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第 1 章 最近の米国小売業の動向 

1.1  米国小売業の全体像 

 

2008 年経済危機以降、高い失業率および原油価格や食料を始めとする物価高騰を背景に、小売

業界は大幅な売上減尐をみた。とはいえ、米国は世界の小売市場をリードする存在であることは

変わりない。グローバル・リテーラー上位 10 社のうち 5 社が米国企業であり、売上の大部分を

米国国内市場から得ている事実からも、改めて米国市場の規模の大きさが窺い知れる。 

米国の小売業界は、セクターによってはまだ完全に経済危機から回復してはいないが、アップル

社や電子書籍、オンライン DVD レンタルの安定的成長にみられるように、不況時にも業績を伸

ばす企業や領域が存在している。経済危機を経験することにより、米国の消費者の多くは「バリ

ュー」（価格に対する商品やサービスの価値）を重視する傾向にある。自分にとってバリューの

低いものへの支出を抑制する一方で、バリューを認めるものについては優先的に購入する傾向に

あり、この消費者の志向を確実に捉えた企業が成長している。 

インターネット販売は安定的に成長しており、アマゾン.com 等インターネット専業者だけでな

く、ウォルマートを始めとする大手チェーンストアでも店舗事業との相乗効果を狙って、インタ

ーネット販売に力を入れている。 

ソーシャル・メディアの台頭も、米国小売業に大きな影響を与えている。8 億 4,500 万人1の会員

を有するフェイスブックを始め、多くのメディアが新たな広告、販売促進、広報、カスタマー・

サービスを提供している。フェイスブックでは企業を含む会員に向けて、同ページ上での小売販

売プラットフォームも提供し始めている。 

図表 1 2010 年世界の小売企業トップ 10 （2009年全世界売上高ベース）   

企業名 国 売上高
（百万ドル）

1 ウォルマート 米国 408,214$       
2 カルフール フランス 121,861$       
3 メトロ ドイツ 91,389$        
4 テスコ 英国 90,435$        
5 シュバルツ・グループ ドイツ 77,221$        
6 クローガー 米国 76,733$        
7 コストコ 米国 71,422$        
8 アルディ ドイツ 67,709$        
9 ホーム・デポ 米国 66,176$        
10 ターゲット 米国 65,357$        
出所：全米小売業協会  

                                                             
1 出所： フェイスブック社（2011年 12 月現在） 
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1.1.1  年間小売販売額の推移 

アメリカ合衆国の年間小売販売額（自動車・部品販売額を除く）は 2011 年度で 3 兆 8,705 億ド

ル、日本の平成 21 年度（2009 年）の小売業販売高 134 兆 7,054 億円の 2 倍強に相当する。 

過去 12 年間の推移をみると、2008 年の経済危機以降、高い失業率、長引く住宅問題、原油価格

高騰による物価上昇等により消費傾向は厳しいながら、全体的には人口増を背景に堅調に伸びて

いる。 

2008 年経済危機の影響については、翌年 2009 年の小売販売額が前年比-6.4％と減尐したが、2010
年には前年比 6.2％増とほぼ 2008 年のレベルに回復し、2011 年は経済危機前の 2007 年と同様対

前年比 9.2％増加した。 

 

図表 2 米国小売販売額の推移 

 
出所：  U.S. Census Bureau, Estimated Annual Sales of U.S. Retail and Food Services Firms by Kind of Sales 1992 
Through 2009, Estimated Monthly Retail and Food Services Sales by Kind of Business 2010, 2011 
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1.1.2  小売販売額のカテゴリー別売上シェア 

2011 年速報値のカテゴリー別売上シェアは図表 3のとおりである。シェアが大きいカテゴリー

は、百貨店・量販店 16.3％、食品販売 15.9％、ガソリン販売 13.8％、飲食サービス 12.7％、非

店舗 10.3％となっており、生活必需領域のカテゴリーのシェアが高い。 

シェア 10％以下のカテゴリーでは、建設資材・園芸 7.7％、ヘルス＆パーソナルケア 7.1％、衣

料品・アクセサリー5.8％、花き・文房具等 3.1％、家電・電子機器 2.6％、スポーツ用品・ホビ

ー・音楽 2.3％、家具・インテリア 2.3％となっている。ただし衣料品は百貨店・量販店売上にお

いて大きいシェアを占めているので、実質的には市場はもう尐し大きいと判断される。 

 

