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調査概要 

 

■調査の背景・目的 

近年、内需型産業とされてきたわが国サービス産業の海外展開が加速しており、海外

進出を検討する企業数は増加傾向にある。こうした動きは、流通・小売業に加え、外食

産業、教育産業、理容美容などの対個人向けサービス、さらには物流、住宅建設などの

分野に広がっている。 

本調査は、わが国サービス産業の海外展開先として有望とみられるロシアにおけるサ

ービス産業の基礎情報を調査し、その現状を把握することを目的に実施したものである。 

 

■調査方法 

本調査は、以下の方法により実施した。 

 公開情報の収集（日本語、ロシア語） 

 日本国内有識者に対するインタビュー 

 現地企業および関係機関へのインタビュー 

 現地店舗への訪問調査 

 

■調査期間 

2011年2月～3月 

 

■調査実施機関（調査委託先） 

株式会社日本能率協会総合研究所 国際調査部 
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第1章 流通・小売業 

 

1. 業界の概要 

ロシアにおける流通・小売市場は1990年代後半に入って大きく様変わりした。そ

れまでは旧ソ連時代からの小規模商店が存在するのみであった。そのため、消費者

は必要なモノをそれぞれ販売する店舗で購入するという消費スタイルであった。 

ところが、1990年代後半からロシア地元資本の大型スーパーマーケットチェーン

が売場面積300㎡クラスの店舗を展開するようになり、ロシアでも小売店舗の大型

化が始まった。 

2000年以降、店舗の大型化の傾向は、好調なロシア経済による消費者の購買意欲

の高まりを背景に、急速に発展した。外国資本の大型小売業者が売場面積1万㎡クラ

スの大型店を次々とオープンさせ、ロシア小売業界の大型店舗化が一気に進んだ。 

特に、モスクワを中心に、外国資本によるスーパーマーケットやハイパーマーケ

ット（スーパーマーケットよりもはるかに広い面積をもつメガストア）が進出した

ことにより、ロシア国内資本の問屋や小売業者にも競争原理が働いた。 

この結果、ソ連解体後のロシアでは小売の決済が「商品納入後70日以内」であっ

たが、それが「30日以内」となる、小売業・小売業者からの返品を認めはじめる、

などといった商習慣が生まれた。また、この間、外資系投資会社が問屋・卸売業者

の買収計画を積極的に進め、欧米型の物流システム、倉庫・在庫システム導入によ

る地域を越えた全国レベルでの卸売業が展開されつつある。 

小売業の売上規模も2000年以降大きく伸びている。日本の農林水産省の資料によ

ると、2000年には売上高2兆3,520億ルーブル（約6兆円）であったものが、2008年

には13兆9,150億ルーブル（約39兆円）まで伸びている。また、食品小売に限って

も、2000年に1兆930億ルーブル（約3兆円）だったものが、2008年には6兆3,430億

ルーブル（約18兆円）と増加した。 

以下は、2002年から2008年におけるロシアの小売市場規模の推移である。 
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【図表1-1：ロシアの小売市場規模推移】 

（単位：US$billion） 

 

（出所）ロシア統計局 

 

2002年から2007年にかけて、ロシア小売市場は毎年平均では20～25%増加した。

2008年は世界経済危機により市場が縮小したが、ロシア経済の成長の可能性は高く、

所得の増加が見込まれ、小売市場は活気を取り戻すと予想されている。 

ロシアの小売市場は急速な発展を遂げたとはいえ、人口1人当たりの小売売上高は、

欧州諸国の水準にまだ遠く及ばない。ただし、ロシアのコンサルティング会社

AMIKOのデータによると、2010年半ばには、ロシアの人口1人当たりの小売売上高

が英国の70％にまで達する見通しである。また、モスクワの1人当たりの小売売上

高は、今後2年間のうちにロンドンを追い越すと予想されている。 

ロシアの小売市場の成長は、急激な需要の増加と製品価格の上昇によるもので、

生産が需要に追いついていない。医薬品業界では、生産量が年間5～6％伸び、売上

高（ドル換算）は年間25％も伸びている。アルコール業界では、消費量は横ばいで

あるが、売上高は30～40％伸びている。 

欧州小売業界におけるマージンが15～20％であるのに対し、ロシア小売業界にお

けるマージンは20～30％である。また、ロシアのハイパーマーケットの売上総利益

率は19～25％であるが、欧州の場合は16～18％である。 

 

一連のアナリストらの評価によると、ロシアの小売市場はまだ飽和状態になって

おらず、大きな成長余力がある。将来的に、ロシアの都市は、大都市・中小都市を

含めて、より一層の小売流通網の発展が見込まれる。 

モスクワ市民が好んで買い物をする場所は、スーパーマーケット、ディスカウン

トショップ、ハイパーマーケット、小型の食料品店、キャッシュ＆キャリー（会員

制の現金払い・持ち帰り問屋だが、ロシアでは一般消費者も会員となって利用して

いる）である。 
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大型チェーンの進出が相次いでいるとはいえ、ロシアにおける小売業の中心はま

だまだ個人商店である。ロシア「コメルサント」紙の2010年7月15日号の記事によ

れば、大手50社がロシアの小売市場に占めるシェアは2009年現在で12.8%となって

いる。 

前述のとおり、ロシアも経済発展が著しく、人々の購買力も増加しているが、現

時点においても供給が不足している状況である。このため、世界的に見て、ロシア

は投資家にとって魅力的市場であり、現在、投資市場として中国、インドに次いで3

番目に人気のある国との見方もある。 

ロシアの小売チェーンに対して、商品を納入する際、メーカーが負担する額は決

して小さくない。メーカーと小売業との直接交渉では、商談アイテムが絞られるこ

とにより、メーカーにとって小売業サイドの条件を受け入れざるを得なくなるケー

スが多く、価格交渉力が低下するという恐れがある。 

このため、ロシアの卸売業者、あるいは販売代理店といったディストリビュータ

ーと契約することが望ましい。ディストリビューターが間に入れば、ディストリビ

ューターの取り扱いアイテムのトータルで価格交渉に挑めるメリットがあり、価格

交渉力のアップが見込めるからである。 

ディストリビューターの決裁方法は、売掛の場合は平均約45日、買掛の場合は現

金払い、またはは60日といわれており、販売チャネルによってディストリビュータ

ーをうまく活用することがポイントといえる。 

2010年11月、モスクワ中心部の地下鉄駅近くに立ち並んでいたキオスク（売店）

や露店が一斉に破壊された。これで、酒・たばこ店、ファストフード店、新聞スタ

ンドまでが一夜にして消えた。大統領の指名でモスクワ市長になったばかりのソビ

ャニン前副首相の命令による。その発端は2010年10月末、新市長がある駅の周辺を

視察中、キオスクが通行の妨げになっていると言いだしたことである。すぐにキオ

スク破壊が始まり、2010年半ばまでに尐なくとも500店が姿を消した。 

市当局は「撤去されたキオスクは違法営業だ」などと主張したが、店主らの言い

分は「賃貸の契約文書はすべてそろっている」「何の補償もなく1日で出て行けとい

われた」と真っ向から食い違っている。 
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2. 業界の構造 

ロシアにおける小売業は、大きく食品系小売業者と非食品系小売業者に分けられ

る。食品系小売業者は、個人商店、ロシア国内チェーン、外資系大型チェーンに分

けられる。非食品系小売業者は、家電・日用品量販店と百貨店に分けられる。以下

は、ロシアにおける小売業界の構造である。 

 

【図表1-2：ロシアの小売業界構造】 

 

 

食品系小売業の国内チェーン業者は、おもに低価格商品を提供する安売店であり、

外資系大型チェーン業者は品物の種類、質、サービスの面で高所得消費者に対して

魅力的な店舗展開を行っている。 

上図に表した業者のうち、小売販売高の高い主要プレーヤーは、食品系小売では

国内チェーン業者と外資系大型チェーン業者、非食品系小売では家電・日用品量販

店業者である。 

小売業の形態別では百貨店、ハイパーマーケットやスーパーマーケットといった

大型マート、コンビニエンスストア、通信販売等がある。 
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3. 業態別の業界構造 

(1)百貨店 

ロシアの百貨店は多くのブランドショップや高級電化製品ショップを擁し、ニュ

ーリッチの絶好のショッピングエリアとしての存在感を増している。また、一般の

観光客の訪問も多い。  

グム百貨店は、ロシアの首都モスクワの赤の広場に位置する。ロシア語では、略

称で ГУМ （ GUM ）とも呼ばれている。グム百貨店（Главный 

Универсальный Магазин）は、モスクワを代表する百貨店であるだけではなく、

1983年に完成したロシアを代表する建築物でもある。1917年に発生したロシア革命

まで、入居テナント数が1,200あった。1928年にグム百貨店は国営百貨店となった。 

現在、グム百貨店の売場面積は、約3万㎡である。そこには、様々な小売店舗やレ

ストランやカフェ、映画館がある。また、ヨーロッパのブランド店、外国人観光客

をターゲットにしたロシアの土産物店も入っており、売場面積の半分以上は、テナ

ントとして区切られて、色々な店舗に貸し出されている。現在、百貨店内では200

店舗が営業され、日本の専門店街に似ている。なお、ロシアには、日系百貨店の参

入はない。 

 

(2)大型マート（スーパーマーケット、ハイパーマーケット） 

ロシアでは、2000年から外資系スーパーマーケット・チェーンがロシア市場に参

入し始めた。これに伴い、ロシア人の生活の中で買い物に対する考え方が変化しつ

つある。マイカーの普及と所得の増加により、郊外型ショッピングモールが多数建

設され、週に一度、大型スーパーで一週間分の食料品を買い込むというスタイルが

普及している。 

フランスのAuchan（オーシャン）、ドイツのMETRO（メトロ）、同じくドイツ

のREWE（レーヴェ）、トルコのRamstor（ラムストール）などがロシアで店舗規

模1万㎡前後の店舗をオープンした。これら大手外資系スーパーは、モスクワ中心部

から離れた広大な土地を利用し、大型店舗、広いスペースの駐車場、天井まで積み

上げられた商品群で顧客を惹きつけている。また、商品の豊富さと低価格によりロ

シア小売市場におけるシェアを着実に伸ばしており、2006年時点では食料品小売市

場において32%のシェアを獲得した。 

モスクワやサンクト・ペテルブルグなどは、スーパーマーケットが数多くあり、

24時間営業の店も増えている。店内にスケート場、映画館などが入った超大型のハ

イパーマーケット（ロシアではギッペルマルケットという）も郊外に数多くできて

いる。 

 

①METRO（メトロ） 

METRO（メトロ）は、ドイツの「Metro AG」グループである。2000年11月に

モスクワに進出し、ハイパーマーケット「Metro Cash & Carry」やスーパーマーケ

ット「Real」を展開している。 
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店舗数は60、モスクワのほか、サンクト・ペテルブルグ（北西連邦管区）、チュ

メニ（ウラル連邦管区）など、欧州地域からウラル地域までを網羅している。 

「Metro Cash & Carry」は食料品から食器、日用品まで扱う業者向け卸売店だが、

実際には一般消費者もメンバーズカードを入手して利用している。取り扱っている

商品アイテムは約１万1,000以上にのぼる。 

 

②PEREKRIOSTOK（ペレクリョーストク） 

PEREKRIOSTOK（ペレクリョーストク）は、ロシアのX5リテールグループが

展開するスーパーチェーンである。「ペレクリョーストク」のほか、「ピャチョロ

チカ」「メルカド」といったディスカウントショップも展開する。 

ロシア全土（南連邦管区、極東連邦管区を除く）に853店舗を展開している。ロ

シアのスーパーマーケット市場においてシェア9％を占め、ロシア国内スーパーマー

ケット業界では最大手である。地方の現地スーパーチェーン店をM&Aで傘下に収め、

地方都市への進出を目指している。また、「コペイカ」「マグナット」「シジモイ

コンチネント」「モスマート」などの大手ロシアスーパーチェーン店も、同様に地

方に目を向けている。 

 

(3)コンビニエンスストア 

これまでロシアには、いわゆるコンビニエンスストアはなかったが、類する店は

存在する。それは「プラドゥクティ」と呼ばれる店で、主に食料品を販売しており、

店内は日本のコンビニエンスストアよりもずっと狭く、深夜営業はしていない。し

かし、野菜や果物、肉など日常食べるものはおおむね販売されており、値段も安め

の設定となっている。 

近年、ロシアで猛烈な速さで成長を続けるコンビニエンスストアがある。1998年

に1号店を出店以来、既に3,363店を展開するマグニットである。 

2002年以降は、年平均36％増の速さで出店を続け、今では超大型店ハイパーマー

ケットの出店にも力を注いでいる。金融危機を経ても出店ペースは衰えず、2010年

もコンビニエンスストアを450～500店舗、ハイパーマーケットを25～30店舗増やす

としている。 

今や店舗数でロシア最大の小売チェーンとなり、2009年の売上高は53億5,400万

ドルに達した。2006年には、モスクワの証券取引所に株式上場も果たしている。 

マグニットの出店戦略は、ロシア全土に広がる50万人以下の地方都市にターゲッ

トを定め、最近では5,000人規模の小さな町にまで出店先を広げている。それでも、

いまだにモスクワ市内には店舗を持っていない。 

モスクワからほぼ真南へ飛行機で約2時間、黒海にも近い中規模都市クラスノダー

ルにある本社には、欧州の食品・消費財メーカーや、卸の営業担当者が足繁く通っ

ている。 
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(4)通信販売 

ロシアの通信販売市場規模は、ここ数年で20～30%の増加を示している。2008 年

の取引総額は45億ドルであった。米国の市場規模は1,000億ドルといわれているた

め、ロシアの通信販売市場は今後も増加の可能性を秘めている。 

ロシアにおける通信販売市場は、カタログ販売、ネット通販、テレビショッピン

グの3分野に分けられる。以下は、2008年度のロシアにおける通信販売市場のカテ

ゴリー別シェアである。 

 

【図表1-3：ロシアにおける通信販売市場のカテゴリー別シェア】 

カタログ販売
58%

オンラインショッ
ピング
37%

テレビショッピン
グ
5%

カタログ販売 オンラインショッピング テレビショッピング

 

（出所）マーケティングマガジン4p.ru 

（http://www.4p.ru/main/research/142620/） 

 

①カタログ販売 

ロシアにおけるカタログ通販の主な企業として、ОТТО（オットー：ファッシ

ョン通販）、Quelle（クウェッレ：ドイツのファッション通販）、 La Redoute（フ

ランスのファッション通販）、Yves Rocher（フランスの化粧品通販）、Мир Книги

（ミル・クニギ：ロシアの書籍通販）、Книга-Сервис（クニガ・セルウィス：ロ

シアの書籍通販）などがある。これらカタログ通販企業のほとんどは、ネット通販

も始めている。 

 

