
平成17年１１月８日



カ ナ ダ



カナダ概要 （１）

• 面面面面 積積積積

カナダはロシア連邦に次いで世界で2番

目に広い国である

（総面積998万4,670km2）

• 首首首首 都都都都

オンタリオ州オタワ

• 州と準州州と準州州と準州州と準州

カナダは10州と3準州

•

カナダは10州と3準州

• 地地地地 理理理理

多様性。農業に適した肥沃な平野、広大

な山岳地帯、多くの湖や河川。そして最

北には北極ツンドラへと続く原生林

• 気気気気 候候候候

多様性。北緯70度以北には永久に凍結

した氷帽（山頂氷河）。ブリティッシュ・コロ

ンビア州西岸には豊かな雨林。夏の日中

は35℃を超える。冬には氷点下25℃程

になる。春と秋の気温はずっと穏やか。

• 時間帯時間帯時間帯時間帯

カナダは6つの時間帯



• 人人人人 口口口口

約3,100万人（2001年 カナダ統計

庁）

• 主な都市主な都市主な都市主な都市

トロント（488万人）、モントリオール

（351万人）、バンクーバー（207万

人）、首都圏オタワ＝ハル地域（110
2001

カナダ概要 （２）

万人）。数字は2001年現在。

• 人口分布人口分布人口分布人口分布

カナダの人口の大部分、77％が都

市部に住んでいる。

• 政治制度政治制度政治制度政治制度

議会制民主主義に基づく立憲君主

制の連邦国家。

オタワにある連邦議会には、選挙制

の下院と任命制の上院がある。選挙

は4年ごと



カントリーリスク・ソブリンリスク

欧米では「カントリーリスク欧米では「カントリーリスク欧米では「カントリーリスク欧米では「カントリーリスク(Country Risk)(Country Risk)(Country Risk)(Country Risk)」は一般的な用語で」は一般的な用語で」は一般的な用語で」は一般的な用語で

はなく、「ソブリン・リスクはなく、「ソブリン・リスクはなく、「ソブリン・リスクはなく、「ソブリン・リスク(Sovereign Risk)(Sovereign Risk)(Sovereign Risk)(Sovereign Risk)」が主に使われてい」が主に使われてい」が主に使われてい」が主に使われてい

る。る。る。る。

ー＞取引相手先の所属する国の外貨資金繰り悪化から対ー＞取引相手先の所属する国の外貨資金繰り悪化から対ー＞取引相手先の所属する国の外貨資金繰り悪化から対ー＞取引相手先の所属する国の外貨資金繰り悪化から対

外債務履行が不可能になるリスク外債務履行が不可能になるリスク外債務履行が不可能になるリスク外債務履行が不可能になるリスク

AaaAaaAaaAaa カナダ オーストラリア 英国 フランス

ルクセンブルグ 米国 アイスランド オランダ ドイツ

Aa2Aa2Aa2Aa2 イタリア

A2A2A2A2 日本 （Moody’s Japan 提供）



事業コスト比較 ２００４ 資料：KPMG

総合結果　米国を基準としたコスト面での優位性総合結果　米国を基準としたコスト面での優位性総合結果　米国を基準としたコスト面での優位性総合結果　米国を基準としたコスト面での優位性
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• 日本と外国企業との関係：歴史的観点 （１）

• 江戸幕府末期江戸幕府末期江戸幕府末期江戸幕府末期 1859185918591859年年年年（（（（安政６年安政６年安政６年安政６年））））

ジャーディンワインズアンドスピリッツが横浜にジャーディンワインズアンドスピリッツが横浜にジャーディンワインズアンドスピリッツが横浜にジャーディンワインズアンドスピリッツが横浜に「「「「英１番館英１番館英１番館英１番館」」」」を開設を開設を開設を開設

オランダ銀行の前身のオランダ貿易商会が長崎の出島に商館を開設オランダ銀行の前身のオランダ貿易商会が長崎の出島に商館を開設オランダ銀行の前身のオランダ貿易商会が長崎の出島に商館を開設オランダ銀行の前身のオランダ貿易商会が長崎の出島に商館を開設

• 明治時代明治時代明治時代明治時代 1902190219021902年年年年（（（（明治明治明治明治35353535年年年年））））

外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設

グローバリゼーションと大学生グローバリゼーションと大学生グローバリゼーションと大学生グローバリゼーションと大学生

外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設外銀のシティバンクが横浜に支店を開設

食品のネスレや化学食品のネスレや化学食品のネスレや化学食品のネスレや化学・・・・医薬品のバイエルも日本に進出医薬品のバイエルも日本に進出医薬品のバイエルも日本に進出医薬品のバイエルも日本に進出

• 大正から昭和大正から昭和大正から昭和大正から昭和

アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・エキスプレスエキスプレスエキスプレスエキスプレス、、、、フォードやＧＭなども上陸フォードやＧＭなども上陸フォードやＧＭなども上陸フォードやＧＭなども上陸

1937193719371937年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和12121212年年年年））））には日本の外資系企業最大規模の日本ＩＢＭが進出には日本の外資系企業最大規模の日本ＩＢＭが進出には日本の外資系企業最大規模の日本ＩＢＭが進出には日本の外資系企業最大規模の日本ＩＢＭが進出

• 戦後戦後戦後戦後

1950195019501950年～年～年～年～1960196019601960年代にはフィリップス年代にはフィリップス年代にはフィリップス年代にはフィリップス、、、、コカコカコカコカ・・・・コーラコーラコーラコーラ、、、、ＧＥＧＥＧＥＧＥ（（（（ゼネラルエレクトゼネラルエレクトゼネラルエレクトゼネラルエレクト

リッリッリッリッ クククク））））、、、、モービルなど世界的な大企業が次々と日本法人を設立モービルなど世界的な大企業が次々と日本法人を設立モービルなど世界的な大企業が次々と日本法人を設立モービルなど世界的な大企業が次々と日本法人を設立



日本と外国企業との関係：歴史的観点 （２）

1967196719671967年年年年 政府閣議で資本の自由化が決まる政府閣議で資本の自由化が決まる政府閣議で資本の自由化が決まる政府閣議で資本の自由化が決まる