図表 3 米国小売販売額カテゴリー別内訳 
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出所：  U.S. Census Bureau, Estimated Annual Sales of U.S. Retail and Food Services Firms by Kind of Sales 1992 
Through 2009, Estimated Monthly Retail and Food Services Sales by Kind of Business 2010, 2011 
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1.1.3  E コマースの動向 

E コマース（B to C）は 2008 年 1,423 億ドル、総小売販売額におけるシェアは 3.6％だった。2009
年は 1,452 億ドル（速報値）、同 4.0％となり、総小売販売額におけるシェアは増加傾向にある。 

2009 年カテゴリー別売上シェア（速報値）は、衣料品・アクセサリー17.3％、家電・電子機器

12.6％、その他商品（※1）12.5％、コンピュータ（ハードウェア）9.8％、家具・インテリア 8.8％、

薬・ヘルス＆パーソナルケア 5.3％、オフィス機材・文房具 5.1％がシェアの高い領域である。 

2008 年から 2009 年にかけてシェアが伸長したのは、衣料品・アクセサリー16.0％→17.3％、ス

ポーツ用品 3.7％→4.3％、家電・電子機器 12.2％→12.6％、音楽・ビデオ 4.4％→4.7％、コンピ

ュータ（ソフトウェア）2.4％→2.7％であり、他領域は同水準もしくは減尐した。 

 

図表 4 米国 E コマース（B to C）カテゴリー別販売額 
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出所：  U.S. Census Bureau, 2009 Annual Retail Trade Survey 
※1： 蒐集品、土産、自動車パーツとアクセサリー、工具、高額宝飾品等 
※2： オークション手数料、顧客サポートサービス、広告費、送料、手数料等 
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1.1.4 ニューヨーク市の小売市場 

ニューヨーク市の人口は 817 万 5,133 人、全米トップで、2 位のロサンゼルスの 2 倍以上、人口

密度は 3.3 倍である。ロサンゼルスに比べて、若干高齢人口（65 歳以上 12.1％）が多く、黒人比

率（25.5％）が高いが、ヒスパニック系（28.6％）はロサンゼルス（48.5％）より低い。 

平均世帯年収は$5 万 285、ロサンゼルスの$4万 9,138 より若干高いが、ニューヨーク州平均より

10%以上低い。貧困水準以下の人口は全体の 19.1％で、ロサンゼルスと同水準だが、ニューヨー

ク州より約 5 ポイント高い。 

ニューヨーク市内の全企業数は 94 万 4,129 社で、ロサンゼルスの 2.1 倍、そのうちアジア人オー

ナー企業は 16.3％を占め、ロサンゼルスの 13.7％を上回る。 

年間小売販売額は 782 億 648 万ドルで、ロサンゼルスの 2.1 倍、全米小売販売額（自動車および

パーツ販売を含む）の 2％の規模である。 

 

図表 5 ニューヨーク市の基本データ

 

出所： U.S. Census Bureau, Quick Stats 

 

ﾆｭｰﾖｰｸ市 ﾆｭｰﾖｰｸ州 ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ市 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州

