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＜＜＜＜企業概要企業概要企業概要企業概要＞＞＞＞

商 号 Inditex SA
業 種 家庭衣料品店

(NAICS分類:北米産業分類システム)
本 社 スペイン、ア・コルーニャ

時価総額 400億ドル

従 業 員 89,112人（2008年）

売 上 高 131億ドル（2008年）

地域売上 スペイン国内34%、スペインを除く欧州45%、

米州11%、アジア含むその他11%

グループ会社数 218社[1]

[1] Inditex Groupが100%所有する子会社であり、ZARA以外の他ブランド

関連子会社も含む。
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 1＞＞＞＞

世界72カ国で展開する世界最大級の衣料品製造小売企業
・ZARAは、1963年、スペインの衣料品商、アマンシオ・オルテガが設

立した衣料品店を起源とするインデックス・グループ傘下のブランド

で、全部で8つあるブランドの中で最大のブランドである（グループ

売上高の66%を計上）。

・商品の企画、生産から販売までを垂直統合し、ハイファッションのト

レンドに沿った製品を多種少量生産で高速回転させ、希少性を保ちな

がら安価で提供する「ファースト・ファッション」のビジネスモデル

を実現している。さらに、そのビジネスモデルを世界中へ展開してお

り、1988年のポルトガルを皮切りに、米国、欧州に進出（米国（89

年）、フランス（90年））。90年代以降は、他の先進国へも展開（日

本、英国、UAE（98年）など）し、00年代以降は、新興国へも参入し

ており（ロシア（03年）、インドネシア（05年）、中国（06年）な

ど）、08年度時点で、世界72カ国、1,500店舗を展開している。結果と

して、過去10年以上にわたり、売上、利益ともに高い成長を維持して

きた（99年～08年度にかけての売上高の年平均成長率は25%、同じく

純利益は29%）。

・ハイファッションの商品は、トレンドに沿いながら希少性を保つこと

が重要である。そのためにZARAは、世界各国の現場の声を聞きなが

ら、必要なものを峻別し、本社主導での商品や店舗レイアウトの標準

化を進めながら早いサイクルで商品や店舗レイアウトを変更している。

具体的には、本部のカントリーマネージャーがリエゾンになり、現地

の意見や知見を素早く集約し、コマーシャルチームを中心に商品企画

を行い、企画から店舗配置までの時間を、2週間～4週間という極めて
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 2＞＞＞＞

短いリードタイムで実現している。また、生産は、自社工場と中国など
人件費の低い国の工場を使い分けており、トレンドや希少性とともに、
安さも同時に実現している。さらには、それにあわせた店舗レイアウト
も、同様の方式で高速回転させている。

・他方、新しい国への進出に際しては、時間をかけて極めて慎重なステッ

プをとる。まず、カントリーリスク、市場性、ビジネスリスクの観点か

ら参入方式（直接投資、合弁、フランチャイズ）を検討する。さらに、

進出時には、「Go Slow Strategy」という様子見戦略を採用しており、

具体的には、中心地にバルーン店舗を1つ出店し、地域の情報を溜め込

みながら、数年から時には10年近い時間をかけて、本格進出の判断を

行っている。
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＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 1 ＞＞＞＞

本部専門本部専門本部専門本部専門チームチームチームチームによるによるによるによ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のののの商品商品商品商品とととと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のののの決定決定決定決定

