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はじめに

現在、国際的に事業展開する衣料専門店におい
て、突出した売上を誇るのが GAP 社、リミテッド
（LIMITED）社、インディテックス（INDITEX）
社、H&M社の 4 社である。中でも、H&M社のほ
ぼ単一業態（単一ブランド展開）である「H&M」
ブランドは、前年度に続き 2006 年度の売上高でも
世界最大となった。2006 年末、その「H&M」の日
本進出が表明され、日本国内で注目を集めている。
前述の 4 社の中では、「GAP」とインディテック

ス社の「ZARA」が既に日本に進出しており、それ
ぞれ 10 年前後を経過しているが、「GAP」の苦戦
と「ZARA」の好業績という、相反した状況は、世
界市場、日本市場に共通している。この「GAP」
の息切れの前に、「ZARA」を擁するインディテッ
クス社や、H&M社といったグローバル企業は、国
際市場の厳しい競争を勝ち抜いて、GAP 社に迫る

勢いを見せており、その驚異的な競争力は注目す
べきである。
まず、その H&M 社が満を持して来年秋に日本

に本格進出するに当たっては、当然のことながら、
はっきりした戦略目標を持って臨んでくる。日本
市場の位置づけは、北米と欧州で躍進を遂げた後、
いよいよ本格化するアジア市場への進出の一環で
あり、各地の販売拠点とのバランスをもって挑ん
でくるだろう。また、単に日本国内の衣料マーケ
ットの大きさや、「ルイ・ヴィトン」ブランドの売
上の 6 割以上を日本（日本人消費者）が担ってい
るという好材料などの漠とした市場認識で進出し
てくるわけではない。日本の衣料品市場が世界的
に見てもデフレ圧力の強いマーケットであるとい
った点も、シビアに分析した上での本格進出である。
次に、その際の彼らの戦略ターゲット、つまり、

具体的にどのゾーンに食い込もうとしているのか
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1 2006 年度の世界の衣料専門店の 4強は、GAP社、LIMITED 社、INDITEX 社、H&M社であるが、そ

の中で、新興勢力となる INDITEX 社と H&M社は独特の強みを持ち、ファストファッション 1と呼ばれ

る。

2 2008 年秋に予定されている「H&M」の日本上陸以降、外資ブランドの流入が相次ぐと予想され、彼ら

の流通政策は販路として好立地の路面店と郊外SCを設定するだろう。

3 グローバルな展開で、オペレーションシステムの精度を上げて発展している外資の流入の前に、日本国内

大手アパレルの対応が迫られる。

要　点

1 ：いわばファストフードのように、先端のトレンドをいち早く取り入れながら、賞味期限も長くはないが、価格も値ごろであるファッション。低価格であり
ながら、スタイリッシュで鮮度の高いことで人気がある。
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という市場ポジショニング戦略としては、現在の
日本の大手アパレルのナショナルブランド（NB）
の領域が考えられる。中でも、リアルクローズと
呼ばれる、日常生活で普通に使えるような流行服
の分野は、109 系ファッションや、東京ガールズコ
レクションに参加するブランドなどに注目が集ま
っているものの、明確な市場定義は不十分で、こ
こに、外資系ブランド群が 1 ジャンルを築くと思
われる。
一方で、彼らと競合するであろう日本の大手ア

パレル企業は、日本のマーケットに精通している
という優位性は持つものの、原料調達、生産に関
して、商社依存型の商品づくりやブランドごとの
個別オペレーション体制で、規模のメリットを活
かしきれていないなどの弱点を抱えている。その
点、H&M に代表されるファストファッション の
担い手たちは、世界市場を相手に、自らのグロー
バルなネットワークを駆使した、適品適地の原料
調達、企画・生産・販売体制を、極めてシステマ
チックに連携して構築した高効率のオペレーショ
ンシステムを持っている。しかも、グローバル市
場で勝ち抜く中で、標準化された事業モデルを現
地の市場特性に応じて適度に部分修正を行う術を
得ている。
つまり、彼らにとっては、その規模のメリット

を活かした合理的なマーチャンダイジングシステ
ムという強みが 1 つの絶大な競争優位であり、日
本への進出は、コスト競争力を含めて、上記領域
での成功を確信したものだと見るべきであろう。
この市場は、およそ 10 年前に、ワールド社の

「オゾック」の成功を皮切りに、大手アパレル企業
が相対的に価格の低いヤング SPA ブランドを続々
と投入したことに端を発するものだが、当時この
流れは、流行を取り入れた商品が安い値段で手に
入ることもあり、ミセス層まで取り込んで、日本
のレディス市場全体にデフレ圧力を伴う大きな変
容をもたらし、現在にも継続している。今回の
「H&M」の進出は、「ユニクロ」ブームや、上記ブ
ームに続き、主に国内レディス中間市場に対して、
再びデフレ圧力を伴った、市場構造を大きく変え
るインパクトとなると思われる。
また、彼らのアジア進出の背景には、驚異的な