1971197119711971年年年年 マクドナルドがマクドナルドがマクドナルドがマクドナルドが、、、、東京東京東京東京・・・・銀座の三越に日本第１号店をオープン銀座の三越に日本第１号店をオープン銀座の三越に日本第１号店をオープン銀座の三越に日本第１号店をオープン

1970197019701970年代から年代から年代から年代から1980198019801980年代年代年代年代 インテルインテルインテルインテル、、、、アップルコンピュータアップルコンピュータアップルコンピュータアップルコンピュータ、、、、マイクロソフトなどマイクロソフトなどマイクロソフトなどマイクロソフトなど

コンピュータ関連企業の進出目立つコンピュータ関連企業の進出目立つコンピュータ関連企業の進出目立つコンピュータ関連企業の進出目立つ

1980198019801980年代後半年代後半年代後半年代後半 バブル景気を背景に外資系金融機関の支店設立が相次ぐバブル景気を背景に外資系金融機関の支店設立が相次ぐバブル景気を背景に外資系金融機関の支店設立が相次ぐバブル景気を背景に外資系金融機関の支店設立が相次ぐ

1990199019901990年代年代年代年代（（（（バブル崩壊後バブル崩壊後バブル崩壊後バブル崩壊後））））規制緩和の追い風を受けて流通規制緩和の追い風を受けて流通規制緩和の追い風を受けて流通規制緩和の追い風を受けて流通・・・・サービス業の進出サービス業の進出サービス業の進出サービス業の進出

1991199119911991年末年末年末年末 茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス1991199119911991年末年末年末年末 茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス茨城県に第１号店を開設した玩具小売りのトイザらス

音楽ソフトのヴァージン音楽ソフトのヴァージン音楽ソフトのヴァージン音楽ソフトのヴァージン・・・・メガストアーズやＨＭＶなどもメガストアーズやＨＭＶなどもメガストアーズやＨＭＶなどもメガストアーズやＨＭＶなども、、、、全国に大規模店全国に大規模店全国に大規模店全国に大規模店

を作り若者文化を形成を作り若者文化を形成を作り若者文化を形成を作り若者文化を形成

外資系企業の一つのトレンドが流通・外食、ファッション企業の参入で、カルフール外資系企業の一つのトレンドが流通・外食、ファッション企業の参入で、カルフール外資系企業の一つのトレンドが流通・外食、ファッション企業の参入で、カルフール外資系企業の一つのトレンドが流通・外食、ファッション企業の参入で、カルフール

コストコ、スターバックスコーヒー、ルイ・ヴィトン、エルメスなどが積極的なコストコ、スターバックスコーヒー、ルイ・ヴィトン、エルメスなどが積極的なコストコ、スターバックスコーヒー、ルイ・ヴィトン、エルメスなどが積極的なコストコ、スターバックスコーヒー、ルイ・ヴィトン、エルメスなどが積極的な

店舗展開を進めて日本市場を席巻店舗展開を進めて日本市場を席巻店舗展開を進めて日本市場を席巻店舗展開を進めて日本市場を席巻



各業界外資系企業現状各業界外資系企業現状各業界外資系企業現状各業界外資系企業現状

• 流通業界流通業界流通業界流通業界 直接取引や大型店舗で、流通業界の常識を崩す

• 自動車業界自動車業界自動車業界自動車業界 ドイツ車が強いが、外車全体の販売は厳しい展開

• ホテル・レジャー業界ホテル・レジャー業界ホテル・レジャー業界ホテル・レジャー業界 東京再開発地区外資系ホテルが林立

• ファッション・アパレル業界ファッション・アパレル業界ファッション・アパレル業界ファッション・アパレル業界

身近な存在で人気が高い外資ブランド企業

• 外食産業外食産業外食産業外食産業 価格迷走したマックと出店過剰のスターバックス

• 食品業界食品業界食品業界食品業界 食に旺盛で敏感な日本市場でいかに日本人の

• 嗜好を掴むか

• トイレタリー・化粧品・業界トイレタリー・化粧品・業界トイレタリー・化粧品・業界トイレタリー・化粧品・業界

実力派の大手外資が日本法人を構え、市場に根づく法人を構法人を構法人を構法人を構

え、市場に根づくえ、市場に根づくえ、市場に根づくえ、市場に根づく



流通業界 直接取引や大型店舗で、流通業界の常識を崩す直接取引や大型店舗で、流通業界の常識を崩す直接取引や大型店舗で、流通業界の常識を崩す直接取引や大型店舗で、流通業界の常識を崩す

• 米国の大手玩具企業・トイザらス米国の大手玩具企業・トイザらス米国の大手玩具企業・トイザらス米国の大手玩具企業・トイザらス 1991199119911991年年年年12121212月末に茨城県に進出月末に茨城県に進出月末に茨城県に進出月末に茨城県に進出

• 米コストコホールセール米コストコホールセール米コストコホールセール米コストコホールセール 1999199919991999年４月に福岡市郊外に参入年４月に福岡市郊外に参入年４月に福岡市郊外に参入年４月に福岡市郊外に参入

• 仏カルフール仏カルフール仏カルフール仏カルフール（（（（欧州最大で流通業世界２位欧州最大で流通業世界２位欧州最大で流通業世界２位欧州最大で流通業世界２位）））） 2000200020002000年年年年12121212月に千葉月に千葉月に千葉月に千葉・・・・幕張幕張幕張幕張

に進出に進出に進出に進出

• 独メトロ独メトロ独メトロ独メトロ（（（（流通業世界５位流通業世界５位流通業世界５位流通業世界５位）））） 2002200220022002年年年年12121212月月月月、、、、幕張近くの千葉みなとに幕張近くの千葉みなとに幕張近くの千葉みなとに幕張近くの千葉みなとに、、、、総合総合総合総合

商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出商社の丸紅と組んで進出

• 米ウォルマート米ウォルマート米ウォルマート米ウォルマート 2002200220022002年にスーパー５位の西友に資本参加年にスーパー５位の西友に資本参加年にスーパー５位の西友に資本参加年にスーパー５位の西友に資本参加

