販路販路販路とととと
生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点ををををスピーディースピーディースピーディースピーディーにににに補強補強補強補強

中間業者中間業者中間業者中間業者へのへのへのへの食込食込食込食込みがみがみがみが難難難難しいしいしいしい中中中中、、、、地元地元地元地元
ブランドブランドブランドブランドのののの買収買収買収買収によりによりによりにより、、、、販路販路販路販路ををををスピーディースピーディースピーディースピーディーにににに補強補強補強補強

� 地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドMatrixをををを買収買収買収買収しししし、、、、中間業者中間業者中間業者中間業者へへへへ食込食込食込食込みみみみ

• 2000年当時、米国の業務用ヘアケア製品市場は、

中間業者の存在等により、新規参入を試みる外国企業
にとって障壁が高かったが、ロレアルは、ローカル
ブランドであったMatrixを買収することにより、同
ブランド商品の販売チャネルを獲得し、円滑に市場に
入り込むことに成功

atrix

ue-Sai

ininurse
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①①①①ビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステムビジネスシステム（（（（ブランドブランドブランドブランド））））
グローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドグローバルブランドであるであるであるであるメイベリンメイベリンメイベリンメイベリンのののの各国参入各国参入各国参入各国参入にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、地元地元地元地元ブランドブランドブランドブランドをををを買収買収買収買収しししし統合統合統合統合することですることですることですることで、、、、各地各地各地各地でのでのでのでのブランドブランドブランドブランド
構築構築構築構築のののの時間時間時間時間をををを短縮短縮短縮短縮しながらしながらしながらしながら参入参入参入参入

（（（（米米米米））））MAYBELLINE買収買収買収買収

（（（（ドイツドイツドイツドイツ））））
MAYBELLINE+JADE（（（（買収買収買収買収））））

（（（（アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン））））
MAYBELLINE+MISS YLANG（（（（買収買収買収買収））））

（（（（フランスフランスフランスフランス））））
MAYBELLINE+Gemey（（（（買収買収買収買収））））

ドイツドイツドイツドイツ
参入参入参入参入

フランスフランスフランスフランス
参入参入参入参入

アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン
参入参入参入参入

• 96年に地方ブランド（当時）

を買収し、世界中に展開す
る低価格帯のメーキャップ
という戦略ミッションを定義

• ブランド拠点をニューヨーク
に移し、リブランディング

• ローカルブランドのJADEを
買収し、「MAYBELLINE
JADE」として展開

• ローカルブランドのGemey
を買収し、「MAYBELLINE
Gemey」として展開

• ローカルブランドのMISS 
YLANGを買収し、「MISS 
YLANG MAYBELLINE」と

して展開

AYBELLINE

NEW YORK

ISS YLANG

MAYBELLINE

AYBELLINE

JADE

AYBELLINE

GEMEY
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②②②②組織組織組織組織・・・・体制体制体制体制
ブランドブランドブランドブランド単位単位単位単位ののののグローバルグローバルグローバルグローバル組織組織組織組織（（（（DMI））））のののの下下下下ににににゾーンゾーンゾーンゾーン（（（（地域地域地域地域））））別組織別組織別組織別組織がががが配置配置配置配置されされされされ、、、、DMIのののの基本方針基本方針基本方針基本方針をもとにしながらをもとにしながらをもとにしながらをもとにしながら、、、、

ローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングをををを推進推進推進推進

メイベリンメイベリンメイベリンメイベリン
インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル

（（（（DMI））））

• イギリスイギリスイギリスイギリス

• イタリアイタリアイタリアイタリア

• ベルギーベルギーベルギーベルギー

• スペインスペインスペインスペイン

• ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル

• スイススイススイススイス

• ポーランドポーランドポーランドポーランド

• ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア

• 中国中国中国中国・・・・香港香港香港香港

• 韓国韓国韓国韓国

• 台湾台湾台湾台湾

• フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン

• マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア

• タイタイタイタイ

• シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

• インドインドインドインド

（（（（ゾーンゾーンゾーンゾーン代表代表代表代表））））
日本日本日本日本

• ゾーンゾーンゾーンゾーン代表代表代表代表はははは、、、、ローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングローカルマーケティングのののの一定一定一定一定のののの権限権限権限権限をををを保持保持保持保持
−DMIの商品企画、価格、プロモーションに課題がある場合は、市場
調査などの根拠を沿えてDMIに申請することで変更可能

（（（（事例事例事例事例①①①①：：：：商品企画商品企画商品企画商品企画））））
−日本で、「ワンダーカールマスカラ」が成功したメイベリンは、00年
にリップのスタープロダクト構築を目指し、DMIは、米国＋アジア各

国で成功した「モイスチャーウィップ」を提案

−しかし、日本のマーケターは、モイスチャーウィップのようなこって
りした色味のリップよりも、軽い質感を好むと主張し、日本向けの
透明感
ある「ウォーターシャイニー」を企画し大ヒット

（（（（事例事例事例事例②②②②：：：：プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション））））

−メイベリンは、マルチエスニック（どの人種、民族の消費者にも使っ
てもらえる）なコンセプト

−CF（コマーシャル・フィルム）には、白人系、アフリカ系、アジア系を

使うが、地域別には、モデルが移る比率を変更

−アジア各国では、アジア系の登場比率が高いCFを使っているが、
日本は市場調査の結果、白人の露出度高い方がよいことが判明
し、別バージョンを利用

・・・

ロレアルロレアルロレアルロレアル・・・・パリパリパリパリ
（（（（DMI））））

ビオテルムビオテルムビオテルムビオテルム
（（（（DMI））））

ブランドブランドブランドブランド別別別別
組織組織組織組織

ゾーンゾーンゾーンゾーン別別別別
組織組織組織組織

・・・

（（（（ゾーンゾーンゾーンゾーン代表代表代表代表））））
フランスフランスフランスフランス

・・・・・・
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出所出所出所出所

• L’Oreal IR 資料

• L’Oreal in India（ICFA）

• L’Oreal in China（ICMR）

• L’Oreal Global Branding Strategy（ICMR）

• L’Oreal and the Globalization of American Beauty

• Maybelline about face（Kellog）

• A.T.Kearney Experts Interview

• ロレアル（一橋ビジネスレビュー）