経済発展を遂げている中国を含む、アジア市場全

体の拡大という狙いもあり、アジア市場のトレン
ドセッターとしての日本へ攻勢を増す外資が今後
も増えるのは間違いない。そこで本稿では、本年 1
月に NY 近郊で行った調査内容を交えて、既出、
進出予定の大型外資衣料専門店を中心に、外資
SPAブランドの実情と戦略展開について考察する。

塗り替えられる勢力図、第 1世代の苦戦と、第 2
世代の台頭

世界の衣料専門店において、4 強と言われる
GAP 社、インディテックス（ZARA）社、リミテッ
ド社、H&M社についての概要は図表 1のようにな
る。中でも、売上高でトップを独走しているとは
いえ、世界に 3,000 以上の店舗を抱える GAP 社が
伸び悩んでいる点は見逃せない。GAP 社の栄光の
陰りは様々なメディアで報道されているところだ
が、同時に 2 位を走るリミテッド社も、アパレル
部門である「Express」「Limeted Stores」は共に前
年度割れで店舗数を減らし、「ビクトリアズ・シー
クレット」（下着）と「バス＆ボディーワークス」
（化粧品事業）に注力して、純粋なアパレル専門店
とは違う方向に舵を切っており、創業事業である
アパレル部門を切り離す動きさえある。このよう
に、アパレル部門の不振を抱える GAP 社やリミテ
ッド社に対し、第 2 世代 2 に数えられるインディ
テックス社と H&M 社は、売上高対前年度比 2 桁
増と、驚異的な伸びを更新している。

疲労を見せる王者　GAP

今年 1月のポール・プレスラー氏の CEO退任な
ど、上層部の入れ替えが続く中、GAP 社は新たな
業態として着手していた「フォース＆タウン」（35
歳以上の女性をターゲットとするライフスタイ
ル・ブランド）の閉鎖を決定した。2005 年 8 月に

 売上高（百万ドル） 前年比 店舗数 進出国 

GAP（アメリカ）    15,943 -0.5% 3,131 3 5 3

リミテッド（アメリカ） 10,671 10.0% 918 4 1（米国） 4

インディテックス（スペイン） 10,291 1 21.6% 3,263 3 64 3

H&M（スウェーデン）   9,275 2 11.7% 1,420 5 29 5

（注1）インディテックス社　81億9,600万ユーロを1ユーロ ： 1.2556ドルで換算。 
（注2）H＆M社　684億スウェーデン・クローネを1スウェーデン・クローネ ： 0.1356ドルで換算。 
（注3）2007年6月22日現在 
（注4）2006年末現在、アパレル部門以外の下着と化粧品業態（2006年に買収したカナダの下着メーカー、 
　　  ラ・センサ・コーポレーションの海外店舗込み）を含めると、店舗数3,798、進出国34 
（注5）2007年5月31日現在 

出所：各社アニュアルレポート、プレスリリース、為替についてはInternational Monetary Fund、 
　　2006年平均データ、セントルイス連銀データベースFLED、2006年月別データの平均を基に作成 

図表 1 世界の衣料品専門店　上位 4社推移

2 ：80 年代後半から 90 年代にかけて、ベーシック、かつ単品のカジュアルウェアを計画生産、販売して成長したGAP 社、リミテッド社といった企業を第 1
世代、90 年代後半から急激に拡大した、短サイクル生産でファッション性の高い商品を販売するH&M社や、インディテックス社を第 2世代と呼ぶ。

リアルクローズ市場への欧米大型SPAの参入
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スタートしたものの、グループ全体の売上が伸び
ない中での決断だった。
GAP 社は、現在、基幹ブランドである「GAP」

に加え、低価格の「オールド・ネイビー」、ラグジ
ュアリーの「バナナ・リパブリック」を主力とし
ているが、売上高対前年比で見ると、「GAP」「オ
ールド・ネイビー」がそれぞれ、▲ 4.8 ％、▲
0.3 ％と低迷しており「バナナ・リパブリック」の
10.7 ％増の足を引っ張る形となっている。この、
業績の良い「バナナリパブリック」だけを切り離
すのではという憶測もあったが、今のところそれ
は否定している。
日本でも、「GAP」は 100 店舗以上を構えるもの

の、その数は減少傾向にあり、一頃の勢いは感じ
られない。上記「バナナ・リパブリック」がショ
ッピングセンター（SC）を中心に順調に店舗数を
伸ばしているなか（現在約 20 店舗）、「GAP」の動
向といえば、客足の離れからディスカウントに走
るなど、苦戦を思わせるものばかりだ。
また、「オールド・ネイビー」「GAP」「バナナ・

リパブリック」「その他」の順で占める 2006 年度
の売上構成比では、オールド・ネイビーが半分近
い 47 ％を占めている。これは北米にしか展開され
ておらず、日本未上陸だが、低価格の割に可愛い
商品が多く、日本に進出すれば、十代を中心に受
け入れられるのではないだろうか。ファミリー向
けというコンセプトを持つため、低価格向けの SC
や量販店との取り組みも有り得る。
どちらにしても、「GAP」ブランドは、日本では