デモグラフィック・データ

人口（2010年） 8,175,133         19,378,102      3,792,621         37,253,956      

伸び率（2000年－2010年） 2.1% 2.1% 2.6% 10.0%

人口密度（1ｽｸｴｱﾏｲﾙ当、2010年） 27,012.5           n/a 8,092.3             n/a

5歳以下（2010年） 6.3% 6.0% 6.6% 6.8%

18歳以下（2010年） 21.6% 22.3% 23.1% 25.0%

65歳以上（2010年） 12.1% 13.5% 10.5% 11.4%

白人（2010年） 44.0% 65.7% 49.8% 57.6%

黒人（2010年） 25.5% 15.9% 9.6% 6.2%

ｱﾒﾘｶﾝｲﾝﾃﾞｨｱﾝ･ｱﾗｽｶﾈｲﾃｨﾌﾞ（2010年） 0.7% 0.6% 0.7% 1.0%

アジア人（2010年） 12.7% 7.3% 11.3% 13.0%

ﾈｲﾃｨﾌﾞﾊﾜｲｱﾝ･他太平洋諸島人（2010年） 0.1% 0.0% 0.1% 0.4%

2つ以上の人種複合（2010年） 4.0% 3.0% 4.6% 4.9%

ﾋｽﾊﾟﾆｯｸまたはﾗﾃﾝ系（2010年） 28.6% 17.6% 48.5% 37.6%

ﾋｽﾊﾟﾆｯｸ以外の白人（2010年） 33.3% 58.3% 28.7% 40.1%

平均世帯年収（2006年－2010年） 50,285$            55,603$            49,138$            60,883$            

貧困水準以下の人口（2006－2010年） 19.1% 14.2% 19.5% 13.7%

ビジネス・データ

企業数（2007年） 944,129            1,956,733         450,108            3,425,510         

アジア人オーナー企業数（2007年） 16.3% 10.1% 13.7% 14.9%

女性オーナー企業数（2007年） 32.3% 30.4% 30.3% 30.3%

小売販売額（千ドル、2007年） 78,206,482      230,718,065    36,672,803      455,032,270    

宿泊施設及び食品ｻｰﾋﾞｽ業販売額（千ﾄﾞﾙ、2007年） 22,095,094      39,813,499      8,271,789         80,852,787      
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1.2  主要小売販売企業の動向 

 

1.2.1  全米トップ小売販売企業の動向 

(1) ウォルマート（総合ディスカウンター） 
全米そして全世界 1 位の同社は、国内事業の既存比売上2は減尐したものの、食品部門の強化や

新たな出店戦略のための小型店舗ウォルマート・エキスプレスの開発等の経営努力により、営業

利益を確保している。また、インターネット販売やモバイル販売を拡大するため、ソーシャル・

メディア企業を買収し、店舗を越えた売上拡大を目指している。 

(2) クローガー（食品スーパー） 
顧客の購買行動を精緻に収集分析し、売上向上に努めている。また非食品分野開拓にも積極的で、

家具専門チェーンストア「ザ・ボンベイ・カンパニー」と提携してホーム・デコレーションやコ

ーヒーテーブル等の家具の販売を開始した。 

(3) ターゲット（総合ディスカウンター） 
ウォルマート同様、生鮮食品売場の拡大による食品部門の強化で売上を伸ばした。 

(4) ウォルグリーンズ、CVS（ドラッグストア） 
薬のインターネット販売会社 drugstore.com を買収し、インターネット販売の強化に力を入れて

いる。一方、競合企業で第 7 位の CVS（同）は処方箋薬の保険申請等のサービス分野に成長を

求めている。 

(5) ホーム・デポ、ローウィ（住宅リフォーム・建設資材） 
同社および第 8 位のローウィは、現在でも住宅問題の悪影響を受けているが、顧客が、多額の投

資となる家の改装をしない代わりに、家電や家具を買い換えて模様替えニーズを満たしている点

に着目し、これらの商品販売の拡大を進めている。 

(6) コストコ（会員制ホールセール・クラブ） 
物価高はまだ継続するとの予測を示し、特に高騰が続くガソリンの販売店舗数を増やし、価格を

抑えることで会員の増加を図る。 

(7) ベスト・バイ（家電） 
Amazon.com との競合、売場面積の過剰、テクニカル・サポート・サービス事業の質に関する不

評等により経営環境は厳しいが、携帯電話専門ベスト・バイ・モバイルのような小型店舗の出店

を増加し、大型店舗の売上減尐を補っている。 

                                                             
2  既存比とは、1 年以上営業している店舗の売上前年比を意味する。 
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(8) シアーズ（量販店） 

2005 年の K マート買収・合併後、業績が下がり続けている。かつては強力だった家電の自社ブ

ランドも現在は苦戦しており、経営の抜本的な建て直しが迫られている。 

 