②オンラインショッピング 

ロシアの通信販売協会НАУЭТ（ナウエット）の調査によると、ロシアには2,500

以上のオンラインショッピング企業がある。その中で、最もシェアが大きいものは

Ozon.ruである。その他には、М.видео*（エム・ビデオ、家電通販）やBolero**（ロ

シアの書籍通販）などがある。また、海外のネット通販企業の中では、Amazon（ア

マゾン）がトップとなっている。 

2010年5月、「ロシアビジネスデイリー」は、ロシア国内のインターネットユー

ザーの94%が過去半年間に一度はインターネットで購入を行った経験があるという

調査結果を発表した。 

http://www.4p.ru/main/research/142620/
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この調査はEuropean Interactive Advertising Association(EIAA:欧州相互広報

協会)が実施したもので、ヨーロッパのインターネットユーザーで過去半年にオンラ

イン購入をした割合が86%であったのと比較すると、ロシア人の方がオンラインマ

ーケットでの購入により、積極的であるといえる。 

オンラインショッピングをするロシア人の約4分の3は書籍を購入したと回答し

た。一方で、約半数が音楽（54%）や映画(48%)をオンラインで購入したと回答した

という。電化製品をオンラインで購入したとする回答数は半分を下回った。ロシア

でオンラインショッピングをする人の平均的な購買額は550ユーロで、ヨーロッパ

では655ユーロであった。ロシアでこういった調査が行われたのはこれが初めてで

あるが、同国のインターネットユーザーは4,240万人に達しており、ヨーロッパ全体

で見てもドイツの4,280万人に次ぐ規模となっている。 

（出所）ネットベンチャー・ニュースネットの最新動向 

  （http://www.press-release.ru/branches/markets/beb43c10b5d34/） 

 

③テレビショッピング 

ロシアにおける最も有名なテレビショップは、Магазин на диване（マガ

ジン・ナ・ディワネ）とТелемагазин（テレマガジン）である。テレビショッピン

グの利点のひとつは、地方在住者でも購入できるという点であるが、その反面、品

質に問題がある、返品ができないという苦情もある。 

2010年2月、Человек и закон（人間と法律）というテレビ番組でその点が問題

視され、これを境にテレビショッピングへの関心が低下した。 

（出所）PRESS RELEASE 2010年9月12日付 

（http://www.press-release.ru/branches/markets/beb43c10b5d34/） 

 

http://www.press-release.ru/branches/markets/beb43c10b5d34/
http://www.press-release.ru/branches/markets/beb43c10b5d34/
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4. 取引・流通構造、慣習 

ロシアの小売市場は、取扱商品の平均価格帯によって、Премиум(プレミア

ム)、Масс-маркет(マスマーケット)、およびДискаунт(ディスカウンター)の3種類

に分けられる。 

ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストアは、その企業

の価格戦略により、どのカテゴリーも含まれる。例えば、Магнит(マグニット)

やКопейка(コペイカ)というロシア国内スーパーマーケットチェーンは、ディスカ

ウンターのカテゴリーに含まれる。Азбука вкуса(アズブカ・フクサ)というロシア

国内スーパーマーケットチェーンはプレミアムのカテゴリーに入る。どちらもロシ

ア国内のスーパーマーケットチェーンであるが、その企業の価格戦略により、別々

のカテゴリーに分類される。 

 

①Премиум(プレミアム：最も価格の高い店) 

Премиум(プレミアム)の特徴としては以下が挙げられる。 

・品数が多い。 

・取扱商品が高品質であるという保証付き。 

・最高の設備やデザインにより高級な雰囲気。 

・高いレベルのサービス。 

・店内に喫茶店、バー、テスティングコーナーなどがあり、客は買い物を楽しめ

るように工夫されている。 

・高価格 

  

②Масс-маркет（マスマーケット：平均価格） 

Масс-маркет（マスマーケット）は、食料品全般や日用品を中心に取り扱う

大規模店舗であり、郊外などに立地し、広い商圏を持つスーパーマーケット、ハイ

パーマーケットのような小売業態である。これらは大規模な駐車場を備えている。 

Масс-маркет（マスマーケット）の特徴としては以下が挙げられる。 

・取扱商品、提供するサービスは平均的なものである。 

・手頃な価格。 

・一般消費者を対象としている。 

・品数は1万2,000～3万アイテム/店 

・立地は住宅街や町の中心部に配置されている。 

  

③Дискаунт(ディスカウンター：低価格) 

Дискаунт(ディスカウンター)は、日用品・衣料品・食品・家電製品など

を、セルフサービスによる購入形式をとることにより、低価格で短時間の買い物を

可能とした小売業態である。 

Дискаунт(ディスカウンター)の特徴としては、以下が挙げられる。 

・内装はシンプル。 
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・品数は尐ない。 

・店員が尐ない。 

・面積は800㎡程度 

・広告は行わず、セールも実施しない。 

・商品情報を印字し、売場の目の着く所に掲示する。 

 

ロシアの食料品小売市場には、小売チェーンのほかに、市場（いちば）、卸売店、

個人経営の小型店、キオスクなども含まれる。 

市場とは、定期的に人が集まり、商人が仕切りを設置し、買い手が商品を求める

広場である。 

 

【図表1-4：市場】 

 

 

小型店とは主に食料品を販売している面積の狭い店舗である。店員は1人から3人

まで、店内にはカウンターとレジが設置されている。 

 

【図表1-5：小型店】 
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キオスクとは仮設小屋の一種で、一方の壁面に大きく開いた窓があるものを指す。

道端や公園など場所を問わず設置されている小さな商店であり、新聞、雑誌、地図、

ライター、タバコ、菓子など安いものを売っている。 

 

【図表1-6：キオスク】 
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5. 市場動向 

（1）市場規模 

ロシアの小売業の売上は、2000年以降のロシア経済の復活とロシア国民の所得水

準向上とともに大きく伸びている。 

ロシアの小売市場は、2000年には2兆3,520億ルーブル（約6兆円）であったもの

が、2008年には13兆9,150億ルーブル（約39兆円）まで成長した。2009年も順調に

推移し、14兆6,000億ルーブルまで売上高が伸びている。 

食品小売に限っても、2000年に1兆930億ルーブル（約3兆円）だったものが、2008

年には6兆3,430億ルーブル（約18兆円）まで増加した。以下は、2002年から2008

年におけるロシアの小売市場規模の推移である。 

 

【図表1-7：ロシアの小売市場規模の推移】 

（単位：US$billion） 

 

（出所）ロシア統計局 

 

ユーロモニターによると、ロシアの食品小売分野は過去5年間で、平均22％の成

長を遂げ、今後も2010年まで年間12％の成長が見込まれるという。なお、ACニー

ルセンによれば、ロシアにおける小売店総数は2003年に37万9,997店、2006年には

37万1,881店となり、店舗数は若干であるが減尐している。 

これは、個人商店レベルの小売店が大型スーパーマーケットやハイパーマーケッ

トに取って代わられている状況が背景にあると思われる。日本の農林水産省資料に

よると、2000年から2006年にかけて、このような近代的小売店チェーンの数は569

店舗から2,922店舗に増えている。 

前述のとおり、ロシアの小売市場において、大型スーパーマーケットやハイパー

マーケットのような近代的小売店チェーン数は増加している。しかし、ロシア食料

品市場においては、小売チェーンのシェアは10％にすぎない。これは、ポルトガル

では17%、スペイン39%、イタリア57%、そしてフランスは84%まで至っている。 
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専門家によると、5～7年後のロシアにおける小売チェーンのシェアは50%を超過

すると見られている。以下は、2001年から2006年におけるロシアの食料品市場の店

舗形態別シェアの推移である。 

 

【図表1-8：ロシアの食料品市場の店舗形態別シェアの推移】 

（単位：％） 
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（出所）マーケティング調査агентство ТОП-ЭКСПЕРТの情報をもとに作成 

（http://expert-rating.ru/market/product/retail.html） 

 

 

（2）近年のトレンド 

衣料品市場では外資のファストファッションのロシア進出が活発化している。 

2008年にはGAPがモスクワに店舗を開店したほか、2009年にはH&Mがモスクワ

に2店舗を展開した。さらに、2010年4月にはユニクロを展開するファストリテイリ

ングがモスクワに第1号店をオープンし、人々の話題をさらったことは記憶に新しい。

同社では2010年11月にロシアでの第2号店となるMEGAペラヤダーチャ店を開店し

ている。 

ロシア資本のファストファッション企業の状況も堅調である。以下は、主なロシ

アローカルのファストファッション企業である。 

 

http://expert-rating.ru/market/product/retail.html
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【図表1-9：主なロシアローカルのファストファッション企業】 

企業名 主なブランド 店舗数 備考 

グローリアジー

ンズ 

Gee Jay 

Gloria Jeans 

300 ロシア最大のアパレル製造小売企業

である。 

Glance Glance 200 女性用衣類の製造小売業者で、地方

都市を中心に店舗展開している。 

Sela Sela 

Zimalett 

Sela Kids 

550 グローリアジーンズに並ぶ大手アパ

レル製造小売業者である。 

SAVAGE SAVAGE 

People 

Lawine 

206 2004年から小売店の展開を始めた企

業である。 

MFG Zarina 

Befree 

Taxi 

163 ロシアの縫製工場「ペルヴォマイス

カヤ・ザリャ」を母体とする企業で

ある。 

（出所）ロシアNIS調査月報2010年1月号の記事をもとに作成 

 

また、月刊ロシア通信2010年第121号（発行：株式会社JSN）によると、近年ロ

シア小売市場ではネット販売の市場規模の伸び率の高さが目立っている。 

全国電子商業関係者協会（ロシア）の試算によると、2008年まで毎年40%成長し、

2009年には経済危機の影響でいったん伸び率は落ちたものの（20%）、2010年には

30%の伸びが予想されているという。なお、2009年の市場規模は1,900億ルーブル

（約5,800億円）であった。以下は主なネット販売業者である。 

・Ozon 

・Bolero 

・Dostavka 

Ozonの2009年の売上高は前年比21%増の約31億ルーブルである。Dostavkaは売

上高を公表していないが、2010年売上高見込みは約11億ルーブルとしている。いず

れの企業も書籍、DVD、音楽CD、家電、玩具、コンピュータソフト、ゲームソフ

トなどを販売している。 
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6. 競争環境 

（1）主要企業リスト 

前述のとおり、2000年以降ロシアの流通・小売市場には、多くの外資系チェーン

が参入している。モスクワでは、Metro(ドイツのハイパーマーケットチェーン)、

Spar（オランダのスーパーマーケットチェーン）、Auchan（フランスのハイパー

マーケットチェーン）、Marktkauf（ドイツのハイパーマーケットチェーン）、Obi

（ドイツの建材店チェーン）、Media Markt(ドイツの家電店チェーン)、Real（ド

イツのハイパーマーケットチェーン）などが参入している。  

一方、ロシア国内系小売企業は、地方の小売市場への進出を図っている。例えば、

ТД Копейка(コペイカ：ショッピングセンター)はロシア全土に小売チェーン展開

をしている（食料品を扱っている）。 

また、Седьмой континент(セジモイ・コンチネント：ロシアのハイパー

マーケットチェーン)は、Гиперцентр（ギペル・センター：ロシアの建設会社）と

合併し、Мосмарт（モスマート）というハイパーマーケットチェーンを設立した。

これは、首都モスクワに限らず、地方にもチェーン展開している。以下は、ロシア

の流通・小売市場に参入している小売チェーンの一例である。 

 

【図表1-10：ロシアの流通・小売市場に参入している小売チェーン】 

チェーン店名 設立年度 概要 

Магнит（マグニット） 1994年 ロシアのスーパーマーケットチェーン 

Патэрсон(パテルソン) 1997年 ロシアのスーパーマーケットチェーン 

Азбука Вкуса（アズブカ・

フクサ） 

1997年 ロシアのスーパーマーケットチェーン 

Мосмарт（モスマート） 2003年 ロシアのムルチフォーマット小売チェー

ン 

СемьЯ（セミヤ） 2004年 ロシアのスーパーマーケットチェーン 

Глобус Гурмэ（グロブス・

グルメ） 

2004年 ロシアのプレミウムクラスのスーパーマ

ーケットチェーン 

X5 (X5 Retail Group) 2006年 ロシアの大手小売企業 

Ашан（アシャン） 1961年設立、2002年

ロシア市場に参入 

フランスのハイパーマーケットチェーン 

Billa （ビッラ） 1953年設立、2004年

ロシア市場に参入 

ドイツのスーパーマーケットチェーン 

 

以下は、ロシア流通・小売市場に参入している主な食品系小売企業である。 

・メトロ・キャッシュ＆キャリー 

・オーケイ 

・コペイカ 
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・レンタ 

・GKヴィクトリヤ 

・SPAR 

・コルポラーツィヤ・グリン 

・アレメント・トレイド 

・レアル 

・ホリデイ 

・ギペルグロブス 

・マリヤ・ラPKF 

・スーパーマーケット・キーロフスキー 

・ビラ 

・システマ・レギオンマルト 

・ガラツコイ・スーパーマーケット 

・ノーヴィエ・タルゴーヴィエ・システムィ 

・TDインテルトルグ 

・フィルマ・オメガ97 

・ヴェステル 

 

また、地域的なチェーン展開をする企業もある。その一つの例としてВиват

（ウィワット）が挙げられる。Виват（ウィワット）は、2005年に設立された

ペルミ地方のスーパーマーケットチェーンである。 

 

以下は、ロシア流通・小売市場に参入している主な非食品系企業である。 

・エルドラド（家電） 

・Mヴィデオ・マネジメント（家電） 

・エヴロセーチ（携帯電話） 

・ディクシー（ドラッグストア） 

・スヴャズノイ（携帯電話） 

・イケア（家具） 

・テフノシーラ（家電） 

・OBIフランチャイジング・センター（DIY） 

・スポルトマステル（スポーツ用品） 

・レロイ・メルレン・ヴォストーク（DIY） 

・ジェーツキー・ミール・ツェントル（子供用品） 

・メディア・マルクト・サトゥルン（家電） 

・アリコル・イ・コ（化粧品） 

・36.6薬局チェーン（ドラッグストア） 

・アロマ・リュクス（化粧品） 

・エジナヤ・エヴローパSB（化粧品） 
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・TSリテイル（携帯電話） 

・ミール家電店（家電） 

・リグラ（ドラッグストア） 

・マクシドム（DIY） 

 

（2）業界ポジショニングマップ 

ロシアの流通・小売市場に参入している、主な企業と主なチェーン店は、以下の

とおりである。なお、表中の数字は2009年度の販売高を示す。 

 

【図表1-11：ロシアの流通・小売市場に参入している小売チェーン】 

 （単位：億ルーブル） 

※太枠は外資系 

 

（出所）ロシアNIS調査月報2010年12月号の記事をもとに作成 



 

19 
Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

（3）市場シェア 

前述のとおり、ロシア「コメルサント」紙の2010年7月15日号の記事によると、

2009年度のロシア小売市場における大手50社のシェアは12.8%に過ぎない。ロシア

の小売市場はまだ個人商店規模の店舗が占める割合が高い。 

ロシア最大手のX5リテールグループでさえ、2009年の小売販売売上高は2,751億

ルーブルであり、2009年度のロシア小売市場の総小売販売高の14兆6,000億ルーブ

ルに占めるシェアは約2%に過ぎない。したがって、ここでは各社の市場シェアでは

なく、各ジャンルにおける売上高上位企業を列挙することにする。 

以下は、ロシアの小売市場に参入している小売販売高100億ルーブル以上の小売

販売高上位25位までの食品系小売業者一覧である。 

 