既に忘れられた感が強く、新業態も開発できない
うえ、好調である「バナナ・リパブリック」に頼
り続けるわけにもいかないとなると、100 店舗を抱
える以上、このまま消費者への訴求がない状態で
は生き残りは難しい。米国内及び海外を含めた不
動産の売却と、リストラを予定しているとのこと
で、日本での展開にも変化がありそうだ。

新興勢力の代名詞　H＆M

「GAP」に対する新興勢力であり、2008 年秋の日
本への進出を前に、国内でも注目の高まる「H&M」
は、低価格でファッション性の高い商品を提供す
ることで知られる。100 人以上のデザイナーを抱え、
アジア、ヨーロッパを中心に世界に 20 のプロダク
ションオフィスと約 700 の提携工場を備える同社
の商品は、企画から最速で 3 週間で店頭に並べる
ことができる。これは、企画、生産から、販売ま

でのオペレーションが、世界規模でシステマチッ
クに行われ、必要なところで作り、必要なところ
で売るということが可能とされているためだ。
日本でも、ハニーズ社や 109 系のようにファッ

ション性と低価格を両立させ、若い女性の人気を
得て、高成長したブランドがあるが、中には、専
属デザイナーではなく、販売スタッフや、生産委
託している商社傘下のスタッフが企画を担当し、
クリエーションにあまり力を入れていないブラン
ドもある。それに対し、H＆M社は、専門のデザ
イナーを数多く抱えて維持するデザイン面でのク
オリティーの高さ、企画から短時間で店頭投入さ
れるという速度、グローバルなオペレーションで
在庫リスクを減らしつつ、効率的に補給できるこ
とから生まれるコスト競争力を持っており、それ
らの点で、グローバルに展開する同社に分がある
ように思われる。
そんなファストファッションの代表である一方

で、人気デザイナーや有名人とのコラボレーショ
ンでも顧客をつかんでいる。歴代の取り組み相手
といえば最初のカール・ラガーフェルド以降、ス
テラ・マッカートニー、ヴィクター＆ロルフ、マ
ドンナ、カイリー・ミノーグ、次回はロベルト・
カヴァリと、そうそうたる顔ぶれである。1974 年
の創業以来、徐々に規模を拡大し、右肩上がりの
驚異的な拡大を経て、現在は 28 カ国 1,400 店舖を
誇る、まさにグローバルな展開を続けている。
稼ぎ頭として突出したドイツを中心に、ヨーロ

ッパ、アメリカ市場に加えて始まったアジア展開
は、2007 年 3 月の香港出店を皮切りに、4 月は上
海に 2 店舗と徐々に店舗数を伸ばしている。また
前述の通り、2008 年秋には原宿に旗艦店をオープ
ンする。既に、店舗ビルイメージも公開されオー
プンを待つばかりという様相だ。レディス、メン
ズ、キッズ、ベビーの商品を展開し、通信販売や
個人輸入を含め日本でもファンは多い。また、海
外旅行の際、ファンになることも多いようだ。一
歩早く進出した上海では、最新の取り組み相手で
あるカイリー・ミノーグのショーなど大がかりな
イベントを開催し、ファンを沸かせたようだが、
日本での展開も、どんなイベントを用意してくる
のか楽しみである。
一方で、「H&M」はファストファッションの代

名詞的な存在である宿命として、商品の鮮度の高
さとは裏腹に、寿命という面では期待できない。
私見であるが、1月に NYの店舗で商品を視察した
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際は、ベビーカーを押す母親層も気軽に入店して
おり、サイズ展開の豊富さや、店内の構成には好
感を持つものの、購入したいと思わされる商品に
は出合えなかった。高品質の商品に慣れてきた日
本の消費者に、どれ程受け入れられるかは疑問が
残る。長期的な展開を目指すのであれば、品質の
向上を含めた日本仕様の商品構成が不可欠となる
だろう。また、新ブランドとして新たに展開を始
めた「COS（コレクション・オブ・スタイル）」は、
今年ヨーロッパに 9 店舗の展開予定で、「H&M」
よりも対象年齢を高めに設定しているということ
で、より高品質志向であるとすれば、むしろそち
らの方が日本には馴染むかもしれない。

驚異的な成長　インディテックス

強者 4 社の中でも、前年比 22 ％というずば抜け
た伸び率を示すインディテックス社は、ヨーロッ
パを中心に世界 64 カ国に進出している（2007 年 6
月 22 日現在）。「ZARA」を中心に、「PULL AND
BEAR」「BERSHKA」など 8つのブランドも持つが、
売上のおよそ 1/3 を主要ブランドの「ZARA」が担
っている。
莫大な広告宣伝費をかける GAP 社や、有名人と

のコラボレーションで話題を集める H&M 社と違
い、インディテックス社は特別な広告費をかけな
いことで知られる。利益は、新店舗の好立地や設
営にかけてしまうというのだ。実際、「ZARA」と

いうブランドについて、SHOP 以外の情報がどれ
だけあるだろうか。店頭のウインドウこそが唯一
の広告キャンペーンであると、自社の方針として
自ら主張しているのもうなずける。
もっとも、店頭でのアピールを広告宣伝の拠り