• 日本進出を目指して事業化を調査中の欧米の流通企業が目白押し：日本進出を目指して事業化を調査中の欧米の流通企業が目白押し：日本進出を目指して事業化を調査中の欧米の流通企業が目白押し：日本進出を目指して事業化を調査中の欧米の流通企業が目白押し：

スーパーの英テスコスーパーの英テスコスーパーの英テスコスーパーの英テスコ、、、、蘭ロイヤル蘭ロイヤル蘭ロイヤル蘭ロイヤル・・・・アホールドアホールドアホールドアホールド、、、、日曜大工用品や園芸用日曜大工用品や園芸用日曜大工用品や園芸用日曜大工用品や園芸用

品などを揃えるホームセンターの米ホーム品などを揃えるホームセンターの米ホーム品などを揃えるホームセンターの米ホーム品などを揃えるホームセンターの米ホーム・・・・デポデポデポデポ、、、、英キングフィッシャー英キングフィッシャー英キングフィッシャー英キングフィッシャー

雇用：雇用：雇用：雇用： 幹部社員はヘッドハンティングが主流幹部社員はヘッドハンティングが主流幹部社員はヘッドハンティングが主流幹部社員はヘッドハンティングが主流。。。。

販売要員は新規出店で大量採用がある販売要員は新規出店で大量採用がある販売要員は新規出店で大量採用がある販売要員は新規出店で大量採用がある



自動車業界ドイツ車が強いが、外車全体の販売は厳しい展開ドイツ車が強いが、外車全体の販売は厳しい展開ドイツ車が強いが、外車全体の販売は厳しい展開ドイツ車が強いが、外車全体の販売は厳しい展開

• フォルクスワーゲンフォルクスワーゲンフォルクスワーゲンフォルクスワーゲン １９８３年東京に日本法人設立、１９９２年本社豊橋へ移転１９８３年東京に日本法人設立、１９９２年本社豊橋へ移転１９８３年東京に日本法人設立、１９９２年本社豊橋へ移転１９８３年東京に日本法人設立、１９９２年本社豊橋へ移転

• ダイムラー・クライスラーダイムラー・クライスラーダイムラー・クライスラーダイムラー・クライスラー １９９８年にドイツのメルセデス・ベンツと米国のダイム１９９８年にドイツのメルセデス・ベンツと米国のダイム１９９８年にドイツのメルセデス・ベンツと米国のダイム１９９８年にドイツのメルセデス・ベンツと米国のダイム

ラー・クライスラーが合併ラー・クライスラーが合併ラー・クライスラーが合併ラー・クライスラーが合併

• ＢＭＷＢＭＷＢＭＷＢＭＷ 千葉市に本社千葉市に本社千葉市に本社千葉市に本社

• ＧＭ（米国ゼネラルモーターズ）ＧＭ（米国ゼネラルモーターズ）ＧＭ（米国ゼネラルモーターズ）ＧＭ（米国ゼネラルモーターズ） １９２７に日本法人設立１９２７に日本法人設立１９２７に日本法人設立１９２７に日本法人設立

• 米国フォード・モーター米国フォード・モーター米国フォード・モーター米国フォード・モーター １９７４年に日本法人設立１９７４年に日本法人設立１９７４年に日本法人設立１９７４年に日本法人設立

• スウェーデンのボルボ、仏プジョー。伊フィアットは日本法人設立スウェーデンのボルボ、仏プジョー。伊フィアットは日本法人設立スウェーデンのボルボ、仏プジョー。伊フィアットは日本法人設立スウェーデンのボルボ、仏プジョー。伊フィアットは日本法人設立

これらは全て日本市場では「自動車販売会社」これらは全て日本市場では「自動車販売会社」これらは全て日本市場では「自動車販売会社」これらは全て日本市場では「自動車販売会社」

日産自動車は仏ルノーが１９９９年に資本参加日産自動車は仏ルノーが１９９９年に資本参加日産自動車は仏ルノーが１９９９年に資本参加日産自動車は仏ルノーが１９９９年に資本参加

三菱自動車はダイムラー・クライスラーが２０００年に資本参加三菱自動車はダイムラー・クライスラーが２０００年に資本参加三菱自動車はダイムラー・クライスラーが２０００年に資本参加三菱自動車はダイムラー・クライスラーが２０００年に資本参加

マツダはフォードが１９７９年に資本提携マツダはフォードが１９７９年に資本提携マツダはフォードが１９７９年に資本提携マツダはフォードが１９７９年に資本提携

いすゞ自動車・スズキをＧＭは傘下に治めているいすゞ自動車・スズキをＧＭは傘下に治めているいすゞ自動車・スズキをＧＭは傘下に治めているいすゞ自動車・スズキをＧＭは傘下に治めている

トヨタ・ダイハツ工業・富士重工・ホンダは純粋な日本企業トヨタ・ダイハツ工業・富士重工・ホンダは純粋な日本企業トヨタ・ダイハツ工業・富士重工・ホンダは純粋な日本企業トヨタ・ダイハツ工業・富士重工・ホンダは純粋な日本企業

雇用：雇用：雇用：雇用： 外車営業マンのニーズがある外車営業マンのニーズがある外車営業マンのニーズがある外車営業マンのニーズがある。。。。

企画企画企画企画・・・・宣伝宣伝宣伝宣伝・・・・国際担当などのスタッフ部門は少ない国際担当などのスタッフ部門は少ない国際担当などのスタッフ部門は少ない国際担当などのスタッフ部門は少ない



ホテル業界 東京再開発地区外資系ホテルが林立東京再開発地区外資系ホテルが林立東京再開発地区外資系ホテルが林立東京再開発地区外資系ホテルが林立

東京東京東京東京

• グランドハイアット東京（六本木地区）、ロイヤルパーク汐留タワー・パークホテル東京（汐グランドハイアット東京（六本木地区）、ロイヤルパーク汐留タワー・パークホテル東京（汐グランドハイアット東京（六本木地区）、ロイヤルパーク汐留タワー・パークホテル東京（汐グランドハイアット東京（六本木地区）、ロイヤルパーク汐留タワー・パークホテル東京（汐