【図表1-12：小売販売高上位食品系小売業者（小売販売高100億ルーブル以上）】 

順位 企業名 チェーン店名 2009年 

小売販売高 

（億ルーブル） 

販売高 

前年比 

増減率（％） 

店舗数 総売場 

面積 

（1,000㎡） 

1 X5リテール

グループ 

ピャチョーラチカ 

ペレクリョースト

ク 

カルセーリ 

2,751 25.1 1,372 1,063.0 

2 マグニト マグニト 1,699 28.3 3,228 1,059.9 

3 アシャン アシャン 

アシャン・シティ 

ラドゥガ 

1,630 27.2 38 386.6 

4 メトロ・キャ

ッシュ＆キ

ャリー 

メトロ・キャッシュ

＆キャリー 

1,143 2.8 52 466.3 

5 オーケイ オーケイ 

オーケイ・エクスプ

レス 

670 31.0 46 232.7 

6 コペイカ コペイカ 

コペイカ・スーペル 

568 10.1 587 274.8 

7 レンタ レンタ 556 9.4 36 247.8 

8 ディクシー

グループ* 

メガマルト 

ミニマルト 

ディクシー 

542 0.1 537 206.0 

9 セジモイ・コ

ンチネント 

セジモイ・コンチネ

ント 

ナーシ・スーパーマ

447 0.1 142 184.0 
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順位 企業名 チェーン店名 2009年 

小売販売高 

（億ルーブル） 

販売高 

前年比 

増減率（％） 

店舗数 総売場 

面積 

（1,000㎡） 

ーケット 

10 GKヴィクト

リヤ 

ヴィクトリヤ 

キャッシュ 

ジョーシェヴァ 

クヴァルタル 

304 0.0 208 104.6 

11 SPAR SPAR 248 0.1 208 113.7 

12 コルポラー

ツィヤ・グリ

ン 

リニヤ 237 0.1 20 174.9 

13 アレメン

ト・トレイド 

モネトカ 215 0.1 226 149.7 

14 レアル Real 193 0.3 15 124.3 

15 ホリデイ ホリデイ・クラッシ

ック 

シビリアダ 

コラ 

パラータ 

トゥルネ 

185 ▲0.2 139 114.4 

16 ギペルグロ

ブス 

グロブス 180 0.5 5 60.0 

17 マリヤ・ラ

PKF 

マリヤ・ラ 176 0.2 200 85.0 

18 スーパーマ

ーケット・キ

ーロフスキ

ー 

キーロフスキー 137 0.3 63 50.9 

19 ビラ ビラ 135 0.3 63 50.9 

20 システマ・レ

ギオンマル

ト 

チビス 

ポリャナ 

ボーナス 

スプートニク 

133 0.3 161 110.1 

21 ガラツコ

イ・スーパー

マーケット 

アズブカ・フクサ 110 0.1 26 18.1 

22 ノーヴィ スタリーチヌィ 105 ▲0.2 143 51.7 
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順位 企業名 チェーン店名 2009年 

小売販売高 

（億ルーブル） 

販売高 

前年比 

増減率（％） 

店舗数 総売場 

面積 

（1,000㎡） 

エ・タルゴー

ヴィエ・シス

テムィ 

クヴァルタル 

シバルコ 

23 TDインテル

トルグ 

セミヤ 

イデヤ 

105 0.4 104 38.5 

24 フィルマ・オ

メガ97 

パターソン 104 ▲0.3 82 63.0 

25 ヴェステル ヴェステル 

サセード 

100 ▲0.4 50 108.2 

（出所）ロシアNIS調査月報2010年12月号の記事をもとに作成 

*同社はドラッグストアと食品スーパーを運営している。本表では便宜上食品系小売業者に

分類した。 

 

以下は、ロシアの小売市場に参入している小売販売高100億ルーブル以上の小売

販売高上位25位までの非食品系小売業者の一覧である。 

 

【図表1-13：小売販売高上位非食品系小売業者（小売販売高100億ルーブル以上）】 

順位 企業名 チェーン店名 2009年 

小売販売高 

（億ルーブル） 

販売高 

前年比 

増減率（％） 

店舗数 総売場 

面積 

（1,000㎡） 

1 エルドラド 

（家電） 

エルドラド 754 ▲26.0 400 470.0 

2 Mヴィデオ・マネ

ジメント 

（家電） 

Mヴィデオ 706 3.6 177 467.0 

3 エヴロセーチ 

（携帯電話） 

エヴロセーチ 555 9.4 36 247.8 

4 スヴャズノイ 

（携帯電話） 

スヴャズノイ 437 ▲0.3 1,918 96.1 

5 イケア（家具） イケア 32.0 0.0 12 337.0 

6 テフノシーラ 

（家電） 

テフノシーラ 318 ▲0.2 117 316.0 

7 OBIフランチャ

イジング・センタ 

（DIY） 

OBI 300 0.0 15 219.0 
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8 スポルトマステ

ル 

（スポーツ用品） 

スポルトマステル 280 0.1 150 135.0 

9 レロイ・メルレ

ン・ヴォストーク 

（DIY） 

レロイ・メルレン 275 0.3 14 180.0 

10 ジェーツキー・ミ

ール・ツェントル 

（子供用品） 

ジェーツキー・ミー

ル 

185 ▲0.1 128 214.7 

11 メディア・マルク

ト・サトゥルン

（家電） 

メディア・マルクト 179 31.5 23 138.0 

12 アリコル・イ・コ 

（化粧品） 

レトワール 

Sephora 

166 0.2 610 91.5 

13 36.6薬局チェー

ン 

（ドラッグスト

ア） 

36.6 160 ▲0.2 109 63.7 

14 アロマ・リュクス 

（化粧品） 

Rive Gauche 158 0.3 115 34.0 

15 エジナヤ・エヴロ

ーパSB 

（化粧品） 

Ile de Beaute 140 0.7 116 33.5 

16 TSリテイル 

（携帯電話） 

MTS 130 - 2,010 75.0 

17 ミール家電店 

（家電） 

ミール 120 ▲0.4 48 77.0 

18 リグラ 

（ドラッグスト

ア） 

リグラ 113 0.1 577 28.9 

19 マクシドム

（DIY） 

マクシドム 102 ▲0.1 8 96.2 

（出所）ロシアNIS調査月報2010年12月号の記事をもとに作成 

 

Castoramaは、ポーランドで成功をおさめ、ポーランドのDIY業界でNo.1のシェ

アを有している。Castoramaのマーケティング・マネージャーによると、ロシアの

市場はポーランドと類似する点が多いという。このため、同社は現在ロシアにおい

て第3位のシェアを、ロシアでもNo.1まで引き上げることが可能になると考えてい
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るという。 

同氏は、ポーランドとロシアの類似点として、以下を挙げた。 

・今後DIYマーケットの成長が長期的に予測される。 

・経済危機で落ち込んだが、今後は年間10％以上のマーケットの成長を見込んで

いる。 

・持家率が高く、世帯当たりの住宅ローン借入率が低いこと。 

・古い家が多く、改造、改築等が必要なこと。 

・若い世代は古い時代に建てられた家ではなく新しい家が必要なこと。 

さらにロシアでは住宅用のローンなどの制度が整ってきていることも大きな利

点である。既にブレークイーブンを達成し、今後さらに投資を活発に行っていきた

いという。主に地理的に3つに分けて戦略を考えているとして、以下を挙げた。 

 

①モスクワ 

既に重要なDIYプレーヤーのほとんどが進出している。モスクワは重要なマ

ーケットで様々なテストケースを実施している。モスクワでは土地代や店舗の

建設コストが高く、DIYの巨大な店舗はまだ尐ない。 

Castoramaが、巨大店舗で利益を生み出せるビジネスモデルを作り出せるか

というテストも行っているが、今のところモスクワでの巨大店舗展開に利点は

尐ないと感じている。 

 

②サンクト・ペテルブルグ 

世界的なプレーヤーとローカルなプレーヤーが混在し、激しい競争地域とな

っている。DIYの大規模店舗数はモスクワに比べても数倍多く、人口当たりに

するとさらに競争率が高くなる。 

 

③その他 

ローカルなプレーヤーは尐ない。したがって、今後世界的なプレーヤーが大

規模な店舗展開を行う可能性が高い。 

 

ロシア全体で人気のある商品として、サウナ関連や壁紙に人気がある。サンクト・

ペテルブルグでは暖房設備関連商品が他の地域に比べて比較的良く売れている。雪

の多い地方では除雪関連製品やタイヤにつけるスノーチェーンも良く売れている。 

顧客層としては、高い教育を受けた、車を所有している25歳から60歳までの既婚

の男女を想定している。またDachaというロシア特有の別荘を持っている顧客の割

合も重要であり、全体の50％の顧客がこのDatchaを所有していると考えている。 

経済危機以降、顧客が購入を決定するのにかかる時間が長くなり、低価格という

ことが重要になってきている。そのために従業員が的確なアドバイスを行うことが

重要になってきているとされている。 

ロシアでは経済危機以降、停滞した住宅関連の建設プロジェクトも回復の兆しを
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見せ、いまだに混沌とするマーケットにおいてローカル・プレーヤー（個人商店等）

との競争に勝ち、全体でのシェアを取っていくことが今後の鍵になってくると考え

ている。また、今後の変化、成長に備えて若くてやる気のある人々を多く採用する

ようにしていると述べていた。 

 



 

25 
Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

7. 参入阻害要因 

（1）外資に対する規制 

ロシアでは、外資系企業が流通・小売業に参入する際、基本的には国内外問わず、

平等の法規制に沿うよう指導されている。ただし、一部外資に関する法律が制定さ

れている。これは、ロシアの民法、土地法、税法、「銀行および. 銀行活動に関す

る連邦法」による。 

主な外国投資家の権利保証、利益保証、ロシアにおけるビジネスの条件などに関

しては、Об иностранных инвестициях в Россий

ской Федерации（1999年7月9日付「ロシア連邦における外国投資に

関する連邦法」第160号）がある。 

 

【附属資料1】 

外資法「1999年7月9日付ロシア連邦法No.160-FZ「ロシア連邦における外国投資

について」」 

（改正2002年3月21日、2002年7月25日） 

 

（2）業界としての規制、ガイドラインなど 

ロシアの法律全般は、1990年代に急ピッチで整備されたものである。法制度のあ

らゆる分野で大胆な変革が行われ、多くの市場に関する改革がなされた。例えば、

商取引を規制する民法が交付され、2000年から2001年に実施された税制改革によっ

て、投資環境の改善が見られた。 

とはいえ、本来は安定して完全なものでなければならない法制度はいまだ未完成

な状態にあり、現行法には多くの不備やあいまいさが残っている。現在、近代的な

市場経済にふさわしい制度づくりが政府にとって優先課題となっている。 

ロシアでは一般的に複数の企業形態が認められている。2008年から2009年にかけ

てロシアの会社法は大幅な変化をみせた。その要因の一つは、世界的金融危機対策

が挙げられる、さらにロシアの経済に関する法律が連続的に展開していることもあ

る。 

これらの変化は全体としてビジネス環境の著しい改善につながっている。ロシア

政府はビジネスのニーズを聞き入れることが、国の経済発展に不可欠であることを

認めている。 

ロシアでの法人の主な形態には、有限責任会社と株式会社（この中には公開型株

式会社と閉鎖型株式会社を含む）があり、ここではこの2つについて説明する。 

 

①有限責任会社 

有限責任会社（Obshchestvos Ogranichennoy Otvetstvennostyu ）は社名に

「OOO」を使用する。 

有限責任会社（OOO）は、ロシアで存在する企業形態の最も一般的なものであり、

自分の事業を完全に所有したいという意味合いが強い。ロシアの投資家に広く利用
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されている。 

 

②公開型、閉鎖型株式会社 

公開型株式会社（Otkrytoye Aktsionernoye Obshestvo）の場合はOAO、閉鎖型

株式会社（Zakrytoye Aktsionernoye Obshestvo）はZAOを社名に含める。 

公開型の株式は一般大衆に属し、閉鎖型の株式は限られた民間人に属す。公開型

では株式を公開できるが、閉鎖型の場合、株主は50人以下に限られている。 

法人登録はロシアの法律により、法人の法的形態および経済活動等の内容を問わ

ず、統一した手続きが定められている。通常、登録の完了、すなわち法人が活動の

開始が可能とされる状態になるまでには約2か月が必要とされているが、予測不可能

な状況も多く、長期間を要す場合もある。 

ロシアの法律では、外資系企業がこのような企業を完全子会社として設立するこ

とも各種の形態の企業に出資することもできる。しかし、ロシア市場への進出第一

歩においては、その足がかりとして現地事務所や支店の設置が最適と言える。 

 

③現地事務所 

法人格を持たず、本社を代理することを目的に設置された事務所である。 

現地事務所は、取引を行うことが可能であり、かつ税務当局によって本社とは別

の利益主体として扱われている。とはいえ、民法上で法人格がないということで、

営業活動の範囲が狭まることになる。 

例えば、現地事務所は必要な製品を自ら正式に輸入することができず、不動産を

自らの名義で登録することもできない。しかし、現地事務所は本社を代表する機能

を果たし、本社のためにロシア国内で市場調査や広告を手配すること、本社の結ぶ

契約の条件において交渉を行うこと、本社による契約の履行のサポートを行うこと

ができる。 

さらに、本社とロシア国内法人の間に行われる各種の営業上、法律上のやり取り、

取引、不動産の賃貸などにおいて本社を支援することができる。 

以前には支店にはないようないくつかの優遇措置もあったが、現在の実質的な優

遇条件は、現地事務所の外国人従業員が個人として駐在登録を受けた場合、その個

人使用物について、関税および付加価値税が課税されることなく輸出入でき、数回

入国可能なビザが発給されるという制度である。 

この現地事務所の外国人従業員には労働許可の獲得が必要かに関して、議論が行

われているが、やはり労働許可があったほうが、主に入国管理局との関係ではトラ

ブルが避けやすいという現実がある。 

 

④支店 

現地法人と同様に本社を代理するために設置される事務所である。代表機能に加

えて、利益追求にかかわる活動を正式に営むことができる。 

現地事務所や支店の設置は会社設立よりも煩雑である。モスクワやサンクト・ペ
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テルブルグでは、その手続きは2段階に分けられており、完了までは2～3ヵ月を要

する。他の地方では立地の承認を地方当局から得る必要があり、さらに長期にわた

る場合がある。 

支店の場合、駐在登録はロシア法務省で受け、現地事務所の場合は原則としてロ

シア連邦商工会議所が法務省で登録を受ける。 

 

2010年から、ロシアの食品小売業界に関する新しい規制ができた。これはディ

ストリビューターや小売者への透明性を高めるとともに市場の独占化を防ぐ規

制となっている。 

・ある食品の小売チェーンが新しく店舗を設けることにより、その地域のシェア

が25％を超えることを禁止する。 

・食品の保存期間によって支払い条件の制限を設ける。たとえば、保存期間が10

日、30日、45日等によって制限が異なる。 

・ロシア国内で重要と考えられる食品に関しては、連邦政府が90日間にわたり価

格を指定することができる。これはその食品価格が30日の間に30％以上増加し

た場合に実施される。 
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8. 代表的な企業事例 

（1）X5リテールグループ 

X5リテールグループはロシア最大の小売業者である。以下は同社アニュアルレポ

ートによる売上高と利益情報である。 

 