所とするためには、新鮮なウインドウを常に維持
する必要があるが、デザイナーを 300 人以上抱え、
企画から最短で 1 週間で店頭に商品を投入し、年
間の商品は 30,000 アイテム以上、「H&M」を上回
るかというスピードが、それを可能にしている。
しかし、「ZARA」というブランドは、初上陸は

1998 年と比較的早く、店舗数も既に 30 店に近いに
もかかわらず、雑誌が主力のファッション情報発
信源である日本では、大規模かつ継続的なタイア
ップ広告を打つなどのプロモーション戦略をとっ
ていないこともあって、好業績の割に、一般的な
消費者への知名度の点で今ひとつではないだろう
か。
ただし、好業績で体力をつけているうえに、知

名度が低いということは、日本国内での展開につ
いてまだ潜在市場が期待できるということだ。
2008 年以降、外資の SPA 流入が加速化し、業界と
して話題を集めれば、それに伴って「ZARA」への
注目も高まり、大型海外ブランドの一角として一
般的に認知されるだろう。2005 年には、ビギ
（BIGI）グループとの合弁を解消、日本法人の完全
子会社化を果たした同社について、2 月 11 日付け
の日本経済新聞では、日本での業績の好調もあっ
て、今後店舗数を 50 店以上に伸ばすという意向が
紹介されている。
だが、先に述べた理由から「ZARA」についての

情報は、現在インターネット上にもほとんど無い。
公式の日本語サイトも無い状態で、唯一それに近
いのは、inditexjobs というインディテックス社の
求人サイトのみである。消費者は既に、ファッシ
ョンといえどもインターネット上での情報収集は
当たり前になっており、特に露出の少ないブラン
ドである以上、何らかのサイト上での取り組みは、
今後不可欠ではないだろうか。携帯電話で洋服が
売れる今、店頭のみの交流が、新鮮ととられる可
能性と不親切ととられる可能性の両方が存在する
が、ファストファッションで多店舗展開を行う以
上は、何らかの情報公開がないと、安定した新規
顧客の開拓は難しい。
また、インディテックス社がスペインの企業と

いうこともあり、ヤング OL 層向けの「ZARA」ブ

NYのトレンド発信地であるソーホー地区の「H&M」店舗
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ランドは、スーツ等のオフィス仕様のアイテムに
加え、カジュアルな商品ではラテン的なテイスト
も感じさせる。スーツ類については、多少品質の
不安定さと、若干装飾過多の面もあるように見え
るが、カジュアル向け商品については、日本では
なかなか無い色使いなど目を引かれるものがあり、
OL 層に加え、他にない商品を求めるさらに若い世
代もねらい目ではないだろうか。

「ユニクロ」との比較

「H&M」や「ZARA」の事業内容は、これまで述
べた通りだが、素材切り口で見ても、日本のアパ
レルは、個別ブランドごとの現物フォロー型のオ
ペレーションであるため、素材メーカーへの発注
ロットは、大手 NB といえども 1 マーク 100 反も
いかないことが多いのに対し、彼らは規模のメリ
ットを十分活かす事業コンセプトであるので、1マ
ーク決まれば、恐らく 2 桁以上大きなロットとな
るだろう。この点から見ても、日本の SPA として、
これらのグローバル企業と単独で争える力を持つ
のは、恐らくファーストリテイリング社（ユニク
ロ）しかない。同社と、前述の 4 強を比較すると、
図表 2 のようになる。規模で言えば、まだまだ追
いつくのは難しいようだ。

しかし、日本国内で迎え撃つという点では、「ユ
ニクロ」ブランドのコンセプトがベーシック中心
であるため、「H&M」や「ZARA」と競合すること
はないと考えられる。ただし、NYに出店し、ます
ます注力する海外展開では、市場を欧米とする限
り、先行者である「H&M」や「ZARA」を相手と
する場面は多い。低価格に加え、ファッション性
の高い商品が気軽に手に入る市場が前もってでき
上がっている地域では、低価格でベーシックの商
品を新たに売り込んでいくのは簡単ではない。同
社の場合は、日本国内での競合はそれほど緊急の
課題とはならず、むしろ海外での勝負が問題と言
える。

続々と日本進出を企てる外資ブランドの動向

前述の「H&M」の新規参入に加え、他にも続々
と日本への進出が見られる（図表 3 参照）。イタリ
ア高級ブランド、アルマーニ・グループの手がけ
る若者向けブランド「アルマーニ・エクスチェン
ジ」は、この 3月に郊外 SCに 2店舗をオープンし、
9 月には渋谷に旗艦店をオープンする予定だ。2 号
店となる「ららぽーと横浜」店を視察した限りで
は、外資ブランドの集まる場所で、5、6 番手の立
地という印象であったが、デニムを中心に鮮やか
なピンクなどを多用する商品構成は、他ブランド
とは違った個性を持っている。また、店舗イメー
ジも、NY店などの造りをそのまま踏襲して再現し
ているようだ。ただし、同店舗に限って言えば、
自動車での集客がメインとはいえ、JR 横浜線鴨居
駅最寄りという立地と、18 ～ 25 歳というターゲッ
ト層にしては、婦人ジーンズ 18,900 円、同ニット
10,290 円（日経流通新聞 07 年 3 月 16 日）という
価格帯は、高すぎるのではないだろうか。