留地区）留地区）留地区）留地区） ２００３年オープン２００３年オープン２００３年オープン２００３年オープン

• ヴィラフォンテーヌ汐留ヴィラフォンテーヌ汐留ヴィラフォンテーヌ汐留ヴィラフォンテーヌ汐留 ２００４年開業２００４年開業２００４年開業２００４年開業

大阪大阪大阪大阪

• ウエスティンホテル、スイスホテル南海、ヒルトンホテル、リッツ・カールトンウエスティンホテル、スイスホテル南海、ヒルトンホテル、リッツ・カールトンウエスティンホテル、スイスホテル南海、ヒルトンホテル、リッツ・カールトンウエスティンホテル、スイスホテル南海、ヒルトンホテル、リッツ・カールトン

日本のホテル日本のホテル日本のホテル日本のホテル

• 帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ、プリンスホテル帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ、プリンスホテル帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ、プリンスホテル帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ、プリンスホテル

業務提携業務提携業務提携業務提携

• カナダのフォーシーズンズと藤田観光カナダのフォーシーズンズと藤田観光カナダのフォーシーズンズと藤田観光カナダのフォーシーズンズと藤田観光 フォーシーズンホテル椿山荘フォーシーズンホテル椿山荘フォーシーズンホテル椿山荘フォーシーズンホテル椿山荘

• 米国カールソンと都ホテル東京米国カールソンと都ホテル東京米国カールソンと都ホテル東京米国カールソンと都ホテル東京 ラディソン都ホテルラディソン都ホテルラディソン都ホテルラディソン都ホテル

• 米国ハイアットインターナショナルと東京ガス米国ハイアットインターナショナルと東京ガス米国ハイアットインターナショナルと東京ガス米国ハイアットインターナショナルと東京ガス パークハイアット、パークハイアット、パークハイアット、パークハイアット、

と小田急電鉄と小田急電鉄と小田急電鉄と小田急電鉄 センチュリーハイアット東京センチュリーハイアット東京センチュリーハイアット東京センチュリーハイアット東京

• 米国マリオット・インターナショナルとＪＲ東海米国マリオット・インターナショナルとＪＲ東海米国マリオット・インターナショナルとＪＲ東海米国マリオット・インターナショナルとＪＲ東海 名古屋マリオットアソシアホテル名古屋マリオットアソシアホテル名古屋マリオットアソシアホテル名古屋マリオットアソシアホテル

今後今後今後今後

• 香港のマンダリン・オリエンタルホテルグループが２００６年に東京日本橋にマンダリン・オ香港のマンダリン・オリエンタルホテルグループが２００６年に東京日本橋にマンダリン・オ香港のマンダリン・オリエンタルホテルグループが２００６年に東京日本橋にマンダリン・オ香港のマンダリン・オリエンタルホテルグループが２００６年に東京日本橋にマンダリン・オ

リエンタル東京、香港のペニンシュラが東京丸の内に２００７年オープン予定。リエンタル東京、香港のペニンシュラが東京丸の内に２００７年オープン予定。リエンタル東京、香港のペニンシュラが東京丸の内に２００７年オープン予定。リエンタル東京、香港のペニンシュラが東京丸の内に２００７年オープン予定。

• 香港のシャングリラ・ホテルアンドリゾーツ、シンガポールのラッフルズ・インターナショナル香港のシャングリラ・ホテルアンドリゾーツ、シンガポールのラッフルズ・インターナショナル香港のシャングリラ・ホテルアンドリゾーツ、シンガポールのラッフルズ・インターナショナル香港のシャングリラ・ホテルアンドリゾーツ、シンガポールのラッフルズ・インターナショナル

日本進出へ日本進出へ日本進出へ日本進出へ

雇用：雇用：雇用：雇用： 契約社員のニーズ高い契約社員のニーズ高い契約社員のニーズ高い契約社員のニーズ高い。。。。語学力が必要語学力が必要語学力が必要語学力が必要。。。。サービス精神とビジネス感覚が求められるサービス精神とビジネス感覚が求められるサービス精神とビジネス感覚が求められるサービス精神とビジネス感覚が求められる。。。。



ファッション・アパレル業界

身近な存在で人気が高い外資ブランド企業身近な存在で人気が高い外資ブランド企業身近な存在で人気が高い外資ブランド企業身近な存在で人気が高い外資ブランド企業

ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、フェラガモ、プラダ、グッチ、ジョルジオアルマーニ、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、フェラガモ、プラダ、グッチ、ジョルジオアルマーニ、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、フェラガモ、プラダ、グッチ、ジョルジオアルマーニ、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、フェラガモ、プラダ、グッチ、ジョルジオアルマーニ、 リーバイ・ストリーバイ・ストリーバイ・ストリーバイ・スト

ラウス、ナイキ、アディダスラウス、ナイキ、アディダスラウス、ナイキ、アディダスラウス、ナイキ、アディダス

• ルイヴィトンルイヴィトンルイヴィトンルイヴィトン １９７８年東京支店開設、１９８１年に日本法人設立１９７８年東京支店開設、１９８１年に日本法人設立１９７８年東京支店開設、１９８１年に日本法人設立１９７８年東京支店開設、１９８１年に日本法人設立 （従業員数：１７００人、毎年新卒２桁（従業員数：１７００人、毎年新卒２桁（従業員数：１７００人、毎年新卒２桁（従業員数：１７００人、毎年新卒２桁

採用、２００２年３月売上額１，２４１億円）採用、２００２年３月売上額１，２４１億円）採用、２００２年３月売上額１，２４１億円）採用、２００２年３月売上額１，２４１億円） 銀座・青山・赤坂・神戸・大阪に店舗展開銀座・青山・赤坂・神戸・大阪に店舗展開銀座・青山・赤坂・神戸・大阪に店舗展開銀座・青山・赤坂・神戸・大阪に店舗展開