・1年間を通じて、安価なハイファッションな商品投入を「高速回転」で行

っているZARAは、商品の回転にあわせる形で、店舗レイアウトも同様に

「高速回転」させている。ZARAは、これらの「高速回転」を実現するた

めに、世界各国の現場と本社をリアルタイムでつなぐ業務プロセスを構築

している。

・まず、商品に関しては、本社に、デザイナー、市場動向の専門家、バイ

ヤーから成る約300人の「コマーシャルチーム」を抱えている。市場動向

の取材チームは、シーズン毎にパリコレやミラノコレクションを訪問し、

オートクチュールの直近の流行を捉えると同時に、各国の現地取材も行い、

今後の市場動向を調査する。そして、それをもとに、世界展開可能なハイ

ファッション商品を、スペイン本部にいる200人のデザイナーが設計し、

テストマーケティングを経て、本格投入を実施する。本格投入にあたって

の製造は、当たり外れのあるハイファッションの商品とベーシックな商品

とで工場を分けている。前者は、少量生産可能で、必要に応じてラインを

直ぐに止められる地元の自社工場で行い、後者は、中国、インドなどの低

賃金国の契約工場で行っている。さらに、製造された商品は、地元ア・コ

ルーニャの物流センターへ一度集約し、そこから全世界へ週2回配送して

いる。配送は、各国の値札をつけ、ハンガーにつるされた状態で行われ、

店舗へ到着時には、そのまま陳列出来るようになっている。通常、商品の

基本コンセプトの作成に1～2日、デザインに3日、製造に1週間（材料の

在庫がある場合）～3週間（在庫がなく調達・染色が必要な場合）、配送

に1～3日がかかるとされ、企画から世界中の店舗の陳列まで2～4週間程

度である（次ページ図1）。
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＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 2 ＞＞＞＞

（図1）ZARAのサプライチェーン

・次に、店舗レイアウトに関しても、商品の投入サイクルにあわせて10
日に一度更新される。その際、レイアウトデザインは本部の店舗レイ
アウトチームで標準化を行い、世界中の店舗へ迅速に展開する。店舗
のレイアウトは、家具の配置、ウィンドーのディスプレイまで、全て
ア・コルーニャの本社でデザインを行っている。ZARAは、同業他社が
売上対3.5%程度の広告費を投入しているにも関らず、売上対0.3%程度
の広告費しか投入しておらず[1]、広告塔の一端として細部までこだわ
ったデザインがなされている。

[1] Zara: Expansion Blues (ICFAI), p.8
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・レイアウトの更新は、まず、本社内にある店舗の実験スペースで、投
入商品にあわせた、陳列や照明、VMD（Visual Merchandising）が、
グローバル標準として決定される。次に、店舗レイアウト担当者とカ
ントリーマネージャーが、各国のストアマネージャーと、各店舗に取
り付けられたデジタルカメラを通じて、グローバル標準のレイアウト
への変更指示を行う。ストアマネージャーはその場で、各国の顧客特
性にあわせた意見をし、グローバル標準をベースに各店舗に最適なデ
ザインが行われる。

[1] Inditex Group, “International Multi-concept Group,”
<http://www.inditex.com/en/shareholders_and_investors/investor_relations/ presentations>

＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 3 ＞＞＞＞

(ZARAの店舗風景[1])
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各国市場情報の迅速な吸上げと反映
・ZARAは、本社主導で、世界各地のトレンドをリアルタイムに収集し、商
品企画に迅速に反映することで、世界中で展開可能なハイファッションな
商品を実現している。

・具体的には、本部のカントリーマネージャーが日々、各国のストアマネー
ジャーと連絡をとり、日々の売上や在庫の管理に加え、各国のファッショ
ントレンドの状況を確認している（図2）。さらに、その内容を、コミュ
ニケーションの円滑化のために同じフロアにいる本部のコマーシャルチー
ムや営業と随時共有し、デザインを1日平均60点（全社）のスピードで
行っていく。現場の声を吸上げる際には、一部のローカル市場のみでニー
ズがありそうな商品ではなく、グローバル市場において、一定のニーズが
ありそうなものを峻別していく。

・例えば、以前東京で、グレー
のプリーツスカートが流行し
た際、ZARAに同種のスカー
トがなく、競合にとられてい
ることから、東京のストアマ
ネージャーが追加企画をスペ
イン本部へ依頼した。それを
受けて、コマーシャルチーム
が中心となり、他国でのニー
ズ状況を勘案した上で投入を
決定し、東京に加えて欧州で
大ヒットの商品となっている。

＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ＞＞＞＞

（図2）本社と各国のやり取り



SPRING GSF 9

＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定 1＞＞＞＞
専門部隊によるGo Slow Strategy
・ZARAは、新しい国へのエントリーに際しては、本部の専門部隊を中心に
慎重なテストマーケティング期間を経て、本格進出を決定する（Go Slow 
Strategy）。