【図表1-14：X5リテールグループの売上高・純利益】  

（単位： US$million） 

年度 2008年度 2009年度 

売上高 8,892.4 8,717.4 

純利益 (2,145.5) 165.4 

（出所）X5リテールグループのアニュアルレポート 

 

同社はロシア大手投資会社であるアルファグループ・コンソーシアムの傘下にあ

る企業である。2006年にローカル小売業者のピャチョーラチカ、ペレクリョースト

クを傘下に置き、ロシア最大の小売業者となった。2007年以降、小売販売高では2

位以下を大きく引き離して、国内第一位の小売業者の座を占めている。 

同社では大型店舗、安売店舗、高級店舗の3種類の食品系小売店舗を配することで、

ファミリー層、低所得者層、中高所得者層をうまく取り込んでいる。以下は、同社

のチェーン店別の店舗数とそれぞれの位置付けである。 

 

 【図表1-15：X5リテールグループのチェーン店別の店舗数とそれぞれの位置付け】 

チェーン店名 店舗数* 1店舗あたりの平

均売場面積* 

位置付け 

カルセーリ 58 4,924㎡ 大型店 

ピャチョーラチカ 1,039 475㎡ 安売り店 

ペレクリョーストク 275 1,034㎡ 高級店 

*2009年12月31日現在の数字 

（出所）X5リテールグループのアニュアルレポート 

 

近年、特に安売店であるピャチョーラチカの売上高が増加している。2010年1月

25日付のロシア「ベドモスチ」紙が伝えたところによると、同社では2009年にピャ

チョーラチカを191店開設し、同チェーンの売上高は前年比17%増を記録した。同

社では2010年も約90億ルーブルを投じてチェーンの拡大を継続する計画であり、ピ

ャチョーラチカの開設に注力するという。 

また、2010年1月11日付のロシア「コメルサント」紙によると、同社はスイスの

香水店チェーンPerfumes Planet Switzerlandと合弁企業を設立し、同社の店舗内

での香水・化粧品コーナーの展開に乗り出すことになった。なお、同社では同じよ

うなスキームにより、すでに店舗内で薬局チェーン「A5」を展開している。 
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このように、大規模な資本を投入できる体力を有効に使いながら、市場の動向に

即した店舗展開と新たな事業展開を進められることが同社の成功要因と言える。 

 

【図表1-16：ペレクリョーストク】 

 

（出所）http://rena-noguchi.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/perekrestok-134.html 

 

X5リテールグループのマーケティングマネージャーによると、X5リテールグルー

プはロシアの小売市場の中でナンバーワンのシェアを確保しており、2010年は前年

比24％の成長を遂げたという。ロシアの小売市場は今後も成長するとみられており、

我々もM&A等を通じ成長をスピードアップさせていくと述べていた。同社には

M&Aとビジネスデベロップメント部門があるが、ここが主に成長戦略を練っている

とのことである。 

X5リテールグループでは、顧客のライフスタイルと予算に合わせて、リテールシ

ョップを運営している。これは以下3つのカテゴリーに分かれ、スーパーマーケット

は2つのショップ名を持つ。 

①ソフトディスカウントショップ 

・低価格と便利さを強みとしており、ポリシーはすべての販売製品において市場

で最も安い価格を目指している。 

・店舗の平均販売スペースは300～800㎡となっている。 

・現在1,400近い店舗を運営しており、全体の売上高の半分以上を占める。 

・2010年は、このソフトディスカウントショップの成長率が最も高い。 

②スーパーマーケット 

・幅広い品揃えであり、なかでも特に生鮮食料品に力をいれている。ロシアのス

ーパーマーケット業界で、最安値を目指している。 

・1店舗の平均販売スペースは、800～1,500㎡となっている。 

・300近い店舗を運営しており、全体の売上高の20％以上を占める。 
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③ハイパーマーケット 

・幅広い品揃え、かつ低価格で提供している。週末に家族が時間を過ごしたりシ

ョッピングを楽しんだりできるというコンセプトで運営している。 

・1店舗の平均販売スペースは、3,000～10,000㎡としている。 

・70以上の店舗を持ち、全体の売上高の20％近い売上高となっている。 

 

この様に、X5リテールグループでは、消費者のニーズに合わせて選んでもらえる

よう、様々な種類の店舗を提供すると同時に、サプライチェーンを統一化し、規模

のメリットを生かしてコストダウンを図っているという。 

2010年12月時点において、ロシア全体で24のディストリビューションセンターを

運営し、集中購買の比率は全体で70％に達している。これは当初の67％を上回り、

満足のいく結果とのことである。 

 

2010年の12月、ロシア小売業界6位のKopeykaを買収し、ソフトディスカウント

ショップの成長のさらなるスピードアップを図った。同マーケティングマネージャ

ーは、Kopeykaを買収したことにより、さまざまなメリットが考えられるとして、

以下を挙げた。 

・Kopeykaは、ソフトディスカウント業界ではロシア第3位であり、買収が成立

した時点で660もの店舗がある。 

・プライベートブランドを比較的多く販売し、独自の製品群を手に入れることが

できる。 

・Kopeykaは、IT化された優れた運営システムを有しているので、今後のオペレ

ーションシステムの統合がスムーズに行われ、開発ノウハウを手に入れるこ

とができる。 

・Kopeykaは、整ったフランチャイズ制度を持っており今後のビジネス展開に利

用できる。 

・Kopeykaの優れた経営陣が我々の経営チームに加わる。 

・Kopeykaのサプライチェーンやオペレーションシステムは非常に優れている。

例えば、7つのディストリビューションセンターで90％程度の集中購買を実施

している。また、配送車の位置をGPSでモニターするといったことも実施し

ている。 

 

具体的にこの買収をどう成功に結び付けるかを説明することにより、我々のビジ

ネスをより明確に理解することができるだろうとして、最初に手を付け、最初に完

成させるのは購買部門の統合であるという。次に、当初から行うが尐し時間がかか

ると考えられるのは、ロジスティクスやITシステムの統合、そして従業員の協力と

のことである。 

また、運営のプラットフォームが確立した段階で、販売製品の見直しや店舗の改

装などを行っていく。実質的なM&Aのメリットが見えてくるのは2015年ころから
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の予定とのことである。さらに、規制などで気を付けなければいけない代表的なも

のは、独占禁止に関するものであろうという。 

従業員に関しては、給料の増加や失業率の低下でよい労働力の確保が難しくなっ

ている。しかし、ロジスティクスシステムの集中化でコストダウンを行うとともに、

ITシステムを統一的に開発していくことによって、生産性を高めていくとのことで

ある。 

 

 

（2）マグニト 

マグニトはロシア国内大手小売業者の一角を占める企業であり、2009年の小売販

売高では国内第2位となっている。以下は、同社アニュアルレポートによる売上高と

利益情報である。 

 

【図表1-17：マグニトの売上高・純利益】 

（単位：百万USD） 

年度 2008年度 2009年度 

売上高 5,347.8 5,354.5 

純利益 187.9 275.2 

（出所）マグニトのアニュアルレポート 

 

同社の店舗の中心は、コンビニエンスストアと呼んでいる「住宅隣接店舗」であ

り、ロシア国内の食品系小売店舗では最大の店舗数を誇る。以下は、同社の店舗タ

イプ別の店舗数と平均売場面積である。 

 

【図表1-18：マグニトの店舗タイプ別の店舗数と平均売場面積】 

店舗タイプ 店舗数* 1店舗あたりの

平均売場面積* 

特色 

コンビニエンスストア 4,004 469㎡ ・定休日なし、1日12時間営業 

・徒歩圏内の利用者が主なターゲッ

ト 

ハイパーマート 51 7,566㎡ ・公共交通機関からのアクセスの良

い場所に設置 

*2010年12月31日現在の数字 

（出所）マグニトのアニュアルレポート 

 

同社のアニュアルレポートによれば、同社の店舗の中心的存在である「コンビニ

エンスストア」については、さらなる店舗拡大に努めるとしている。具体的には、

人口5,000人程度の地域への出店や既存店舗がある地域へのさらなる出店である。
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2011年度には約800店舗の拡大を予定している。 

一方で、近年ロシアの小売業界で中心的な存在になりつつある超大型店舗につい

ても着実な展開を見せており、売場面積2,000㎡の比較的小さい店舗から1万2,500

㎡の巨大店舗まで、幅を持たせた店舗展開を図っている。 

ロシア国内における食品系小売店の店舗数では、マグニトと前述のX5リテールグ

ループが他社を圧倒している。 

特にマグニトは、店舗スタイルによって3種類の店舗名の店舗が混在しているX5

とは異なり、彼らの言う「コンビニエンスストア」と「ハイパーマート」をともに

マグニトブランドで展開している。このため、ロシアの消費者に対する名前の浸透

度という点では、小売業界第一位のX5を凌駕するものと思われる。 

 

【図表1-19：マグニトコンビニエンスストア（左）、マグニトハイパーマート（右）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）マグニトのホームページ 

 

また、同社では、ロシア国内では旧式の店舗スタイルである住宅隣接店舗にも継

続して注力しており、地元に密着した店舗展開を積極的に進めることで、国内小売

業界における存在感を維持している。 

一方で、ロシア国内の小売業界で近年中心になっている大型店舗の展開にも抜か

りがなく、このように中高所得者から低所得者までをバランスよく取り込んでいる

ことが同社の成功要因の一つと言える。 

なお、同社の小売販売高の前年増減率は2009年で28.3%であり、これは食品系小

売業者では「オーケイ」に次いで高い数字である。 

  

 

（3）auchan(オーション) 

auchan(オーション）は、1961年にフランスで設立された大手小売グループ企業

である。ヨーロッパだけでなく、中国や台湾にも進出しており、ロシアでも成功を

収めている。 

2002年にロシアに進出し、現在は「Ашан（アシャン）」、「Leroy Merlin」、

「Decathlon」といったハイパーマーケット（スーパーとデパートが融合した小型

モールに近い）やスーパーマーケットを展開している。 
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ロシア国内小売業界では小売販売高で第3位の位置を占めており、第2位のマグニ

トにほぼ匹敵する。 

ロシアでは2000年に外資による小売業界進出が相次いだが、同社もラムストール

（トルコ）、メトロ・キャッシュ＆キャリー（ドイツ）などとともに同年にロシア

に進出した。以降、ロシア国内で超大型店舗を38店舗展開し（2009年末時点）、小

売販売高もロシア地元業者で業界第2位のマグニトに肉薄するまでに成長した。 

 

【図表1-17：Ашан店舗】 

 

（出所）http://d.hatena.ne.jp/makaru/20090625 

 

食料品から衣料、家電品まで幅広い品揃えとなっており、販売価格も安めに設定

している。「最大限のアイテムで最大限の消費者にアプローチする」との販売戦略

である。ロシアにおける納品期限はジャスト・イン・タイムではないので、3週間～

1カ月の製品在庫をもっている。 

また、売場面積1万㎡クラスの超大型店舗のみを展開している。通常の大型店舗は

アシャン、大型ショッピングモールはアシャン・シティと店舗スタイルによってブ

ランドを変えており、ワンブランドによる超大型店舗展開のみのメトロや、小規模

小売店舗も展開しているラムストールといった同時期にロシアに進出した他の外資

系小売業者とは違ったビジネス展開をおこなっている。 

ロシア国内小売業界において第4位の位置にある同じく外資系のメトロ・キャッシ

ュ＆キャリーの小売販売高が、2009年で前年比2.8%増だったのに対して、アシャン

では27.2%という数字を記録している。これはロシア国内小売業界全体でも第4位と

いう非常に高い数字である。 

この様に、ほぼ同じような規模の小売業者における販売高増減率の差異の背景に

は、前述の店舗展開があるものと思われる。 

メトロの店舗数が52店舗、平均売場面積が466.3㎡であるのに対し、アシャンは

38店舗、386.6㎡である。一方で、小売販売高はメトロの1,143億ルーブルに対し、

アシャンは1,630億ルーブルであり、超大型店舗のみを展開し、さらには別ブランド

（アシャン・シティ）でショッピングモールを展開しているアシャンはブランド認
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知の面で勝っていると考えられる。 

  

 

（4）ファストリテイリング(ユニクロ) 

2010年4月、「ユニクロ」を展開するファストリテイリングは、ロシアに進出し

た。今後3年以内にモスクワで10店舗を出店する目標を掲げている。 

「UNIQLO（ユニクロ）」は1949年に山口県宇部市にて個人営業「メンズショッ

プ小郡商事」として設立された。1984年、「ユニクロ」第1号店を広島市中区に出

店し、同年9月柳井正氏が代表取締役社長に就任した。現在、実用（カジュアル）衣

料品の生産販売を一括して展開する日本企業である。2010年2月末現在、世界に916

店舗あり、その内125店舗は日本国外にある。 

ロシアの市場に参入する際、税関との問題が生じ、2010年2月24日開店の予定が、

4月2日に延期になったという経緯がある。 

 

【図表1-21：ユニクロ1号店外観（左）、ショッピングセンターアトリウム（右）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ユニクロプレスリリース 

 

ロシア市場におけるユニクロの主な競合企業は、スウェーデンのH&M、アメリ

カのGap、スペインのInditex（ ブランド名はZaraとBershka）、イタリアの

Benettonである。 

ユニクロのマーケティング戦略としては、「顧客セグメント」についての考え方

が特徴的といえる。現在のマーケティング戦略の定石は、顧客の対象を自社の強み

を活かせるセグメントに絞り込み、そこに経営資源を集中させることである。した

がって、ユニクロが取り扱うカジュアル衣料は、「性別」、「年齢」、「嗜好性」

によってはっきり商品が分かれるため、通常はターゲットを定めることから商品を

企画していくのである。 

ところがユニクロは、「男女問わず、あらゆる年齢層、幅広い嗜好タイプ」を対

象とすることにより成功した。この代表的な商品として、ユニクロのフリースが挙

げられる。 

ユニクロは、扱うカテゴリーを「ベーシック」に絞り込んでいる。このため、ユ
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ニクロの商品はどんな年齢層でも着られ、どんな服にでも合わせられるという特徴

を持つ。また、アイテム数も絞り、競合企業と比較しても点数も種類も尐ない。ユ

ニクロでは必要性の高いものは、即ちニーズの大きいものとして考えている。 

 

 

【図表1-22：ユニクロの宣伝看板】 

 

（出所）ユニクロプレスリリース 

 

ロシア市場においては、ユニクロは、以下の様な顧客への視覚による宣伝を実施

した。 

・地下鉄内に30以上のポスター。 

・無料カタログ配布。 

・最も安い商品を、売れ筋商品のトップページにおき顧客へ強調する。 

・低価格にもかかわらず、高品質を訴求。 

 