• シャネルシャネルシャネルシャネル 大手百貨店に絞って高級ブランドイメージを確立大手百貨店に絞って高級ブランドイメージを確立大手百貨店に絞って高級ブランドイメージを確立大手百貨店に絞って高級ブランドイメージを確立 （売上構成：７０％が衣料・バッグ類、３０％（売上構成：７０％が衣料・バッグ類、３０％（売上構成：７０％が衣料・バッグ類、３０％（売上構成：７０％が衣料・バッグ類、３０％

が香水・化粧品）が香水・化粧品）が香水・化粧品）が香水・化粧品）

• エルメスエルメスエルメスエルメス エルメスジャポンを設立エルメスジャポンを設立エルメスジャポンを設立エルメスジャポンを設立 ２００１年銀座に旗艦店をオープン（売上増加で新卒・２００１年銀座に旗艦店をオープン（売上増加で新卒・２００１年銀座に旗艦店をオープン（売上増加で新卒・２００１年銀座に旗艦店をオープン（売上増加で新卒・ 中途採用活中途採用活中途採用活中途採用活

発）発）発）発）

• リーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウス 世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー 東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター• リーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウスリーバイ・ストラウス 世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー世界最大のアパレルメーカー 東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター東京・原宿に単独店、神奈川・平塚に流通センター

設立設立設立設立 １９８９年６月ジャスダックに株式公開１９８９年６月ジャスダックに株式公開１９８９年６月ジャスダックに株式公開１９８９年６月ジャスダックに株式公開

（２００２年１１月期の売上高２３９億円）（２００２年１１月期の売上高２３９億円）（２００２年１１月期の売上高２３９億円）（２００２年１１月期の売上高２３９億円）

• ナイキナイキナイキナイキ １９８１年日商岩井と提携して進出１９８１年日商岩井と提携して進出１９８１年日商岩井と提携して進出１９８１年日商岩井と提携して進出 １９９６～９７年にシューズが大ブレーク（新宿丸井フィールド１９９６～９７年にシューズが大ブレーク（新宿丸井フィールド１９９６～９７年にシューズが大ブレーク（新宿丸井フィールド１９９６～９７年にシューズが大ブレーク（新宿丸井フィールド

館などに大型ショップを展開）館などに大型ショップを展開）館などに大型ショップを展開）館などに大型ショップを展開）

• アディダスアディダスアディダスアディダス ドイツのスポーツ用品世界第二位ドイツのスポーツ用品世界第二位ドイツのスポーツ用品世界第二位ドイツのスポーツ用品世界第二位

• トリンプ・インターナショナルトリンプ・インターナショナルトリンプ・インターナショナルトリンプ・インターナショナル 日本へ１９６４年進出日本へ１９６４年進出日本へ１９６４年進出日本へ１９６４年進出 直営店「アモ・スタイル」を展開直営店「アモ・スタイル」を展開直営店「アモ・スタイル」を展開直営店「アモ・スタイル」を展開

（２００１年１１月の売上高４１７億円）（２００１年１１月の売上高４１７億円）（２００１年１１月の売上高４１７億円）（２００１年１１月の売上高４１７億円）

• 住商オットー住商オットー住商オットー住商オットー 通信販売で住友商事と独オットーの合弁会社通信販売で住友商事と独オットーの合弁会社通信販売で住友商事と独オットーの合弁会社通信販売で住友商事と独オットーの合弁会社 住商オットーと米国エディー・バウアーの住商オットーと米国エディー・バウアーの住商オットーと米国エディー・バウアーの住商オットーと米国エディー・バウアーの

合弁会社としてエディー・バウアー・ジャパン合弁会社としてエディー・バウアー・ジャパン合弁会社としてエディー・バウアー・ジャパン合弁会社としてエディー・バウアー・ジャパン

• ギャップジャパンギャップジャパンギャップジャパンギャップジャパン とととと ブルックスブラザーズジャパンブルックスブラザーズジャパンブルックスブラザーズジャパンブルックスブラザーズジャパン 積極的に店舗展開積極的に店舗展開積極的に店舗展開積極的に店舗展開

雇用：雇用：雇用：雇用： 職種としては営業職種としては営業職種としては営業職種としては営業・・・・販売が多いが語学力は特に必要ない販売が多いが語学力は特に必要ない販売が多いが語学力は特に必要ない販売が多いが語学力は特に必要ない。。。。

企画やバイヤーはヘッドハンティングが主流企画やバイヤーはヘッドハンティングが主流企画やバイヤーはヘッドハンティングが主流企画やバイヤーはヘッドハンティングが主流。。。。



外食産業 価格迷走したマックと出店過剰のスターバックス価格迷走したマックと出店過剰のスターバックス価格迷走したマックと出店過剰のスターバックス価格迷走したマックと出店過剰のスターバックス

• 日本マクドナルド日本マクドナルド日本マクドナルド日本マクドナルド １９７１年に銀座三越に一号店をオープン１９７１年に銀座三越に一号店をオープン１９７１年に銀座三越に一号店をオープン１９７１年に銀座三越に一号店をオープン

（直営店数：約２８００店、ＦＣ店約１１００店）（直営店数：約２８００店、ＦＣ店約１１００店）（直営店数：約２８００店、ＦＣ店約１１００店）（直営店数：約２８００店、ＦＣ店約１１００店） 輸入雑貨経営の輸入雑貨経営の輸入雑貨経営の輸入雑貨経営の

藤田商店とマクドナルドが合弁としてスタート藤田商店とマクドナルドが合弁としてスタート藤田商店とマクドナルドが合弁としてスタート藤田商店とマクドナルドが合弁としてスタート

日本トライザらスの株式の１１％を保有日本トライザらスの株式の１１％を保有日本トライザらスの株式の１１％を保有日本トライザらスの株式の１１％を保有

• スターバックスコーヒースターバックスコーヒースターバックスコーヒースターバックスコーヒー １９９５年にスターバックスコーヒージャパンを設立１９９５年にスターバックスコーヒージャパンを設立１９９５年にスターバックスコーヒージャパンを設立１９９５年にスターバックスコーヒージャパンを設立