・最初に、本社専門部隊が、国単位でマクロ、ミクロの両面から集中的に検
討を行う。具体的には、まずマクロ面において、対象国の経済動向、今後
の経済成長性に加え、関税、法人税、平均労務費、店舗の賃借料の傾向な
どを確認する。さらに、ミクロ面では、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、競合状況の分析（既に参入している同業他
社の成功／失敗要因）に加え、衣料品の販売チャネルの状況、出店に際す
る好ロケーションの有無などを検討する。

・その上で、対象国の「カントリーリスク（ex.政治状況など）」、「市場
性」、「ビジネスリスク」という3つの観点から、「直接投資」「合弁」
「フランチャイズ」のいずれの方式で参入するかを検討する。

・「直接投資」は、いずれの要素も高い得点の場合に採用され、「合弁」は、
総合的に評価基準は満たしているものの、エントリー時点で競争優位性な
どに不透明な点が残る場合に採用する。例えば、エントリー時点で好ロ
ケーションを確保出来るか、地元に強い競合がいる場合に勝てそうかが不
透明な場合などで、日本やドイツなどは合弁方式で参入している。「フラ
ンチャイズ」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、などの場合に採用され、例えば、中東諸国、
キプロス、アイスランドなどはこの方式で参入している。

・参入方式決定後、実際の参入にあたっては、まずテストマーケティング
フェーズとして、中心地に1店舗だけを構え、様子を見る戦法をとる。
「Go Slow Strategy」と呼ばれるこのテストマーケティング期間に、進出
地域の衣服や店舗のデザインに対する知識を溜め込み、同時に他の周辺地
域への拡大が可能かを調査した上で、最終的に本格参入するかどうかを判
断する。
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・例えば、米国では、1989年にニューヨークのマンハッタンに第1号店を開

店し、ZARAのハイファッションな商品が米国で受入れられるのか、さら

にはニューヨーク外の地方都市に住む人々にまで受け入れられるのかに

ついて情報を溜め込みながら慎重に検討を行っている。結果、フロリダ、

ワシントン、ネバタ、カルフォルニアを皮切りにした本格展開まで10年

程度を要している（図3）。

（図3）米国でのフットプリント拡大の変遷

＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定 2＞＞＞＞
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＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定 3＞＞＞＞
・メキシコでは、「Go Slow Strategy」を実施中に、欧州と異なり、比較
的富裕層がターゲット顧客だということが判明し、プロモーション手段
を大きく変更した。具体的には、スペインでは8割の人がZARAの価格帯
に手が届くにも関らず、メキシコでは平均所得が低く、一部の層しか
ZARAの商品に手が届かなかった。そこで、ZARAは、「Made in 
Europe」というメッセージを強く打ち出し、高級感あるブランドイメー
ジの構築に努めることで進出に成功した。

・また、赤道以南の南米では未だ「Go Slow Strategy」の最中である。
ZARAは、1998年より赤道を超えた南米大陸に展開し、現在までにブラ
ジル、アルゼンチンなど4カ国へ進出をしているが、本格展開には至って
いない（4カ国合計の店舗数は、08年末で40店舗であり、メキシコ1カ国
より少ない）。具体的には、これらの国々は南半球であり、これまで主
に展開してきた北半球とは四季が反対になるため、商品ラインナップが
異なるという課題を抱えており、商品のデザインから店舗への陳列まで
を本部集中で「高速回転」させる従来のZARAのビジネスモデルが適合可
能かどうかを慎重に検討している（現在これら4カ国では、前期に北半球
で流行したモデルを倉庫に半年間保管し、四季が反転してから販売して
いる）。

出所
・ZARA IR資料
・ZARA Fast Fashion（Harvard Business School, Business Case）
・ZARA Expansion Blues（Institute of Chartered Financial Analysts of India, 
Business Case）

・ZARA Is it moving too fast?（Institute of Chartered Financial Analysts of India, 
Business Case）

・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（LOGI-BIZ）
・A.T.Kearney Experts Interview
・Factiva（ビジネス情報のオンラインデータベース）