また、米国にも前述の 4 強の規模にはまだまだ
及ばないものの、人気のある SPA が多くあり、日
本への進出を図っている。『2006 年度の米国大型店
50 社の 06 年度決算』（繊研新聞 2007 年 4 月 6 日）
に数えられるアバクロンビー＆フィッチ
（Abercrombie & Fitch）社（2006 年度売上高： 33
億 1,800 万ドル）のブランド、「アバクロンビー＆
フィッチ」「アバクロンビー」「ホリスター」「ルー
ル」、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ
（American Eagle Outfitters）社（同 27 億 9,400 万
ドル）の「アメリカン・イーグルアウトフィッタ
ーズ」、アーバン・アウトフィッターズ（Urban
Outfitters）社（同 12 億 2,400 万ドル）の「アーバ

「アルマーニ・エクスチェンジ」のショッピングバッグ（2007年1月当時）

 売上高 1 前年比 店舗数 進出国・地域 

GAP（アメリカ）    1兆8,541億7,090万円 -0.5% 3,131 5

リミテッド（アメリカ） 1兆2,410億3,730万円 10.0% 91 1（米国） 

インディテックス（スペイン） 1兆1,968億4,330万円 21.5% 3,263 64

H&M（スウェーデン） 1兆786億8,250万円 11.7% 1,420 29

ファーストリテイリング（日本） 4,488億1,900万円 19.7% 1,632 5
（注1）図表1の数値を1ドル ： 116.3円で換算。 

出所：各社アニュアルレポート、プレスリリース、International Monetary Fund、2006年平均データから作成 

図表 2 世界の衣料品専門店上位 4社とファーストリテイリング社の比較
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ン・アウトフィッターズ」「アンソロポロジー」な
どである。

アバクロンビー＆フィッチ社の「アバクロンビー＆

フィッチ」は、カジュアル・ラグジュアリーを謳
い文句にしたいわゆるアメカジブランドである。
品質は特に重要視されているとは思えないが、デ
ザインの可愛さは他にはなかなかな見られないも

GAP

アメリカ。ベーシックカジュアルの代表といえるブランドで、本国アメリカでは、現在50歳
代のベビーブーマーを主要なターゲットとしてきた。2000年ごろから業績が急速に悪化。
一時回復するも、現在も低迷が続く。 

既出。 
102店舗 2。 

バナナ・リパブリック（GAP） 

アメリカ。「GAP」の上位ブランド。日本を北米以外の唯一の出店地域としている。創
設当初は、サファリ・スタイルを中心としていたが、現在はレディス、メンズを中心に、適度
にトレンドを取り入れたクラシックなベーシックスタイルを提案する。 

既出。 
20店舗（期間限定ストアを含む） 2。 

オールド・ネイビー（GAP） 

アメリカ。低価格商品構成のファミリー向けブランド。カジュアルブランドの雄GAPの下
位ブランドで、GAP社売上高の半分を支える。「家庭の温かさ」をモットーに、家族皆で、
同じブランドを着るというコンセプトを持つ。そのため子供服や、マタニティウエアが充実
しており、洋服以外のイベント用の小物なども多数。上位ブランドのGAPやバナナリパ
ブリックに比べ、店員は容姿、年齢など多岐に渡り、広く顧客との身近さを演出している。 

予定なし。 

ZARA（インディテックス） 
スペイン。子供服から婦人服、紳士服まで幅広く展開し、トータルのコーディネートも可能。
アメリカ・ヨーロッパ・アジアに進出しており、特にヨーロッパでの人気が高い。レディス
の主要顧客層は、20～30代のOL層で、高いファッション性の割に価格は手頃である。
また、短期間で商品が入れ替わるため、気に入った商品を見つけても、その場で購入し
ないと、次回は無くなっていることもある。 

既出、28店舗 2。3年後をめどに50カ
所前後に展開を予定。 

H&M

スウェーデン。ファストファッションの雄。4強の一角で、単一業態ではGAP社の「オール
ドネイビー」を抜いて1位の売上げを誇る。コート、スーツなどの重衣料から、カジュアルま
でトータルな品揃えのSPAで、トレンドを取り入れながら値頃感のある価格帯で販売し、
日本でも支持されている。 

2008秋、原宿、明治通り沿いフォレッ
ト跡地に開店予定。アジア地域では、
先の香港、上海に続く出店。 

アルマーニ・エクスチェンジ 
（プレシディオ・ホールディングス・リミテッド 1） イギリス。アルマーニが、若者向けに手ごろな価格で開発したブランド。これまでアメリカ、

カナダ、オーストラリアなどでは低価格帯のショップを展開している。主力商品はTシャツ
や、ジーンズなどで、中国、中東などでも新しいショップ展開を行う予定。H&Mに代表さ
れるファストファッションに対抗するべく、高級ブランドが発信するセカンドラインであり、
今後も同様の新ブランドが増加するかどうか注目される。 