１９９６年８月に銀座に一号店オープン１９９６年８月に銀座に一号店オープン１９９６年８月に銀座に一号店オープン１９９６年８月に銀座に一号店オープン

• 日本ケンタッキー・フライド・チキン日本ケンタッキー・フライド・チキン日本ケンタッキー・フライド・チキン日本ケンタッキー・フライド・チキン 米国ケンタッキー・フライド・チキンと米国ケンタッキー・フライド・チキンと米国ケンタッキー・フライド・チキンと米国ケンタッキー・フライド・チキンと

三菱商事が３１．１％ずつ株式を持つ合弁三菱商事が３１．１％ずつ株式を持つ合弁三菱商事が３１．１％ずつ株式を持つ合弁三菱商事が３１．１％ずつ株式を持つ合弁

（直営店とＦＣ店で約１１００店）（直営店とＦＣ店で約１１００店）（直営店とＦＣ店で約１１００店）（直営店とＦＣ店で約１１００店）

• ＢＲサーティーワンアイスクリームＢＲサーティーワンアイスクリームＢＲサーティーワンアイスクリームＢＲサーティーワンアイスクリーム 米国バスキン・ロビンス社と不二家の合弁米国バスキン・ロビンス社と不二家の合弁米国バスキン・ロビンス社と不二家の合弁米国バスキン・ロビンス社と不二家の合弁

• １９７３年に設立１９７３年に設立１９７３年に設立１９７３年に設立

• エームサービスエームサービスエームサービスエームサービス 三井物産と米国アラマーク社が１９７６年設立した給食事業の合弁会社三井物産と米国アラマーク社が１９７６年設立した給食事業の合弁会社三井物産と米国アラマーク社が１９７６年設立した給食事業の合弁会社三井物産と米国アラマーク社が１９７６年設立した給食事業の合弁会社

雇用：雇用：雇用：雇用： 日本マクドナルド日本マクドナルド日本マクドナルド日本マクドナルド、、、、スターバックススターバックススターバックススターバックス、、、、日本ケンタッキー日本ケンタッキー日本ケンタッキー日本ケンタッキー・・・・フライドフライドフライドフライド・・・・チキン等はチキン等はチキン等はチキン等は

新卒新卒新卒新卒・・・・中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している。。。。

店長などの企業幹部になるには厳しい社内競争が待ち受けている店長などの企業幹部になるには厳しい社内競争が待ち受けている店長などの企業幹部になるには厳しい社内競争が待ち受けている店長などの企業幹部になるには厳しい社内競争が待ち受けている。。。。



食品業界

食に旺盛で敏感な日本市場でいかに日本人の嗜好を掴むか食に旺盛で敏感な日本市場でいかに日本人の嗜好を掴むか食に旺盛で敏感な日本市場でいかに日本人の嗜好を掴むか食に旺盛で敏感な日本市場でいかに日本人の嗜好を掴むか

• ネスレジャパンホールディングズネスレジャパンホールディングズネスレジャパンホールディングズネスレジャパンホールディングズ

「ネスカフェ」「キットカット」「ペリエ」などのブランドで知られるネスレ（スイス）は「ネスカフェ」「キットカット」「ペリエ」などのブランドで知られるネスレ（スイス）は「ネスカフェ」「キットカット」「ペリエ」などのブランドで知られるネスレ（スイス）は「ネスカフェ」「キットカット」「ペリエ」などのブランドで知られるネスレ（スイス）は

１９３３年に日本法人を設立。２０１０年までに日本の食品業界のベスト１０入りを目指す。（２１９３３年に日本法人を設立。２０１０年までに日本の食品業界のベスト１０入りを目指す。（２１９３３年に日本法人を設立。２０１０年までに日本の食品業界のベスト１０入りを目指す。（２１９３３年に日本法人を設立。２０１０年までに日本の食品業界のベスト１０入りを目指す。（２

００３年度の売上高：２，７３１億円、従業員数：約３，２００人）００３年度の売上高：２，７３１億円、従業員数：約３，２００人）００３年度の売上高：２，７３１億円、従業員数：約３，２００人）００３年度の売上高：２，７３１億円、従業員数：約３，２００人）

• 日本コカコーラ日本コカコーラ日本コカコーラ日本コカコーラ １９５７年に設立１９５７年に設立１９５７年に設立１９５７年に設立 清涼飲料全体の約３割、炭酸飲料の約６割の清涼飲料全体の約３割、炭酸飲料の約６割の清涼飲料全体の約３割、炭酸飲料の約６割の清涼飲料全体の約３割、炭酸飲料の約６割の

シェアｰを有す。滋賀県に工場、渋谷に研究開発センター。シェアｰを有す。滋賀県に工場、渋谷に研究開発センター。シェアｰを有す。滋賀県に工場、渋谷に研究開発センター。シェアｰを有す。滋賀県に工場、渋谷に研究開発センター。

米国コカ・コーラ直系で国内１５のボトラー（コカ･コーラボトリング米国コカ・コーラ直系で国内１５のボトラー（コカ･コーラボトリング米国コカ・コーラ直系で国内１５のボトラー（コカ･コーラボトリング米国コカ・コーラ直系で国内１５のボトラー（コカ･コーラボトリング

ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売ズ社）へ原液を販売

• フィリップモリスフィリップモリスフィリップモリスフィリップモリス １９８５年に日本法人を設立「ラーク」「パールメント」「マルボロ」１９８５年に日本法人を設立「ラーク」「パールメント」「マルボロ」１９８５年に日本法人を設立「ラーク」「パールメント」「マルボロ」１９８５年に日本法人を設立「ラーク」「パールメント」「マルボロ」

などの輸入タバコでは６割のシェアｰを占めるなどの輸入タバコでは６割のシェアｰを占めるなどの輸入タバコでは６割のシェアｰを占めるなどの輸入タバコでは６割のシェアｰを占める