ユニクロでは、高い品質を武器に、海外進出への強い執念を持つ。本格的な海外進

出にあたって、「民族大移動」と名付けた大胆な改革を行なうことにした。 

 「民族大移動」では、管理職3,000人を順次海外勤務に就かせる一方で、新入社員

の半数は海外で採用する。海外進出を支える人材育成が狙いである。 

販売現場の問題を自らの判断で解決できる人材の育成システムを目的とし、海外店

舗の開店前に人材を日本に呼び、最大数ヵ月間企業理念や接客などを教え、その後各

国の店舗に赴任させることとしている。 

 

 

 

 



 

36 
Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

（5）イケア(IKEA) 

イケア（IKEA）はスウェーデンの家具小売大手企業である。2008年4月時点にお

いて、世界36ヶ国、地域に合計278店舗を出店している。そのうち24ヶ国、246店舗

が直営店である。その他の店舗は、フランチャイズ方式となっている。 

従業員は世界各国で10万人を超える。世界経済危機にも関わらず、2009年にはイ

ケアの販売率は1.4%増加し、売上高は218億ユーロとなった。ロシアにおける売上

高は15％増加し、前年より来客数も増加している。 

ロシアにおいて、イケアは「メガ」と名付けたショッピングセンターを12店舗、

イケアショッピングセンターを12店舗展開しており、娯楽がわりに訪れる者も多く、

毎年延べ2億人の入場者数を記録している。 

IKEAによると、これまでに行ったロシアのビジネスへの投資は40億ドルである。

ロシア市場に参入し、黒字化するまで参入後6年を要したという。 

イケアのロシアにおける戦略は、以下3つのポイントに絞られる。 

・ロシアの一般消費者のニーズに対応 

・高い商品回転率 

・手頃な価格 

 

しかし、イケアのロシア進出には問題も多い。2009年6月、イケアの創業者はラ

ジオのインタビューで、電気、ガス料金の不当請求で大きな損害を出したことなど

を挙げ、ロシアの欺瞞、腐敗を非難、これが欧米のメディアに大きく報じられた。

このインタビュー直後にイケアは声明を発表し、ロシアでの賄賂の強要は目に余る

ため、ロシアでの新規投資は中止するとした。 

ロシア南西部サマラ市に建つメガ・モールは1年以上前から開店できる状態にある

にもかかわらず、地元の自治体政府から、建物はハリケーンによる強風に耐えられ

ないなどの指摘を受け、早急に対策を講じられる地元企業を紹介できる、といわれ

たという。 

ニューヨーク・タイムズ紙によると、ロシアのメジデーエフ大統領も、官僚の腐

敗は国家的問題であることを認め、その防止は任期中の重要な目標であるとしてい

る。大統領は「消防署・保健所による抜き打ち検査を禁じ、官吏およびその配偶者

の収入と資産を公開することを命ずる」法律に署名した。 

しかしながら、消防署、保健所などの役所による不当な規則の適用、いやがらせ

などは根絶されたわけではなく、進出企業は時には賄賂を支払うか、事業を途中で

放棄するかの選択を迫られることもある。 

 

 

（6）参考情報（失敗事例）カルフール 

ヨーロッパの小売大手フランスのカルフールが、ロシアでの自社のビジネスを売

却する決定を下した。この本部からの連絡はカルフールのロシア・オフィスには衝

撃となった。カルフールは、長い年月を費やした市場分析と準備を終え、今年やっ
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とロシア市場に進出したばかりである。  

同社によると、ロシア市場でトップに立っていけるだけの十分な成長の見込みが

ないこと、ロシア市場で短期的、長期的見通しでの投資回収の可能性がないことが、

ビジネスの売却とロシア市場からの撤退の原因となった。また、同社の本社広報部

は、カルフールはロシアでのビジネスの売却の決定をしただけで、事業の購入者と

の契約は結んでいないとしている。 

ロシアで最初のハイパーマーケット、カルフールは、800万ユーロをつぎ込んで

2010年6月にモスクワにオープンした。その後9月には、780万ユーロをかけた2店目

がクラスノダールにオープンした。2009年末までには、リペツクにも開店する計画

だった。 

「我々がこのような大変な時期にモスクワでのハイパーマーケット1号店をオー

プンするという事実は、我々の断固とした決意の表れである」。ロシアでの1号店が

オープンした際、カルフールグループ取締役、ティエリ・ガルニエ（Thierry Garnier）

氏はこう強調し、「ロシアの小売市場には、非常に長期的な力があり、カルフール

が発展していくために戦略的に重要である」と断言していた。 

インタファクス通信は、進出してくればロシアの小売市場の輪郭に大きな影響を

与えたであろう小売世界最大手の2社だが、1社目のウォルマートは結局進出せず、

2社目のカルフールは登場した直後に撤退してしまった、と指摘した。
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第1章 流通・小売業 附属資料 

 

外資法「1999年7月9日付ロシア連邦法No.160-FZ「ロシア連邦における外国投資

について」」（改正2002年3月21日、2002年7月25日） 

 

本連邦法は、ロシア連邦内における投資とそこから得られた収入と利潤に対する

外国投資家の権利の基本的保障および外国投資家の企業活動の条件を規定するもの

である。 

 

本連邦法が目的としているのは、外国の物的・金融資源、最先端の技術およびテ

クノロジー、管理経験を受け入れ、ロシア連邦経済において有効利用すること、外

国投資家の活動条件の安定化を保証すること、外国投資の法体制を国際法の基準や

投資協力の国際的慣行に一致させることである。 

 

第1条 本連邦法により規制される諸関係およびその適用範囲 

1．本連邦法は、ロシア連邦内において外国投資家が投資を行う際に外国投資家の

権利を国家保障することに関連する諸関係を規制する。 

2．本連邦法は銀行およびその他の信用組織、さらに保険組織への外国資本投資に

関連する諸関係には適用されない。それらは銀行および銀行活動に関するロシア連

邦法規と保険に関するロシア連邦法規に従い規制される。 

また本連邦法は教育、慈善、科学またはは宗教を含む特定の社会的に有益な目的

を達成するための非営利団体への外国資本投資に関連する諸関係には適用されない。

それは非営利団体に関するロシア連邦法規によって規制される。 

 

第2条 本連邦法で用いられる基本概念 

本連邦法のために用いられるのは、次の基本概念である。 

外国投資家とは、 

・民法上の権利能力がその設立された国の法規に従って規定され、上記の国の法

規に従ってロシア連邦内で投資することができる外国法人、 

・民法上の権利能力がその設立された国の法規に従って規定され、上記の国の法

規に従ってロシア連邦内で投資することができる非法人の外国組織、 

・民法上の権利能力および行為能力がその国籍上の国の法規に従って規定され、

上記の国の法規に従ってロシア連邦内で投資することができる外国市民、 

・常にロシア連邦外に居住し、民法上の権利能力および行為能力がその恒常的居

住国の法規に従って規定され、上記の国の法規に従ってロシア連邦内で投資するこ

とができるロシア国籍を有しない者、 

・ロシア連邦の国際条約に従ってロシア連邦内で投資することができる国際組織、 

・連邦法により規定された方式に従った外国。  

外国投資とは、外国投資家が、自己に属す民法上の権利の対象という形での、ロ
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シア連邦内の企業活動の対象に外国資本を投資することである。ただしこの民法上

の権利の対象が、連邦法に従ってロシア連邦における取引から除外されていないか、

あるいは取引のなかで制限されていない場合である。民法上の権利の対象は金銭、

有価証券（外国通貨、ロシア連邦通貨での）、他の資産、知的活動の成果（知的所

有物）に対する独占的権利という形で金銭的価値を有する財産権、さらにサービス

および情報を含む。  

直接外国投資とは、 

・ロシア連邦内においてロシア連邦民法法規に従い、商事組合あるいは商事会社

の形で設立されたあるいは新設される営利団体の定款資本（共同出資金）における

持分（出資）の10パーセント以上を外国投資家が獲得すること、 

・ロシア連邦内に設立される外国法人支店の固定資産へ投資すること、 

・独立国家共同体の対外経済活動品目表（TN VED SNG）第16編、第17編に記

載され、通関価格が100万ルーブル以上の設備を外国投資家が貸与者としてロシア

連邦内で金融賃貸（リース）すること。  

 

投資計画とは、ロシア連邦法規により規定された基準に従って作成された企画・

見積書を含む、直接外国投資の経済的妥当性、規模および実施期間を根拠づけたも

の。  

 

優先的投資計画とは、外国投資の総額が10億ルーブル以上（本連邦法施行日のロ

シア中央銀行のレートによる外国通貨での同等額以上）の投資計画、または外国投

資参加の営利団体の定款資本(共同出資金)における外国投資の最低持分（出資）が1

億ルーブル以上（本連邦法施行日付のロシア中央銀行のレートに従った外国通貨の

同等額以上）の投資計画で、いずれもロシア連邦政府の承認したリストに含まれる

もの。  

 

投資計画回収期間とは、直接外国投資を利用した投資計画への融資が始まってか

ら、減価償却を控除した純利潤の蓄積額と、外国投資参加の営利団体、または外国

法人支店あるいは金融賃貸（リース）契約にもとづいた貸与者の投資経費との差が

黒字になるまでの期間。  

 

再投資とは、 

・外国投資家または外国投資参加の営利団体が外国投資から受け取った収入ある

いは利潤によりロシア連邦内での企業活動対象へ投資すること。  

 

税負担総額とは、 

・投資計画の融資開始時点において、外国投資による投資計画を行う外国投資家

および外国投資参加の営利団体が、輸入関税（ロシア連邦法規にしたがって商品貿

易実施の際にロシア連邦の経済的利害保護策適用により必要となった関税を除く）、
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連邦税(ロシア連邦内で生産された製品に対する物品税、付加価値税を除く)、国家

予算外基金への納付（ロシア連邦年金基金への納付を除く）として、支払うことに

なる資金見積総額。  

 

第3条 ロシア連邦内における外国投資の法的規制 

1．ロシア連邦内における外国投資の法的規制は本連邦法、ロシア連邦の他の連邦

法および他の規範的法的文書、さらにロシア連邦の国際条約によって行われる。 

2．ロシア連邦構成主体は、本連邦法および他の連邦法に従って、ロシア連邦構成

主体の管轄に属する、さらにロシア連邦とロシア連邦構成主体の共同管轄に属する

問題に関する外国投資を規制する法および他の規範的法的文書を、採択することが

できる。 

 

第4条 外国投資家および外国投資参加の営利団体の活動に関する法体系 

1．外国投資家の活動および投資から得られた利潤利用に関する法体系は、連邦法

で定められた例外措置を除き、ロシア人投資家の活動および投資から得られた利潤

利用に関する法体系より待遇が不利になることはない。 

2．外国投資家に対する制限的性格の例外措置は、憲法体制の原則、品性、健康、

他人の権利および法的利害の保護、国防および国家安全の保障のために必要な程度

においてのみ、連邦法により定めることができる。 

外国人投資家の特典という形の誘致的性格の例外措置は、ロシア連邦の社会・経

済的発展という利益のために定めることができる。特典の種類およびそれを提供す

る方式はロシア連邦法規により定められる。 

3．ロシア連邦内に設立された外国法人支店は、代理店としての機能も含めて、機

能の一部または全機能を、その設立者である外国法人（以下、親組織）名義で果た

す。その際、親組織の設立および活動目的が営利的性格を持ち、親組織がロシア連

邦内での上記の活動に関し引き受けた義務に対する直接的財産責任を負うことを条

件とする。 

4．外国投資参加の営利団体の子会社および従属会社は、ロシア連邦内で企業活動

を行う場合、本連邦法に定められた法的保護、保障および特典を享受しない。 

5．外国投資家や、外国投資家が所有している定款資本(共同出資金)における持分

（出資金）が10パーセントを超えるようなロシア連邦内に設立された外国投資参加

の営利団体は、再投資を行う場合、本連邦法に定められた法的保護、保障および特

典を享受する。 

6．ロシアの営利団体は、外国投資家が出資者に加わった日から、外国投資参加の

営利団体の地位を得る。この日から外国投資参加の営利団体および外国投資家は本

連邦法に定められた法的保護、保障および特典を享受する。 

営利団体は外国投資家が出資者から抜けた（外国投資家が複数いる場合にはすべ

ての外国投資家が抜けた）日から外国投資参加の営利団体の地位を失う。この日か

ら上記の営利団体は本連邦法に定められた法的保護、保障および特典を失う。 
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第5条 ロシア連邦内における外国投資家の活動の法的保護の保障 

1．ロシア連邦内において外国投資家に対して本連邦法、ロシア連邦の他の連邦法

および他の規範的法的文書、さらにロシア連邦の国際条約によって保証された権利

および利害の完全かつ無条件の保護が与えられる。 

2．外国投資家は、ロシア連邦民法法規に従って国家機関、地方自治体機関または

これら機関の職員の非合法行為（怠慢）によりもたらされた損失の補填をうける権

利を有する。 

 

第6条 ロシア連邦内での外国投資家による投資実施に関するさまざまな形態利用

の保障 

外国投資家はロシア連邦内でロシア連邦法規で禁止されていない任意の形態で投

資を行う権利を有する。 

外国投資参加の営利団体の定款資本（共同出資金）への投資の評価はロシア連邦

法規に従って行われる。 

投資の評価はロシア連邦の通貨で行われる。 

 

第7条 外国投資家の権利および義務の第三者への譲渡の保障 

1．外国投資家は契約により、自己の権利（債権）および義務（負債）を第三者に

譲渡することができる。また、法および裁判所の裁定にもとづき、ロシア連邦民法

法規に従って自己の権利（債権）および義務（負債）を第三者に譲渡しなければな

らない。 

2．外国または外国から権限を与えられた国家機関が、ロシア連邦内で行われる投

資に関し外国投資家に提供された保障（保険契約）にもとづき外国投資家のために

支払を行い、上記の投資に対する外国投資家の権利（債権）が外国または外国から

権限を与えられた国家機関へ譲渡される場合、ロシア連邦においてはこのような権

利（債権）の譲渡が合法的とみなされる。 

 

第8条 外国投資家または外国投資参加の営利団体の資産の国有化および没収の際

の補償の保障 

 

1．外国投資家または外国投資参加の営利団体の資産は、連邦法またはロシア連邦

の国際条約により定められた場合および事由を除き、国有化、没収を含めた強制的

収用の対象とはならない。 

2．没収の際には外国投資家または外国投資参加の営利団体に対し、没収された資

産額が支払われる。没収が行われた事由が失効した際には、外国投資家または外国

投資参加の営利団体は、裁判手続きにもとづき、保全された資産の返還を要求する

ことができる。しかしその際、資産額低下による損失を考慮して、受け取った補償

額を返還しなければならない。 
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国有化の際には外国投資家または外国投資参加の営利団体に対し、国有化された

資産額さらに他の損失が補填される。損失補填に関する係争は、本連邦法第10条で

定められた方式にもとづいて解決される。 

 