既出、郊外大型SCに2店舗。9月に
原宿に旗艦店をオープン予定。今
後3～5年をめどに郊外SCを含む20
カ所前後に展開、年商100億円を目
指す。 

アバクロンビー&フィッチ 

アメリカ。18～22歳対象のアイビーリーグとアウトドアのカレッジライフスタイルの商品群。
米国で大人気。薄暗く、大音量で音楽が流れる店内に、フレグランスが施された商品が
並ぶ。姉妹ブランドに、22～35歳向けの「ルール」、14～18歳向け「ホリスター」、7～
14歳向け「アバクロンビー」がある。 

2008年後半、東京にアジア初の旗
艦店をオープン予定。以前にも日本
進出のため日本法人まで用意したが
一度白紙にし、2007年3月ヨーロッ
パ初の旗艦店をロンドンのサヴィル・
ローに出店。 

アーバン・アウトフィッターズ 
アメリカ。20～26歳を対象に、PBや、NB、雑貨などを取り扱っている、セレクトショップ
兼SPA。レディースとメンズのカジュアル衣料を中心に大変な人気を博している。現在、
欧州への積極的な出店を進めており、その際の商品構成は、米国と同じ製品が6割、
現地に合わせたセレクト商品が4割という。センスの良さに定評があり各地に展開する
専門店は、それぞれ独自の店舗レイアウトで、統一した規格は行わない。姉妹ブランドに、
より高級志向の「アンソロポロジー」がある。 

2009年までに日本進出を計画、それ
に先駆けて日本語版の通販サイトを
オープンした。 

ブランド名（社名） 拠点、特徴 日本への進出 

（注1）アルマーニ社とシンガポール資本の合弁会社で国籍はイギリス。 
（注2）2007年6月22日現在 出所：各社プレスリリースなどを基に筆者作成 

図表 3 日本進出済み、あるいは進出が予想される主な外資ブランド
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国内動向

ので、日本でも未出店ながら人気が高い。薄暗い
照明に、大音量の音楽、見た目重視の販売員とい
う独特の店舗環境を作り、アメリカでは若者を中
心に絶大な人気を得ており、このブランドは日本
でも成功するだろう。さらに同社ブランドの中で
も高めの年齢層向けに設定されている「ルール」
は、「アバクロンビー＆フィッチ」より品質も良く、
落ち着いたデザインで、特に日本人向きと思われ
る。

なお、このアバクロンビー＆フィッチ社と商品
構成が近いのがアメリカン・イーグル・アウトフ
ィッターズ社で、両社はお互いの商品や、店舗内
装などについて自社の模倣であるとし、度々訴訟
を起こし合っている。それでも、両社とも 3 年連
続で既存店増収を続けており、2006 年度の営業利
益率も、アバクロンビー＆フィッチ社 19.8 ％、ア
メリカン・イーグル・アウトフィッターズ社
21.0 ％と共に絶好調で、徐々に規模を拡大してい
る。店舗について言えば、「アバクロンビー＆フィ
ッチ」よりも「アメリカン・イーグル・アウトフ
ィッターズ」の方が、明るく一般向けで、入りや
すいようだ。
加えて、日本の店頭にある商品に一番近く、受

け入れやすいように思えるのが、アーバン・アウ
トフィッターズ社の「アーバン・アウトフィッタ
ーズ」と、その姉妹ブランドである「アンソロポ
ロジー」だ。「アーバン・アウトフィッターズ」は
既に、日本進出の足掛かりとして、ネット販売の
サイトをオープンしている。実際の店舗は、株式
会社サザビーリーグの「AfternoonTea」と同じよ
うに、衣料品、衣料雑貨、生活雑貨を揃えたセレ
クトショップのような造りで、センスの良さが受

け入れられている。若者向けの「アーバン・アウ
トフィッターズ」、キャリア、ミセスを対象とする
「アンソロポロジー」ともに、そのままで日本人に
好まれそうなブランドである。さらに、2008 年に
は、新業態としてホーム用品と、ガーデニング用
品をアンティークと組み合わせ、生花や植木も揃
えた単独店「グリーンハウス」の展開を予定して
いる。NY 視察時も、「アンソロポロジー」のロッ
クフェラーセンター店では、店舗の中央にグリー
ンを集めた庭園風のコーナーを大きく取っており、
特に、キャリア・ミセスの中でもライフスタイル
にこだわりを持つ大人向けとして、上記ホーム、
ガーデニング分野への注力がうかがえた。

その他、先に述べた GAP 社の有力ブランドであ
る「オールド・ネイビー」も、低価格化が進んだ
日本では受け入れられやすいブランドではないだ
ろうか。現在の同ブランドは、ターゲットをアメ
リカ国民全員とし、価格帯は、「Walmart」や
「Target」といったディスカウントストアと十分競
合できる程低く抑えている。また、低価格の上に、
子供服や、マタニティウエアが充実している点も、
日本の既存ブランドと差別化できる強みといえる。
「GAP」や「バナナ・リパブリック」に比べて、誰
でも入れる店舗という印象なのも、広く消費者を
取り込める要素になりそうだ。なお、高品質低価
格ベーシックという主張で、ソーホーに新店舗を
オープンした「ユニクロ」について、低価格、高
品質、ベーシックとして見ると、市場の位置づけ
は「GAP」と上記「オールド・ネイビー」の間く
らいと思われる。