• カルピス味の素ダノンカルピス味の素ダノンカルピス味の素ダノンカルピス味の素ダノン 味の素は仏ダノンとカルピスと合弁でヨーグルト事業味の素は仏ダノンとカルピスと合弁でヨーグルト事業味の素は仏ダノンとカルピスと合弁でヨーグルト事業味の素は仏ダノンとカルピスと合弁でヨーグルト事業

展開展開展開展開 １９９９年い埼玉県で新工場が稼動１９９９年い埼玉県で新工場が稼動１９９９年い埼玉県で新工場が稼動１９９９年い埼玉県で新工場が稼動

• ハーゲンダッツジャパンハーゲンダッツジャパンハーゲンダッツジャパンハーゲンダッツジャパン ゼネラルミルズ（蘭）、サントリーとタカナシ乳業の合弁ゼネラルミルズ（蘭）、サントリーとタカナシ乳業の合弁ゼネラルミルズ（蘭）、サントリーとタカナシ乳業の合弁ゼネラルミルズ（蘭）、サントリーとタカナシ乳業の合弁

• カーギルカーギルカーギルカーギル 世界の穀物流通の２５％を取り扱う米国企業１９５６年に日本法人を世界の穀物流通の２５％を取り扱う米国企業１９５６年に日本法人を世界の穀物流通の２５％を取り扱う米国企業１９５６年に日本法人を世界の穀物流通の２５％を取り扱う米国企業１９５６年に日本法人を

設立設立設立設立

雇用：雇用：雇用：雇用： 営業職で販路開拓能力が求められる営業職で販路開拓能力が求められる営業職で販路開拓能力が求められる営業職で販路開拓能力が求められる。。。。



トイレタリー・化粧品業界トイレタリー・化粧品業界トイレタリー・化粧品業界トイレタリー・化粧品業界

実力派の大手外資が日本法人を構え、市場に根づく実力派の大手外資が日本法人を構え、市場に根づく実力派の大手外資が日本法人を構え、市場に根づく実力派の大手外資が日本法人を構え、市場に根づく

• プロクター・アンド・ギャンブルプロクター・アンド・ギャンブルプロクター・アンド・ギャンブルプロクター・アンド・ギャンブル （Ｐ＆Ｇ）（Ｐ＆Ｇ）（Ｐ＆Ｇ）（Ｐ＆Ｇ）

日本への進出は１９８３年日本への進出は１９８３年日本への進出は１９８３年日本への進出は１９８３年 神戸･六甲アイランドにアジア・太平洋地域拠点を神戸･六甲アイランドにアジア・太平洋地域拠点を神戸･六甲アイランドにアジア・太平洋地域拠点を神戸･六甲アイランドにアジア・太平洋地域拠点を

構える。構える。構える。構える。 外資系企業では、テレビＣＭでメディア展開高い、就職でも人気企業外資系企業では、テレビＣＭでメディア展開高い、就職でも人気企業外資系企業では、テレビＣＭでメディア展開高い、就職でも人気企業外資系企業では、テレビＣＭでメディア展開高い、就職でも人気企業

花王、資生堂、ライオンとユニチャームと激しい競争展開花王、資生堂、ライオンとユニチャームと激しい競争展開花王、資生堂、ライオンとユニチャームと激しい競争展開花王、資生堂、ライオンとユニチャームと激しい競争展開

• ユニリバー（世界最大級の食品・トイレタリー企業）ユニリバー（世界最大級の食品・トイレタリー企業）ユニリバー（世界最大級の食品・トイレタリー企業）ユニリバー（世界最大級の食品・トイレタリー企業）

日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、日本リーバは、洗顔料「ダヴ」、シャンプー「ラックススーパーリッチ」で知られ、

シャンプー市場ではトップクラス。紅茶の「リプトン」、「ブルックボンド」、業務用油脂「豊年シャンプー市場ではトップクラス。紅茶の「リプトン」、「ブルックボンド」、業務用油脂「豊年シャンプー市場ではトップクラス。紅茶の「リプトン」、「ブルックボンド」、業務用油脂「豊年シャンプー市場ではトップクラス。紅茶の「リプトン」、「ブルックボンド」、業務用油脂「豊年

リーバ」も手がける。リーバ」も手がける。リーバ」も手がける。リーバ」も手がける。

• シャネル、クリスチャンディオール、エルメス、カルバン・クライン、イヴ・サンローランなどがシャネル、クリスチャンディオール、エルメス、カルバン・クライン、イヴ・サンローランなどがシャネル、クリスチャンディオール、エルメス、カルバン・クライン、イヴ・サンローランなどがシャネル、クリスチャンディオール、エルメス、カルバン・クライン、イヴ・サンローランなどが

人気人気人気人気

• ロレアルロレアルロレアルロレアル 世界最大のフランス化粧品メーカー世界最大のフランス化粧品メーカー世界最大のフランス化粧品メーカー世界最大のフランス化粧品メーカー 日本法人の従業員は１，１００人日本法人の従業員は１，１００人日本法人の従業員は１，１００人日本法人の従業員は１，１００人

• エイボン・プロダクツエイボン・プロダクツエイボン・プロダクツエイボン・プロダクツ ＡＶＯＮ（米国）ＡＶＯＮ（米国）ＡＶＯＮ（米国）ＡＶＯＮ（米国） 厚木に工場厚木に工場厚木に工場厚木に工場 従業員は１，２００人従業員は１，２００人従業員は１，２００人従業員は１，２００人

• エスティローダーエスティローダーエスティローダーエスティローダー （ＥＳＴＥＥ（ＥＳＴＥＥ（ＥＳＴＥＥ（ＥＳＴＥＥ ＬＡＵＤＥＲ）ＬＡＵＤＥＲ）ＬＡＵＤＥＲ）ＬＡＵＤＥＲ） 従業員は８００人従業員は８００人従業員は８００人従業員は８００人

雇用：雇用：雇用：雇用： 新卒新卒新卒新卒・・・・中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している中途採用とも積極的に採用している。。。。

この業界は将来性が高いこの業界は将来性が高いこの業界は将来性が高いこの業界は将来性が高い。。。。 Ｐ＆Ｇは新卒採用熱心Ｐ＆Ｇは新卒採用熱心Ｐ＆Ｇは新卒採用熱心Ｐ＆Ｇは新卒採用熱心。。。。