第9条 外国投資家または外国投資参加の営利団体に不利なロシア連邦法規の変更

からの保障 

1．次のような場合、ロシア連邦の新しい連邦法および他の規範的法的文書、さら

にロシア連邦の現行の法律および他の規範的法的文書に持ち込まれる変更、追加は、

外国投資による優先的投資計画を行う外国投資家または外国投資参加の営利団体に

対し、本条第2項で記された期間適用されない。 

ただし、外国投資家または外国投資参加の営利団体によりロシア連邦の関税領域

に持ちこまれた商品が優先的投資計画実現の目的のため利用されるという条件の場

合に限る。 

・輸入関税（商品貿易実施の際にロシア連邦法規にしたがってロシア連邦の経済

的利害保護策適用により必要となった関税を除く）、連邦税(ロシア連邦内で生産さ

れた製品に対する物品税、付加価値税を除く)、国家予算外基金への納付（ロシア連

邦年金基金への納付を除く）額を変更する新しい連邦法およびロシア連邦の他の規

範的法的文書が施行される場合、 

・ロシア連邦現行法または他の規範的法的文書へ変更､追加を行った結果、外国投

資による優先的投資計画の資金供与開始時点のロシア連邦法やその他の規範的法的

文書に従って定められていた税負担総額ならびに禁止および制限の制度と比較して、

外国投資家あるいは外国投資参加の営利団体の優先的投資計画実施に関しその活動

に課せられる税負担総額の増加をもたらすか、またはロシア連邦における外国投資

に関する禁止および制限の制度を定める場合。  

 

本項第1段の規定は、その定款資本（共同出資金）における外国投資家の持分（出

資）が25パーセントを超えているような外国投資参加の営利団体に適用され、優先

的投資計画を実現するような外国投資参加の営利団体に対しては、その定款資本（共

同出資金）における外国投資家の持分（出資）とかかわりなく適用される。 

2．投資計画を行う外国投資家に対する本条第1項に記載された条件および制度の

安定性は、投資計画回収期間中保障される。ただし外国投資による上記計画の資金

供与開始から7年以内とする。投資計画の種類に応じた投資計画回収期間の格差付け

は、ロシア連邦政府により定められた方式に従って決められる。 

3．外国投資家および外国投資参加の営利団体が生産分野、あるいは輸送もしくは

その他のインフラ設立の分野で外国投資総額が10億ルーブル（本連邦法施行日のロ

シア中央銀行のレートによる外国通貨での同額以上）を上回り、回収期間が7年を超

えるような優先的投資計画を実現する例外的場合には、ロシア連邦政府は上記の外

国投資家および外国投資参加の営利団体に対し本条第1項に記載された条件および

規制の有効期限の延長に関する決議を採択する。 
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4．本条第1項の規定は、憲法体制の原則、品性、健康、他人の権利および法的利

害の保護、国防および国家安全の保障のためにロシア連邦の法的文書に加えられた

変更および追加または採択された新しい連邦法およびロシア連邦の規範的法的文書

には適用されない。 

5．ロシア連邦政府は、 

・輸入関税、連邦税、国家予算外基金への納付金の徴収条件、ロシア連邦内での

外国投資実施の禁止および制限制度に関し外国投資家および外国投資参加の営利団

体にとって不利な形での変更の評価規準を定める。 

・本連邦法24条で記された連邦執行権力機関による優先的投資計画の登録方式を

承認する。 

・本条第2項および第3項で記された期間における優先的投資計画実現に関して外

国投資家および外国投資参加の営利団体が引き受けた義務の履行に対する監督を行

う。  

外国投資家および外国投資参加の営利団体が本項前半で記された義務を履行しな

いような場合、本条に従い提供された特典を失う。上記の特典供与の結果支払われ

なかった資金額は、ロシア連邦法規で定められた方式で返還の対象となる。 

 

第10条  ロシア連邦内での外国投資家による投資および企業活動実施に関し発

生した係争の然るべき解決の保証の保障 

ロシア連邦内での外国投資家による投資および企業活動実施に関し発生した係争

は、ロシア連邦の国際条約および連邦法に従い、裁判所または仲裁裁判所あるいは

国際仲裁裁判所（調停裁判所）で解決される。 

 

第11条  収入、利潤および合法的に獲得した資金のロシア連邦内での利用およ

びロシア連邦外への送金の保障 

外国投資家はロシア連邦法規により定められた税金および手数料を支払った後、

本連邦法第4条第2項の規定を順守した再投資またはロシア連邦法規に矛盾しない

他の目的のために、収入および利潤をロシア連邦内で自由に利用する権利を有する。

また、以前に行った投資に関する収入、利潤または合法的に獲得した他の外貨での

資金をロシア連邦国外へ自由に送金する権利を有する。 

これに含まれるのは、 

・利潤、配当、利息、およびその他の収入の形で獲得した投資からの収入、 

・外国投資参加の営利団体またはロシア連邦内で自己の支店を開いた外国法人の

契約もしくは他の取引に関する義務履行における資金、 

・外国投資参加の営利団体または外国法人支店の解散、あるいは投資された資産、

財産権および知的活動の結果に対する独占権の収用に関し、外国投資家が受け取っ

た資金、 

・本連邦法第8条で規定された補償。  
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第12条 外国投資としてロシア連邦に当初持ち込まれた資産および文書または電

子化された形態での情報をロシア連邦国外へ自由に持ち出すことに対する外国投資

家の権利の保障 

外国投資として資産および文書または電子化された形態の情報をロシア連邦へ当

初持ち込んだ外国投資家は、上記の資産および情報を自由に（割当制、許可制およ

び他の貿易活動の非関税規制措置を適用することなしに）ロシア連邦国外に持ち出

す権利を有する。 

 

第13条  有価証券獲得における外国投資家の権利の保障 

外国投資家はロシアの営利団体の株およびその他の有価証券および国債を有価証

券に関するロシア連邦法規に従って獲得することができる。 

 

第14条  外国投資家の私有化への参加の保障 

外国投資家は、国家および自治体資産の私有化に関するロシア連邦法規により定

められた条件および方式に従って、国家および自治体資産の所有権または私有化さ

れる組織の定款資本（共同出資金）の持分（出資）を獲得することにより、国家お

よび自治体の所有物の私有化に参加することができる。 

 

第15条  地所、その他の自然資源、建物、施設およびその他の不動産に対する

権利の外国投資家への供与の保障 

外国投資家による地所、その他の自然資源、建物、施設およびその他の不動産に

対する権利の獲得は、ロシア連邦法規およびロシア連邦構成主体の法規に従い行わ

れる。 

外国投資参加の営利団体は、ロシア連邦法規により別段の定めのない限り、地所

の賃貸権を競売（公開競売、入札）で獲得することができる。 

 

第16条  関税支払に関し外国投資家または外国投資参加の営利団体に与えられ

る特典 

関税の支払に関する特典は、ロシア連邦関税法規およびロシア連邦の税金および

手数料に関する法規に従って、優先的投資計画を実施する際に、外国投資家および

外国投資参加の営利団体に提供される。 

 

第17条  ロシア連邦構成主体および地方自治体機関により外国投資家に与えら

れる特典および保障 

ロシア連邦構成主体および地方自治体機関は自己の権限の範囲で、外国投資家に

特典や保障を提供したり、外国投資家によって実施される投資計画に対してロシア

連邦構成主体予算、地方予算、さらに予算外資金によって資金供与したり、さらに

他の形態での支援を行うことができる。 

 



 

45 
Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

第18条  ロシア連邦の独占禁止法規および外国投資家による公正な競争の順守 

外国投資家はロシア連邦の独占禁止法規を順守しなければならず、不公正な競争

や制限的なビジネス慣行をみとめてはならない｡これには、需要の大きい何らかの商

品生産のためにロシア連邦内に外国投資参加の営利団体または外国法人支店を設立

し、その後外国製の類似品を市場に出す目的でそれを解散すること、また価格もし

くは商品販売市場の分割あるいは競売（公開競売、入札）への参加に関する悪質な

協定を結ぶことが含まれる。 

 

第19条  外国投資参加の営利団体および外国法人支店の親組織による財産保険 

資産の紛失（損失）、不足まあは損傷のリスク、民事責任のリスクおよび企業活

動のリスクに対する財産保険は、ロシア連邦法規によって別段の定めがない限り、

自己の裁量によって外国投資参加の営利団体によって行われるか、親組織の裁量に

よって外国法人支店によって行われる。 

 

第20条  外国投資参加の営利団体の設立および解散 

1．外国投資参加の営利団体の設立および解散は、本連邦法第4条第2項に従って

連邦法により定められた場合を例外として、ロシア連邦民法典およびその他の連邦

法により定められた条件および方式で行われる。 

2．外国投資参加の営利団体である法人は、連邦法「国家法人登記について」によ

り定められた方式で、国家登記の対象となる。 

 

第21条 外国法人支店の設立および解散 

外国法人支店はロシア連邦外で親組織が行っている活動をロシア連邦領内で行う

ために設立され、外国法人である親組織の決定にもとづき解散される。 

外国法人支店の設立、活動および解散に対する国家の監督は、ロシア連邦政府に

より定められた方式でそれを正式認可することによって行われる。 

本連邦法第24条に記された連邦執行権力機関が外国法人支店の正式認可を行う。 

外国法人支店は、憲法体制の原則、品性、健康、他人の権利および法的利害の保

護、国防および国家安全の保障のため、正式認可を拒否されることがある。 

 

第22条 外国法人支店の規程に対する要請 

1．親組織は、外国法人支店の規程およびその他の文書を本連邦法第24条に記さ

れた連邦執行権力機関に提出する。これらのリストおよびその内容に対する要請は、

本条第2項および第3項を考慮して、ロシア連邦政府により承認される。 

2．外国法人支店の規程に記されなければならないのは、支店およびその親組織の

名称、親組織の組織･法的形態、ロシア連邦内の支店の所在地、その親組織の法的住

所、支店の設立の目的および活動の種類、支店の固定資産への資本投資の構成、規

模および期間、支店管理の方式である。外国法人支店の規程にはロシア連邦内での

外国法人支店の活動の特殊性を反映しかつロシア連邦法規に反しない他の情報も記
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載することができる。 

3．外国法人支店の固定資産への資本投資の評価は国内価格または世界価格を基準

に親組織により行われる。資本投資の評価はロシア連邦通貨により行われる。外国

法人支店の固定資産への資本投資の価値評価の大きさは外国法人支店の規程に記さ

れなければならない。 

4．外国法人支店は正式認可日からロシア連邦内で企業活動を行う権利を有する。 

外国法人支店は正式認可取消日からロシア連邦内で企業活動を中止する。 

 

第23条 外国投資分野での国家政策の作成および実現 

連邦憲法法「ロシア連邦政府について」に従い、ロシア連邦政府は国際投資協力

の分野での国家政策を作成し実現する。 

ロシア連邦政府は、 

・ロシア連邦内での外国投資実施の禁止および制限導入の妥当性を定め、この禁

止および制限のリストに関する法案を作成する。 

・ロシア連邦における外国投資家の活動に対する監督策を定める。 

・本連邦法第2条に記された優先的投資計画のリストを承認する。 

・外国投資誘致の連邦プログラムを作成し、その実現を保証する。 

・「ロシア連邦開発予算」および連邦的意義を有する投資計画への資金供与のた

めに国際金融機関および外国の投資貸付を誘致する。 

・国際投資協力の問題に関しロシア連邦構成主体と相互協力を行う。 

・外国投資家による大規模投資計画の実現に関する外国投資家との投資協定の準

備および締結に対する監督を行う。 

・投資の奨励および相互保護に関するロシア連邦の国際条約の準備および締結に

対する監督を行う。  

 

第24条 直接外国投資誘致の調整に関する連邦執行権力機関 

ロシア連邦政府は、ロシア連邦経済への直接外国投資の誘致の調整を担当する連

邦執行権力機関を決定する。 

 

第25条 本連邦法採択に伴う以前に採択されたロシア連邦法規的文書およびその

個々の規定の失効の承認 

本連邦法採択に伴い、以下のものが失効したことを承認する。 

・ロシア連邦ソビエト社会主義共和国法「ロシア連邦ソビエト社会主義共和国に

おける外国投資について」（『ロシア連邦ソビエト社会主義共和国人民代議員大会・

ロシア連邦ソビエト社会主義共和国最高会議公報』1991年第29号第1008項）。 

・ロシア連邦ソビエト社会主義共和国最高会議決定「ロシア連邦ソビエト社会主

義共和国法「ロシア連邦ソビエト社会主義共和国における外国投資について」の施

行について」（『ロシア連邦ソビエト社会主義共和国人民代議員大会・ロシア連邦

ソビエト社会主義共和国最高会議公報』1991年第29 号第1009項）。 
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・連邦法「ロシア連邦法「規格化について」、「測量統一の保証について」、「製

品およびサービスの品質認定について」採択に伴うロシア連邦法規的文書への変更

および追加について」第6条（『ロシア連邦法規集』1995年第26号第2397項）。 

・連邦法「連邦憲法法「ロシア連邦における仲裁裁判所について」およびロシア

連邦仲裁訴訟法典の採択に伴うロシア連邦法およびその他の法的文書への変更およ

び追加について」第1条第4項（『ロシア連邦法規集』1997年第47号第5341項）。  

 

第26条 ロシア連邦法規の本連邦法との整合化 

1．ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府に対し、それぞれの規範的法的文書を

本連邦法に整合させることを提案する。 

2．ロシア連邦政府は、本連邦法から生じたロシア連邦法規的文書への変更および

追加に関する提案を所定の方式でロシア連邦議会下院に対し提出する。 

 

第27条 本連邦法との整合化 

本連邦法が施行されるまでにロシア連邦内に設立された支店の親組織は以下のこ

とをしなければならない。  

本連邦法施行日から6ヵ月以内に外国法人支店の規程を本連邦法と整合させるこ

と。 

本連邦法施行日から1年以内に外国法人支店の正式認可を受けること。 

 

第28条 本連邦法の施行 

本連邦法は公布の日から施行される。 

ロシア連邦大統領 

B. エリツィン 

（出所）北海道庁HP（ロシアビジネス法律データベースより） 

一部字句を修正した。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/russia/russia/houritsu/joubun/gaisihou/01.htm#j0

01-02 

 

 

 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/russia/russia/houritsu/joubun/gaisihou/01.htm#j001-02
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/russia/russia/houritsu/joubun/gaisihou/01.htm#j001-02
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第2章 外食産業 

 