これらのブランドを全体的に見ると、補給の面

「アバクロンビー＆フィッチ」のショッピングバッグ（2007 年 1月当時）

センスよく衣料と雑貨をまとめた「アンソロポロジー」店内
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では各社ともグローバル展開で仕組みが出来上が
っている上、生産工場もアジアに持つことが多く
さほど問題はないようだ。デザインの面では「ア
バクロンビー＆フィッチ」などのアメカジや、
「ZARA」の原色使いのデザイン、「アーバン・アウ
トフィッターズ」の日本人に馴染みやすいデザイ
ンなど、それぞれの独自性がある。しかし、「アバ
クロンビー＆フィッチ」と「アーバン・アウトフ
ィッターズ」は、すぐに日本に溶け込めると思え
るが、「H&M」の品質については、日本国内での
長期的な全国展開には改善が必須ではないだろう
か。

販路としてのSCの活用の可能性

前述の「アルマーニ・エクスチェンジ」は、9月
に原宿への旗艦店出店を予定しているとともに、
積極的に郊外 SCを販路として設定している。現在
出店しているのは、ともに 2007 年 5 月にオープン
した「流山おおたかの森 SC」と、「ららぽーと横
浜」である。同グループの「アルマーニ」を含め、
高級百貨店や一等地の路面店を主戦場とする高級
ブランドと違い、カジュアルブランド志向である
以上、当然の選択といえる。上記 2 店舗では、既
に「ZARA」「バナナ・リパブリック」「GAP」とい
ったブランドと競合しているが、カジュアル・ラ
グジュアリーを謳い、同価格帯で争う「アバクロ
ンビー＆フィッチ」や、ハイセンスな店舗構成で
顧客を引き入れる「アーバン・アウトフィッター
ズ」も、日本進出後の主な出店先は好感度な立地
の旗艦店と、郊外を含む SCという構成で重なって
くるだろう。
SC と一言でいっても、その定義では、広く東京

ミッドタウンや新丸ビルといった都心の大型施設
も、ルミネなどの駅ビルも、イオン系などの郊外
型も含まれるため、一概に論じられないが、流入
する外資カジュアルブランドが増加するのであれ
ば、それぞれの棲み分けを明確にする必要がある。
しかし、前述の「ららぽーと横浜」を例に取れ

ば、同 SC内でも、「GAP」と、「バナナ・リパブリ
ック」など同企業で、明確に価格帯を分けたはず
のブランドが立地の違いこそあれ、1つの施設内に
同時に出店している。確かに、日本の消費者は、
気に入りさえすれば、多少価格帯が違っても
「GAP」と「バナナ・リパブリック」の両店で商品
を購入する可能性がある。この例は、極端に価格
が違う場合でも同様で、日本人の購買行動では、

高価格の商品と低価格の商品の両方に躊躇なく手
を伸ばすのが普通とも言える。ただし、そうなる
と、各ブランドは、対象顧客が広がる一方で、顧
客を細かく絞り込めなくなり、どの SCに出店する
かという棲み分けが難しくなるのではないだろう
か。
日本の SC の数は 2006 年末時点で 2,759 軒と、

2,800 に手が届きそうな勢いであり、日本ショッピ
ングセンター協会は、次代の SC経営者養成のため
に、「SCアカデミー」を開校するなど SCへの期待
は高まる。数が増すにつれて、生き残りを図るた
めには他の SCとの差別化を果たすことが必要とな
るが、「改正まちづくり 3 法」の施行で、単純に大
きさを競う施設は出店が困難になり、中規模施設
の増加が予想される。そんな中で、続々と外資ブ
ランドが流入しても、明確に出店先を振り分けず、
新規開店 SCから順に出店していくようでは、各ブ
ランドの当初の目新しさが無くなれば、SC の同質
化とともに、顧客からの支持を維持できなくなる
危険があるのではないだろうか。SC の同質化が進
めば、差別化するポイントは、交通手段の良し悪
しを含めた立地と、施設内の環境の良し悪しに限
られてしまう。
そこで、交通や、環境に不利があっても、それ

を補えるだけのコンセプトが求められてくるが、
増加する外資ブランドの流入を、このコンセプト
策定に活用することができるのではないだろうか。
例として、新しい形態に、ライフスタイルセン

ター（LSC）がある。これは、小売業売上高の半数
以上を SCが占め、施設面積、数、バリエーション
のどれもが日本を凌駕している米国で人気のある、
SCの 1形態である。この LSC は、近郊住民の生活
に密着し、その空間自体に人を集めることを目指
すもので、自発的に人々が集まるようにするため
に、居心地の良い空間の提供を前提としている。
日本でも次代の主要形態として、三井物産やイ