法律が変わると世の中が変化する法律が変わると世の中が変化する法律が変わると世の中が変化する法律が変わると世の中が変化する

• １９９８年８月商法改正：１９９８年８月商法改正：１９９８年８月商法改正：１９９８年８月商法改正：

自社株発行による株式交換制度が導入（国内企業同士に自社株発行による株式交換制度が導入（国内企業同士に自社株発行による株式交換制度が導入（国内企業同士に自社株発行による株式交換制度が導入（国内企業同士に

限って解禁）限って解禁）限って解禁）限って解禁）

• ２００６年にも「会社法」が施行？：２００６年にも「会社法」が施行？：２００６年にも「会社法」が施行？：２００６年にも「会社法」が施行？：

外国企業は日本に子会社を作って日本企業の買収可能外国企業は日本に子会社を作って日本企業の買収可能外国企業は日本に子会社を作って日本企業の買収可能外国企業は日本に子会社を作って日本企業の買収可能 （現金を使わ（現金を使わ（現金を使わ（現金を使わ

ずにＭ＆Ａ実行可能）ずにＭ＆Ａ実行可能）ずにＭ＆Ａ実行可能）ずにＭ＆Ａ実行可能）

• 外資系企業の日本進出の背景には外資系企業の日本進出の背景には外資系企業の日本進出の背景には外資系企業の日本進出の背景には、、、、必ず企業戦略が存在必ず企業戦略が存在必ず企業戦略が存在必ず企業戦略が存在

• 時代背景を踏まえ時代背景を踏まえ時代背景を踏まえ時代背景を踏まえ、、、、その戦略を理解することがその戦略を理解することがその戦略を理解することがその戦略を理解することが、、、、外資系企業への就職の外資系企業への就職の外資系企業への就職の外資系企業への就職の

第一歩第一歩第一歩第一歩



外資系企業就職の良さ

①①①① 能力主義能力主義能力主義能力主義

②②②② 男女平等男女平等男女平等男女平等

③③③③ 意思伝達意思伝達意思伝達意思伝達

④④④④ 権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲

⑤⑤⑤⑤ 給与水準給与水準給与水準給与水準

⑥⑥⑥⑥ 有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇

⑦⑦⑦⑦ アフターファイブアフターファイブアフターファイブアフターファイブ

⑧⑧⑧⑧ ドレスコードドレスコードドレスコードドレスコード

⑨⑨⑨⑨ セクシャルハラスメントセクシャルハラスメントセクシャルハラスメントセクシャルハラスメント



外資系企業就職の厳しさ

①①①① 成果・結果主義成果・結果主義成果・結果主義成果・結果主義

②②②② 人事考課人事考課人事考課人事考課

③③③③ 日本法人の地位日本法人の地位日本法人の地位日本法人の地位

④④④④ 本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略④④④④ 本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略本社主義・経営戦略

⑤⑤⑤⑤ 外国人上司との人間関係外国人上司との人間関係外国人上司との人間関係外国人上司との人間関係

⑥⑥⑥⑥ M&AM&AM&AM&Aリスクリスクリスクリスク

⑦⑦⑦⑦ 英語力英語力英語力英語力

⑧⑧⑧⑧ コミュニケーション力コミュニケーション力コミュニケーション力コミュニケーション力

⑨⑨⑨⑨ 人材育成人材育成人材育成人材育成



現在の綱引き（２００５年）

①①①① インフレとデフレインフレとデフレインフレとデフレインフレとデフレ

②成長と分配②成長と分配②成長と分配②成長と分配

③格差と平等③格差と平等③格差と平等③格差と平等

④均一化と多様化④均一化と多様化④均一化と多様化④均一化と多様化

⑤融和と排除⑤融和と排除⑤融和と排除⑤融和と排除

上空から見た大綱引き綱引き綱引き綱引き（ 沖縄観光情報）



物事の捉え方（新石鹸開発）

日用日用日用日用・・・・バストイレタリー市場規模バストイレタリー市場規模バストイレタリー市場規模バストイレタリー市場規模（（（（年年年年））））

石鹸石鹸石鹸石鹸 4444，，，，000000000000億円億円億円億円 化粧品化粧品化粧品化粧品2222兆円兆円兆円兆円

2004200420042004年度売上年度売上年度売上年度売上 出店先出店先出店先出店先

ボディーショップボディーショップボディーショップボディーショップ(Body(Body(Body(Body Shop)Shop)Shop)Shop) （（（（英国英国英国英国））））67676767億円億円億円億円

ショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンター

ラッシュラッシュラッシュラッシュ(Lush)(Lush)(Lush)(Lush) （（（（英国英国英国英国））））30303030億円億円億円億円

自然派化粧品

ラッシュラッシュラッシュラッシュ(Lush)(Lush)(Lush)(Lush) （（（（英国英国英国英国））））30303030億円億円億円億円

ショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンター

ロクシタンロクシタンロクシタンロクシタン(L(L(L(L’occitane)occitane)occitane)occitane) （（（（フランスフランスフランスフランス））））20202020億円億円億円億円

東急百貨店東急百貨店東急百貨店東急百貨店

石鹸で売るか石鹸で売るか石鹸で売るか石鹸で売るかフレグランスソープフレグランスソープフレグランスソープフレグランスソープで売るかで売るかで売るかで売るか

あるいはあるいはあるいはあるいは自然派化粧品自然派化粧品自然派化粧品自然派化粧品で売るかで売るかで売るかで売るか

各市場規模各市場規模各市場規模各市場規模、、、、成長性成長性成長性成長性、、、、市場動向市場動向市場動向市場動向

（（（（女性の嗜好女性の嗜好女性の嗜好女性の嗜好））））等を考える等を考える等を考える等を考える

自然派化粧品自然派化粧品自然派化粧品自然派化粧品――――＞エステ系＞エステ系＞エステ系＞エステ系？？？？ 美肌系美肌系美肌系美肌系？？？？

フレグランス石鹸石鹸

自然派化粧品