1. 業界の概要 

2000年以降、ロシアで日本食ブームが続いており、モスクワ市内の日本食レスト

ランの数は（スシバーの類も含めれば）すでに2,000店に達するといわれている。し

かし、現在のブームは圧倒的に「スシ」が占めており、その他の料理・食材の可能

性については未知の部分が大きい。ロシア市場に関心の高い日本企業もなかなか情

報収集ができないのが現状である。 

日本食レストランは、モスクワに限っては定着した感がある。日本食ブームの火

付け役となったのはVesta Central International社（日本食レストランチェーン「ヤ

キトリヤ」および「銀の瀧」を展開）および「Ichiban Boshi」チェーンである。 

また、モスクワの日本人社会で今もっとも人気を集めている外食店のひとつが「う

どん屋さん」である。2007年7月にオープンしたファストフードのレストランであ

る。「うどん屋さん」の経営者は日本人であり、店内の雰囲気、清潔感、サービス、

スピード、料金など、どれをとっても日本のそれに近い。 

ロシアの飲食業のサービスレベルは高いとはいえず、「マクドナルド」でさえ、

挨拶も笑顔もないことが多いといわれている。また、価格の設定がかなり高い。普

通のレストランでの1回の食事にかかる平均価格は、レストランで一人当たり5,000

～10,000円、昼時のセットメニューとして、比較的割安に設定されている「ビジネ

ス・ランチ」であっても1,200～1,800円程度が相場である。 

レストラン・ホテル連盟会長のイーゴリ・ブハーロフ氏によれば、モスクワの外

食市場は年間25%の成長を遂げているが、30ドルを下回る「民主的」と言えるよう

なレストランはモスクワにはほとんど存在しないという。 

日本の農林水産省の資料によると、ロシアにおける外食産業全体の売上高は2000

年の830億ルーブル（約2,300億円）から2008年には7,230億ルーブル（約2兆円）に

まで拡大している。 

ただし、日本の外食産業全体の売上高は2009年には24.4兆円、店舗数では72万店

であり、ロシアの外食産業の規模は日本の10分の1以下であることがわかる。ロシ

アの人口を考えると、外食市場のポテンシャルは非常に高いと言える。 

2009年の全体の売上高は経済危機の影響で前年比13.5%減尐したが、その中でフ

ァストフード業界は店舗数を増やしている。たとえば、マクドナルドは2008年9月

時点の197店舗から、2009年5月には240店舗に増加している。 

ロシアにおいて外食産業をリードしている地域はモスクワとサンクト・ペテルブ

ルグである。この地域は一人当たりの外食産業への支出額がロシア国内では最も多

いが、「モスクワ・コンサルティング・グループ」の統計によれば、モスクワの消

費者の47%は全く外食をしないとのことである。このように、ロシアにおいては、

外食産業そのものがまだ未成熟な市場であり、外食するという生活習慣がまだ確立

されていないといえる。 
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2. 業界構造 

ロシアの外食市場は、その店舗形態により、Элитные（高級レストラン）、

Рестораны для среднего класса (カジュアル・ダイニ

ング・レストラン)、およびФаст-фуды（ファストフード）の3つの種類に分

類される。 

 

外食産業の分類 特徴 

Элитные 

（高級レストラン） 

高価な価格設定、レベルの高いサービス

の提供、スマートな内装、品数の多いメ

ニューなどと特徴としている。 

Рестораны для средн

его класса 

(カジュアル・ダイニング・レストラン) 

手頃な価格で品数の多いメニューを提供

している。 

Фаст-фуды 

（ファストフード） 

品数の尐ないメニュー、そしてセルフサ

ービスを特徴としている。 

 

以下は、ロシアの外食市場の構造である。 

 

【図表2-1：外食産業の構造】 

 

（出所）農林水産省資料などをもとに作成 
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ファストフードの店舗数は増加傾向にある。また、マクドナルドは1990年1月に

ロシアに第1号店を出店したが、これがロシアにおける最初の外食店舗であった。カ

ジュアル・ダイニング・レストランはロシアの外食産業の中でもっとも成長率の高

い業界であり、農林水産省資料によると、年間30%の成長を遂げている。日本料理

とイタリア料理レストランは、このカジュアル・ダイニング・レストランの分野で

強固な位置を占めている。 

ロシアの外食市場において、日本食レストランはモスクワに限っては定着した感

がある。2010年前半のモスクワの外食市場規模は575 億ルーブルで、日本食レスト

ランはロシア外食市場の16.3%のシェアを占めた。 

高級レストランは、主にモスクワとサンクト・ペテルブルグのホテルに集中して

おり、この分野ではロシア料理レストランが多くを占める。 
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3.  取引・流通構造、慣習など 

ロシアでは、食材の確保に問題がある。これは、ロシアでは流通経路に多くの仲

介業者が介在するためである。この対応策として、自前で養鶏場や畜産場を持つか、

食材生産者と関係を強化し、なるべく仲介業者を通さずに、利益を確保し、同時に

安全で品質の良い食材を確保することが重要になる。 

（出所）月刊ロシア通信第125号 

前述のとおり、ロシアの外食市場は、その店舗形態により、Элитные（高

級レストラン）、Рестораны для среднего класса(カ

ジュアル・ダイニング・レストラン)、およびФаст-фуды（ファストフード）

の3つの種類に分類される。近年、バーや喫茶店とは異なる新しいタイプの飲食店（к

офейня（コフェーニャ）が現れ、人気を博している。Кофейня（コフ

ェーニャ）とは、 主にコミュニケーションを目的としたコーヒーショップである。

メニューは、主に飲み物とデザートであり、取り扱うコーヒーの種類が多種にわた

っているのが特徴となっている。 

ロシアの外食市場は客単価により、Street Food（ストリートフード）、Fast Food

／QSR（ファストフード）、Quick&Casual／Fast Casual（ファストカジュアル）、

Casual Dining（カジュアルディナー）、そしてFine Dining（ファインディナー）

の5種類に分類される。以下は、客単価別外食店の分類である。 

 

【図表2-2：外食産業の構造】 

外食店の種類 客単価 

Street Food （ストリートフード） 100ルーブル（300円）  

Fast Food / QSR （ファストフード） 250ルーブル（750円）  

Quick&Casual / Fast Casual （ファストカ

ジュアル） 
600ループル（1200円）  

Casual Dining （カジュアルディナー） 500～1,000ルーブル（1,500〜3,000円） 

Fine Dining （ファインディナー） 1,000ルーブル以上（3,000円以上） 

（出所）マーケティング調査会社Система ММЦの情報を基に作成 

（http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-12999.html） 

 

ロシアの調査会社AnalyticResearchGropupによると、経済危機による消費の低

迷は高級外食産業に大きな影響を与えたが、その反面、低価格のfast food（ファス

トフード）、fast casual（ファストカジュアル）、casual dining（カジュアルディ

ナー）、コーヒー店のシェアは増加したという。今後もこの傾向は続く見込みであ

る。また現在、外食チェーンは増加傾向にあり、個人経営のレストランなどのシェ

アを奪いつつあるという。 

 

 

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-12999.html
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4.  市場動向 

（1）市場規模 

前述のとおり、農林水産省の資料によると、ロシアにおける外食産業全体の売上

高は2000年の830億ルーブル（約2,300億円）から2008年には7,230億ルーブル（約

2兆円）にまで市場規模を拡大している。2009年は、経済危機により、6,320億ルー

ブルにまで低下したとはいえ、ロシア経済においてもっとも高い成長を誇る業界で

ある。 

ただし、そもそもロシアでは外食という文化がまだ根付いておらず、市場規模は

人口の多さと比較すると非常に小さなものである。消費者の行動様式の変化と外国

からの観光・ビジネス客数が堅調に推移することが、今後の継続的な市場拡大のカ

ギとなると思われる。 

人口比率で見ると、アメリカでは1店舗につき150人、ヨーロッパでは1店舗につ

き300人であるが、ロシアでは2,000人となっている。また、2009年におけるロシア

人の外食消費高は年間所得の3～3.5%に過ぎない。一方、モスクワでは外食に関す

る消費は高く、年間所得の18%を占めている。これは、前年比較3%増加の増加とな

っている。 

 

（2）近年のトレンド 

2010年に入り、多くの外資系ファストフードがロシアに進出を果たしている。 

以下は、2010年以降ロシアに進出した、あるいはロシア進出を発表したファスト

フードの一覧である。 

 

【図表2-3：2010年以降ロシアに進出あるいは進出を発表したファストフードチェーン】 

企業名 国名 状況 

Burger King US 2010年1月にモスクワにロシア第一号店をオープン。

その後、同年7月末までにモスクワに合計7店舗を出

店している。 

Wendy’s US 2011年第1四半期にモスクワとサンクト・ペテルブル

グで数店舗を出店することを発表した。 

Nordsee ドイツ 2010年末までにロシアに3店舗出店すると発表。 

Chili’s US ロシアへの進出を発表。 

Friday’s US ロシアへの進出を発表。 

（出所）月刊ロシア通信などをもとに作成 
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5. 競争環境 

（1）主要企業リスト 

Сеть предприятий общественного питани

яの調査によると、2008年時点におけるロシアの外食市場は29以上の外資系外食チ

ェーンが参入している。 

その内、3大外食チェーンはMcDonald's（ロシア全土における店舗数は195店）、

Baskin-Robbins（店舗数は139店）、Sbarro（店舗数は117店）の順となっている。 

（出所）http://www.horeca.ru/news/market/7220/ 

以下は、ロシアの外食市場に参入している外食チェーンの一例である。 

 

【図表2-4：ロシアの外食市場に参入している大手外食チェーン】 

チェーン店名 設立年度 概要 

Росинтер(ロスインター) 1990年 ロシアの大手レストランチェーン 

Елки-палки（ヨルキ・パルキ） 1996年 ロシアのレストランチェーン 

Кофе хауз（コフェ・ハウす） 1999年 ロシアのコーヒー店チェーン 

Якитория（ヤキトリヤ） 2002年 ロシアの和食レストランチェーン 

Му-му（ム・ム） 2010年 ロシアの菓子店チェーン 

Шоколадница（ショコラドニサ） 2001年 ロシアのコーヒー店チェーン 

McDonald's（マクドナルド） 1940年設立、

1990年ロシア

市場に参入 

アメリカのファストフードチェーン 

Sbarro（スバッロ） 1956年設立、

1997年ロシア

市場に参入 

アメリカのイタリアレストランチェ

ーン 

Ростик'с-KFC（ロスチクス＆KFC） 2005年 アメリカのファストフードチェーン

（KFC、1952年設立）とロシアのフ

ァストフードチェーン（ロスチクス、

1993年設立）の共同出資によるファ

ストフードチェーン。 

（出所）Retail.ru2010年12月14日付け記事 

http://www.retail.ru/news/46972/の情報をもとに作成 

 

以下は、ロシアの主な外食企業である。 

 ノビコフ・レストラングループ 

 ラマーシュカ 

 ベスター・インターナショナルグループ 

 ロスチクス 

 クローシュカ・カルトーシュカ 
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（2）業界ポジショニングマップ 

以下は、ロシアの外食市場に参入している店舗形態別主要企業とチェーン店名で

ある。 

 

【図表2-5：店舗形態別主要企業とチェーン店名】 

 

（出所）農林水産省資料、月刊ロシア通信をベースに作成 

 

（3）市場シェア 

ファストフード市場については、各社の出店ベースでシェアを推測すると、トッ

プはクローシュカ・カルトーシュカ（323店舗）、次いでマクドナルド（240店舗）、

ロスチクス（170店舗）となる。 

カジュアル・ダイニング・レストラン市場では、農林水産省資料によると、ノビ

コフ・レストラングループが展開するヨールキィ・パールキィが同市場で25%のシ

ェアを有している。次いで、ベスタ―センター・インターナショナルグループが経

営するヤキトリヤが10%、ロスインターが経営するパティオⅡが9%のシェアを有し

ている。 

前述のとおり、ロシア全体と比較すると、モスクワにおいては外食消費量が高く、

現在1万3,500以上の外食店舗が展開されている。 

その内、ファストフードのシェアが最も高く、モスクワ外食市場の33%を占めて

いる。次いで、食堂で23%、レストランが17%、そして、残りの27%はバー、喫茶

店などである。以下は、モスクワにおける外食市場の業態別シェアである。 
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【図表2-6：モスクワにおける外食市場の業態別シェア】 

レストラン
17%

バー・喫茶店
27%

食堂
23%

ファストフード
33%

ファストフード 食堂 レストラン バー・喫茶店

 

（出所）株式会社日本ビジネスプレス2009年8月6日付け記事をもとに作成 

（http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1504） 

 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1504
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6. 参入阻害要因 

（1）外資に対する規制 

ロシアの法律では、宣伝に外国語を使用することが禁止されている。このため、

法律に違反したとして、表に英語の宣伝看板を出している商店が、連邦独占禁止局

の取り締りの対象になった。 

捜査の対象になったのは、日本食レストランチェーン「ヤポーシャ」を展開して

いるヤポシカ・シティ、「ボグナー・スポーツウェア」を展開しているトレード・

リテール、「バー・ＢＱ・カフェ」を展開しているポテンシャルの3社である。ヤポ

ーシャは「ハッピー・ニュー・メニュー」（最後のメニューだけはロシア語で書か

れている）という看板を出し、ポテンシャルは9月に「ハロウィン」という英語の看

板をそれぞれ出したとして処罰対象になった。 

ロシアの法律では、宣伝に外国語を使うことが禁止されている。独占禁止局のス

ポークスマンによると、これら3社は10万～50万ルーブルの罰金を科せられた。多

くの会社が宣伝に英語を使っているが、独占禁止局はなぜこの3社だけが選ばれたか

や、他の会社にも罰金が科せられるかどうかについては説明していない。 

（出所）モスクワタイムス2010年11月9日付け記事（http://ameblo.jp/petite-bonbon/entry

-10717434375.html） 

 

Luigi Lavazzaは世界で最も知られたコーヒーブランドとして、世界の80か国以

上でイタリアンエスプレッソを提供している。ロシアでは30以上のブランド名でコ

ーヒーを販売しているが、2005年にはこのブランドがロシアの法律によって

Lavazzaのものではなくなる可能性がでてきた。 

Lavazzaではすでに10年以上ロシアに製品を出荷している。家庭用、外食用、自

動販売機とすべての販売チャネルを通じて販売を実施している。 

Luigi Lavazza のリーガルマネージャーによると、イタリアンコーヒーはロシア

に限らず、世界中で多くの顧客に魅力的に映る。現在でも多くのブランドでイタリ

ア語がつかわれていることを見てもそのことは明らかであるという。 

ブランドは企業にとって最も大切なもので、これがなくなるということは、それ

まで投資してきたすべての価値を失うということに等しい。 

 

第三者がLavazzaのブランド名を使用したいがために、ロシアの当局で登録され

ているブランド名が無効であるという訴えを起こしたのだ。その理由はロシアでブ

ランドといえるほど十分な量が取り扱われていないというものであった。 

通常はわずかな量でもそれがロシア国内で販売されたり、見本として配られたり

しているということを証明する書類、すなわち、請求書や通関書類があればよいと

いうことだが、Lavazzaの場合、厳しい処置を受け、ディストリビューターとの契

約書、通関書類、実際に支払いが行われた証明（これはLavazzaからディストリビ

ューターへのものと、ディストリビューターから消費者や販売業者へのものが必要

となった）、パッケージングのデザインや方法とそのブランドがどういった内容の

http://ameblo.jp/petite-bonbon/entry-10717434375.html
http://ameblo.jp/petite-bonbon/entry-10717434375.html
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製品かを示す書類等が必要となった。 