オンなどにより同形態が積極的に開発され始めて
いるが、この概念は、狭義の規定が無いことから
幅広く解釈されており、米国では、主にオープン
エアの設計で、小規模商圏の人々のコミュニティ
ーとしての役割が注目されているものの、日本で
は、中規模以上の施設でも、地域の子供向け託児
施設や、団塊世代向け講習施設などを設置し、地
域住民との交流の場という役割を前面に出すこと
で、LSC の概念が取り入れられている施設もある。
こうなると、現在のように、LSC という概念がは
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っきりと固まらないうちに、1つの形式として、独
自にコンセプトを固めてしまうのも有効な手段と
考えられる。その際、例えば、健康志向あるいは、
自然志向に焦点を当て、健康的なセクシーさを持
つアバクロンビー＆フィッチ社のブランドや、ガ
ーデニング分野にも強みを持つアーバン・アウト
フィッターズ社のブランドなどを、積極的に誘致
してくることもできる。
現在、日本国内で違いを打ち出しきれない多く

のブランドと比べ、グローバルに展開する外資ブ
ランドは個性が強く、SC 全体のコンセプトを打ち
出す際も、大きな味付けとして活用できるのでは
ないだろうか。ただし、出店先が振り分けられず、
どこに行っても見かけられるようになってしまう
と、その手段は有効ではなくなってしまうだろう。

まとめ

2008 年以降、中国を強く意識したアジア戦略の
一環として、日本に上陸する外資ブランドは、増
え続ける傾向にある。特に、「ZARA」や「H&M」
に代表されるような、グローバルで合理的、シス
テマチックな原料調達・生産のオペレーションシ
ステムを武器にして「流行のエッセンスを程よく
取り入れた商品」を「迷わず買える価格」で提供
するという戦略から生み出されたファストファッ
ションが、これまで国内大手アパレル NB の牙城
であった、最もおいしいマーケットを侵食して成
功する可能性は十分ある。
その背景には、日本市場の中で、驚くような低

価格の商品が存在するのと同時に、ラグジュアリ
ーブランドに代表される高額品も販売を伸ばして
おり、気に入れば安いもので済ませるし、こだわ
りや、必要性があれば高額品も買うという使い分
け的な消費行動が定着していることがある。
「H&M」や「ZARA」の日本での成功は、そういっ
た目の肥えた消費者の、実情に根ざした消費行動
に上手く適合させることが前提となる。全身を一
つのブランドで統一するのではなく、ファストフ
ァッションを毎日の生活に適度に取り入れられる
顧客をつかめば、その成功はさらに強固なものに
なると考えられる。
ただし、高級ブランドと違い、中価格帯のブラ

ンドで数を売るには多店舗展開が必要となるが、
続々と流入する後続の波の前では、“目新しく特別
な海外の商品”という消費者からの位置付けを維
持するのは難しく、先行者利益を期待できる期間

はそう長くない。後続を牽制するには、いち早く
自社ブランドを日本に馴染ませることが不可欠と
なる。低価格であっても、一定の品質を求める多
くの消費者をつかむためには、ファストファッシ
ョンゆえの品質のラフさを可能な限り是正し、あ
る程度安定した品質の商品を、適正なサイズで、
日本にマッチした商品構成でそろえ、なおかつ欧
米の洗練されたイメージを維持することが必要と
なる。個人的には、日本的な重ね着スタイルなど
を取り入れすぎているデザインでは新鮮味が無く、
また「H&M」のように長期間の使用を想定しない
ため、品質が安定しないというのも継続した発展
には障害となると考える。「アバクロンビー＆フィ
ッチ」などキレイめのアメカジ、もしくは「アン
ソロポロジー」のような、雑貨を取り込んだ生活
全体への統一性のある提案力を持つブランドが生
き残るのではないだろうか。また、主な販路とし
て想定される SCも成熟の時を迎えており、新規参
入する各社ブランドと効果的な取り組みができれ
ば、日本の SCにも新たな展開が起こるだろう。

上記の問題は、いわば外資同士の競い合いの問
題であるが、これを迎え撃つ国内アパレル企業の
対策も急がれるところだ。1999 ～ 2000 年の「ユニ
クロ」や、1993 ～ 1995 年の「オゾック」の登場と
いうインパクトに匹敵する「外資ブランド群の市
場参入」は、単純に競争相手の増加というだけで
はない。彼らは、次々に原宿や銀座に旗艦店を出
店することを明らかにしており、高級ブランド並
みの資金力を持つことが 1 点、さらに、企業コン
セプトとして低価格を挙げており、一時しのぎで
金額を設定しているわけではなく、合理的でシス
テマチックな生産販売システムに裏打ちされた本
物の価格競争力を持っている点がある。
現在、ユーロの急騰が際立ち、当面欧州ブラン

ドの逆風となりそうだが、中長期的にみれば、そ
の競争力は変わらないだろう。また、この価格競
争力が本物であるため、セール時には、さらに値
引きをしてくる。現在の、国内ブランド店舗の好
立地も奪われる可能性は大いにあるし、セール時
の価格競争では、その差が一段と広げられるだろ
う。国内市場の中でも、小規模で独自性の強いブ
ランドよりも、大規模で素早い対応の難しい高コ
スト体質の大手 NB こそ警戒を強め、自社の強み
を活かした対抗策をとる必要があるのではない
か。

国内動向