これらの多くの書類はLavazzaの手元になく、ディストリビューターの協力を得

て、提出した。 

すべての書類を提出したにも関わらず、2006年にはLavazzaの2つのブランドが

失われることとなり、2007年にはロシアで登録されているすべてのLavazzaのブラ

ンドを抹消するよう、相手側の知的財産の弁護士からの訴えを受けたという。 

Lavazzaはブランドの登録を10のブランドに絞りそれらを守る手続きをとりすべ

ての裁判に出席し、ありとあらゆる書類を提出してきた。 

そして、イタリア外務省やヨーロッパ委員会などの協力を仰ぎこのブランド抹消

という危機を乗り越えたという。 

こういった行為は、ロシアのWTO（World Trade Organization）加盟へのマイ

ナスになるという警告も行われた。Lavazzaでは最終的に9つのブランドをロシアで

確保することができたとのことである。 

2008年に関係法律の改善が行われたが、それ以後も多くのイタリアブランドが同

じような行為（私たちはこれを略奪行為と呼ぶ）に遭い、ブランドをすべて失った

企業もある。Lavazzaブランドも常に監視され、私たちは注意深く対応している。 

しかしながら、これらの困難を乗り越え現在では卸マーケットで3つ、小売マーケ

ットでも3つのディストリビューターと協力しながら着実に売り上げを伸ばしてい

る。 

ロシアのWTOへの加入も現実的になってきておりこういったことが減尐してい

くことを期待している。また、一つのディストリビューターと協力してモスクワに

コーヒーのトレーニングセンターを開設し、製品だけでなくイタリアのエスプレッ

ソという文化を広めていきたいと考えているとのことである。 

 

（2）業界としての規制、ガイドライン 

外食産業では、調理をする人と料理を客席に運ぶ人の役割は完全に分けられてい

る。しかし、食材が加工され、調理され客席に運ばれるまでに関わるすべてのスタ

ッフは、保健所で検査を受けなければならない。 

この検査は、伝染病や風土病がないことなど厳しく行われる。検査後、労働の許

可が下りるまで、2週間以上を要する。たとえば、レストランが忙しくなったので、

急にアルバイトを採用して対応するなどといったことはできない。また、調理器具

はすべて電化であり、ガスを使用することはできない。 

調理の種類によっては、その作業が行われる部屋を別途に設けなくてはならない。

たとえば、肉の加工、野菜の加工、揚げ物や煮込みの部屋等である。このことによ

り、調理場のスペースが広がり、経営側の負担が増えることになる。 

株式会社麦の穂は、多くのブランドを主にフランチャイズとして展開している。

麦の穂の主力ブランドとしてビアードパパというシュークリームショップは世界中

に展開しており、日本の食品系フランチャイズブランドとしては最も成功している

企業の一つである。 
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ロシアでは2009年に最初の店舗がオープンし、現在ではモスクワに3店舗を展開

している。フランチャイズという形態での展開となるため、現地の企業が実際の運

営を行う。このため、ブランドは日本だが、企業は外資系としてではなくロシア企

業として扱われている。 

株式会社麦の穂の海外担当マネージャーによると、運営を任せながら、かつブラ

ンドを広げていかなければならない。やはり、その国独特の考え方や味へのこだわ

り、ビジネス習慣があり、様々な要求が出てくるという。 

国が違っても同じような要求も多く、これまでしっかりとノウハウを積み上げて

きているという自信もあり、譲れる部分、譲れない部分の適切なアドバイスを行っ

ている。特に、海外に新規に参入しその国の最初の店舗となる場合、運営者側の不

安などもあり、説得に苦労する場合が多いという。 

日本国内では同社担当者が、新店舗のオープン方法は熟知しており、ショップ側

へ方法を指示していける。また、既に出店を重ねている国では運営者がやり方を知

っている。ところが、ロシアのように新規参入国の場合、全く事情がわからず、現

地と本社側の双方の理解が進まずフラストレーションがたまる場面もあったとのこ

とである。 

法律面においては、現地の運営者が担当し、同社は進歩状況のチェックを行って

いく。人材面も現地に任せているが、日本のブランドで、世界展開している店舗と

いうことや自分で食べてもおいしいということでアピールしているようだという。 

また、開業前には日本に来てトレーニングを実施し、定期的な交流もあるのでそ

れらを前面に出してモチベーションを高めているとのことである。 

 

（3）人材確保、育成 

ロシア連邦労働法典が現時点で雇用契約を規定する主な法律となっている。 

雇用契約のなかに職場、肩書き、担当範囲、労働開始日、雇用期間（必要な場合）、

報酬、労働時間帯等の条件を記入することになっている。 

 雇用者の月給は4,330ルーブルを下回ってはならない。また、地方によ

って現地の当局や雇用者側の協定で設定されるが、モスクワでは2020

年5月から最低賃金が1万100ルーブルとなる。 

 賃金の支払いは、毎月2回に分けてルーブルで支払うこと。 

 1週間の標準労働時間は40時間である。 

 残業は書面での要請が必要で、2日連続で4時間を越えてはならない。 

 1年間では合計120時間以内であること。 

近年ロシアの移民法に一連の改正が行われている。大統領の目的の一つにロシア

を投資家にとって魅力的な国にすることがあり、その結果特に熟練専門家への待遇

を中心に外国人の雇用が自由化されてきた。 

外国人の雇用において、最も一般的なビザは商業ビザと労働ビザがある。外国人

の雇用を希望する使用者は、連邦移民狂句から外国人受け入れに対する一般許可を

受けなければならない。 
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そのために、使用者は国内労働市場には当該資格をもった労働者がいない旨の確

認を当局より取得する必要があるが、このような確認は形式的なものに過ぎないケ

ースがほとんどである。 

モスクワの労働状況をあげると2010年の5月では約1,057万9,300人がモスクワに

恒常的に住んでおり、経済活動が可能な人口は627万人である。このうち616万5,600

人が就業しており10万4,400の人が働いていない。働いていない人のうち5万9,200

人が失業者として登録されている。 

政府の労働市場に対する活動についてモスクワを例に取ると、市当局は労働市場

の向上のために積極的に活動している。中小企業のために従業員の教育プログラム、

職場の安全向上のためのプログラムや就職活動を助けるプログラム等を用意してい

る。 

最近では、人材派遣会社を通じて従業員を採用しているケースが増えてきている。

あるいはオフィスワーカーを提供する会社もあるが、これは労働契約を結ばなくて

良いというメリットが企業にある。人材確保についての問題点として以下のような

点が一般的に指摘されている。 

 都市部、特にモスクワでの賃金の高騰と需給のインバランス 

 定着率が悪く、雇用維持が困難 

 日系企業にとっては日本語ができる人材は非常に尐なく、英語ができる

人は増加してきてはいるが、まだまだ不足しているというのが現状であ

る。 
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7. 代表的な企業事例 

（1）Sbarro(スバッロ) 

Sbarroはイタリア料理を中心にしたアメリカのレストランチェーンである。また

大手宅配会社でもある。1956年、ニューヨークにおいて設立された。現在、35ヶ国

以上にfast casual（ファストカジュアル）方式の1,200店舗を展開している。 

 

【図表2-7：Sbarro概観（左）、Sbarro(店内（右）】 

 

1997年、ロシアのフランチャイズ会社Бразерс и Компании（ブ

ラゼルズ＆コンパニ）の協力のもと、ロシア市場に参入した。 

首都モスクワのほか、サンクト・ペテルブルグ、サマラ、カザニ、エカテリンブ

ルグ、オムスク、ソチなどのロシアの地方都市まで進出している。また、モスクワ

中で宅配サービスを展開している。 

Sbarroの店舗形式は以下のとおりの4種類である。 

 In Line（インライン）：面積は180㎡程、座席のあるレストラン。 

 Food Court（フードコート）：面積は70～120㎡。 

 Express（エクスプレス）：面積は6㎡から。 

 Multi-Brand（ムルチ・ブランド）120～400㎡の面積を、他のファスト

フード店と共同利用する形式。 

Sbarroの成功要因としては、高品質なイタリア料理、早いサービス、手頃な値段

が挙げられる。 
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（2）Burger King（バーガーキング） 

バーガーキングはアメリカのハンバーガーチェーンである。2010年現在、アメリ

カ国内50州および世界74ヶ国で約12,000店舗を展開している。Burger King（バー

ガーキング）の店舗の約90％は、フランチャイズ方式である。 

2003年、Burger King（バーガーキング）がロシア市場への参入を図り、2009年

までの6年間、ロシアの国内の外食チェーンと商談を続けたが、その結果としてふさ

わしいパートナーが見つけられず、直接市場に参入することにした。2009年、Бу

ргер Кинг Русとして登録し、2010年2月モスクワに初出店した。 

バーガーキングの客単価は平均120～150ルーブルであり、競合企業のマクドナル

ドより安価な設定となっている。今後、さらにもう2店舗をモスクワで開く予定であ

る。 

（出所）http://www.rb.ru/topstory/business/2010/01/21/192540.html 

ロシアの外食市場におけるBurger King（バーガーキング）の成功要因は以下の

とおりである。 

 世界中で人気の高いウォッパーバーガー（whopper）の知名度。 

 300～350㎡程度の規模の店だけではなく、フードコートにも80～120

㎡の店舗を開店している。 

 一般のレストランと比較し安価なため、ビジネスマンにも人気。 

 ファストフード業界全体の普及。 

ロシア市場における主な競合企業はMcDonald’s （マクドナルド）とРост

ик’с KFC（ロスチクス・KFC）である。 

 

【図表2-8：Burger King】 

 

（出所）MEMOID記事 

（http://www.memoid.ru/node/Ehkspansiya_Burger_King_v_Rossiyu） 

 

http://www.memoid.ru/node/Ehkspansiya_Burger_King_v_Rossiyu
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（3）スターバックス 

スターバックス (Starbucks) は、1971年にアメリカ合衆国ワシントン州シアト

ルで開業した、世界規模で展開するコーヒーのチェーン店である。2007年9月6日、

ロシアに開店し、進出43ヶ国目となった。第1号店は、モスクワの北部分にある大

型スーパーマーケット「メガ」内に位置する。 

 

【図表2-9：スターバックス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スターバックスが、今後戦略的に重要な地域として挙げているのは、中国、東南

アジア、ロシア、東ヨーロッパなど、現在経済発展している国々である。 

ロシア人は、伝統的にコーヒーよりもお茶を好む。しかし、近年コーヒーの消費

量は伸び続けており、年間3～5%の割合で市場が拡大している。カフェの数も欧米

に比較してまだ尐なく、今後の成長市場としてスターバックスは期待している。 

ロシアのスターバックスのメイン顧客ターゲット・利用シーンは他国同様、朝は

通勤途中のサラリーマンであり、夜は友達と一緒に会う場所である。 

ただし、ロシアでのスターバックス普及には課題がある。 

 ロシアでは、アメリカスタイルのコーヒーショップは流行っていない。 

 値段がアメリカ同店より40～50％高い（1杯1,000円以上するドリンクメ

ニューもある。） 

 喫煙率が非常に高いロシアでは全面禁煙の店は敬遠される。また、夜間

ノンアルコールでの集客には困難が予想される、 

しかし、スターバックスのマネジメントは、店舗数を増やし便利な駐車場を作れ

ば、車通勤のモスクワの住民たちはスターバックスを利用してくれるだろう、と自

信をもっている。  

アメリカ人と違い、ロシア人はコーヒーをテイクアウトすることはあまりせず、

店内にて食事することが多い。したがって、ロシアのスターバックスはクロワッサ

ンやサンドイッチなどといった食事を重要視している。 

とはいえ、ロシアのスターバックスのメニューは他の国のメニューと比較し、大

きな違いはない。ただし、ロシア人の口に合うように、例えば甘さを増すように、

シナモンを入れるなどいくつかの工夫がなされている。 
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スターバックスのロシア外食市場における主な競合企業としては、Кофе Ха

уз（コフェハウス）とШоколадница（ショコラドニサ）が挙げられる。 

スターバックスがモスクワに参入した際には、Кофе Хауз（コフェハウス）

は200店舗、Шоколадница（ショコラドニサ）は175店舗を展開しており、

モスクワだけではなく、地方までチェーンを伸ばしていた。 

当時、ロシア国内においてコーヒー店の需要ピークは1990年代末～2000年代初期

だと言われていたため、スターバックスのロシア市場への参入は遅れているのでは

ないかという声も上がっていた。 
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（4）ダンキン・ブランズ 

米国の外食大手ダンキン・ブランズは、「ダンキン・ドーナツ」とアイスクリー

ムの「バスキン・ロビンス」を傘下に持つ。この二つのチェーンを合わせれば、ダ

ンキン・ブランズが世界31カ国で展開する店舗数は、1万3,000店を数える。 

 

【図表2-10：ダンキン・ブランズ】 

 

 

ダンキン・ブランズは、モスクワで2010年にドーナツチェーン「ダンキン・ドー

ナツ」を約20店舗出店する。サンクトペテルブルクや南部ソチでの出店も計画して

いる。 

同社は1990年代半ばに一度進出したが、ロシア経済が低迷した1999年に撤退した。

今回、市場の拡大をにらみ再参入を果たした。 

ロシア国内にドーナツと言う食品がないため、ダンキン・ブランズはロシア市場

への参入をためらっていた。スターバックスがロシア市場に参入するのをきっかけ

に、ドーナツの認知度が上がったため、ダンキン・ブランズの社長はロシア市場へ

の参入を決断した。 

前述のとおり、ロシアにはКофе-хаус（コフェハウス）とШоколад

ница（ショコラドニサ）のような大手チェーン店が既に参入しており、

Starbucks、Costa Coffee（コスタコフェ）のような外資系企業も参入している。し

かし、人口比率で見ると、モスクワと比較し、ロンドンとニューヨークは1人当たり

のコーヒー店の店舗数が7倍も多い。さらに、Росинтер ресторан

т（ロスインター・レストラントス）の調査によると、ロシアの外食市場における

コーヒーショップのシェアは5%に過ぎない。このことから、ダンキン・ドーナツに

も可能性があると考えられる。 

ダンキン・ドーナツは、総額60億ルーブルの資金を投入し、モスクワにおいて大

型店から小型店まで、様々な形式の店舗の展開を予定している。ダンキン・ドーナ

ツのロシアでの客単価は、5～7ドルである。 
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（5）япоша（Yaposha：ヤポーシャ） 

経営は、GINZA Project Holdings（Saint Petersburg）、ヤポーシャチェーン36

店舗以外にも、ロシア各地、ニューヨークなどに高級レストランを展開している。 

モスクワに400店舗はあると言われる寿司レストラン店に入ると、提供されるス

シは日本のものとは異なっている。魚はにぎりのネタになるものが尐ないので人気

は高くない。 

代わりのネタとして、アボカド、フィラデルフィアチーズ、とび子、うなぎ、ト

マト、ルッコラ など、手に入るものを入れて海苔で巻き、ロール（巻物）にして

顧客に提供している。 

寿司レストランの人気メニューのトップ10を挙げると、巻物が上位を占めている。

スシは嫌いというロシア人がいるのも事実で、そういう人たちのためにアンチスシ

がある。このコンセプトで、スシ以外の和食を売り出したяпоша（Yaposha：

ヤポーシャ）は現在サンクトペテルブルクとモスクワに30店舗以上の店を展開し、

一風変わった和食をロシアに広めている 

ロシアの法律では、宣伝に外国語を使うことが禁止されており、ヤポーシャは「ハ

ッピー・ニュー・メニュー」（最後のメニューだけはロシア語で書かれている）と

いう英語の看板を出したとして処罰対象になった。 

独占禁止局のスポークスマンによると、これら3社は10万～50万ルーブルの罰金

を科せられたという。 

（出所）http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1504 

 

【図表2-11：япоша店舗概観（左）、япошаメニュー（右）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