図表 6 2011 年米国小売業者トップ 10 

企業名 業種
2010年国内売上高
（単位：百万）

前年比 2010年国内店舗数 前年比

1 ウォルマート ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾀｰ 307,736$              0.6% 4,358                   1.3%
2 クローガー 食品スーパー 78,326$                6.4% 3,609                   -0.4%
3 ターゲット ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾀｰ 65,815$                3.8% 1,750                   0.6%
4 ウォルグリーン ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 61,240$                6.3% 7,456                   8.1%
5 ザ・ホーム・デポ 住宅ﾘﾌｫｰﾑ･建設資材 60,194$                2.2% 1,966                   0.0%
6 コストコ 会員制ﾎｰﾙｾｰﾙｸﾗﾌﾞ 58,983$                5.5% 412                     2.5%
7 CVSケアマーク ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 57,464$                3.5% 7,217                   2.0%
8 ローウィーズ 住宅ﾘﾌｫｰﾑ･建設資材 48,175$                2.8% 1,723                   1.7%
9 ベスト・バイ 家電・電子機器 37,110$                -0.4% 1,312                   11.3%
10 シアーズ・ホールディングス 百貨店 35,362$                -2.2% 3,484                   0.1%

 

出所：全米小売協会 ( National Retail Federation ) 

 

1.2.2  主要専門店チェーンの動向 

(1) 衣料品専門店チェーン 

衣料品専門店チェーンは、百貨店や量販店から売上シェアを奪いつつあるが、綿を始めとする素

材費と輸送コストの上昇により、小売販売価格の上昇を余儀なくされており、ようやく回復しつ

つある小売環境の中で、厳しい経営を強いられている。 

大手チェーンでは飽和した国内市場では利益確保を重視し、海外出店に売上成長を求める傾向が

出ている。 
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図表 7 2011 年米国アパレル専門店上位企業（抜粋） 

 

出所： Kanter Retail 

 

(2) 家具・インテリア 

経済危機後、住宅価格の下落や販売件数の減尐により売上が低迷していたが、一方で、住宅をコ

ストをかけずに模様替えしたり、外食を控え自宅に人を招くという消費トレンド支えられ、主要

各社は業績を回復している。 

 

図表 8 米国家具･インテリア専門店上位企業（抜粋） 

企業名 業種
2010年国内売上高
（単位：百万）

前年比
2010年

国内店舗数
1店舗当売上高
（単位：千）

ホーム・デポ 家具ｲﾝﾃﾘｱ 60,194$              2.2% 1,966            30,617$         
ローウィ 家具ｲﾝﾃﾘｱ 48,175$              2.8% 1,723            27,960$         
ベッド・バス＆ビヨンド 生活用品 8,700$                11.9% 1,114            7,810$           
ウィリアムズ・ソノマ ｷｯﾁﾝ､ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ 3,504$                13% 592               5,919$           
イケア北米 家具 3,459$                5% 37                93,486$         
イケア 家具 2,630$                - 49                53,673$         
クレート＆バレル※ ｷｯﾁﾝ､ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌ ,゚家具 1,300$                - 113               11,504$         
ピア１インポート※ ｷｯﾁﾝ､ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌ ,゚家具 1,396$                8% 1,046            1,335$           
イーサン・アレン・インテリア※ 家具 679$                  15% 291               2,333$           

 

出所： 全米小売協会（National Retail Federation） 
※ 売上高非公開のため、2010 年もしくは 2011 年の報道数値 

 

企業名 業種
2010年国内売上高

（単位：百万）
既存比 2010年国内店舗数

1店舗当売上高

（単位：千）

TJX ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾀｰ 14,820$                         4% 1,870                              7,900$                      

ギャップ 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 11,718$                         -1% 2,502                              4,700$                      

フットロッカー 靴 3,577$                           6% 2,592                              1,400$                      

アバクロンビー＆フィッチ 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 2,846$                           7% 1,017                              2,800$                      

ｱﾒﾘｶﾝ･ｲｰｸﾞﾙ･ｱｳﾄﾌｨｯﾀｰｽﾞ 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 2,676$                           -1% 993                                 2,700$                      

エアロポスタル 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 2,281$                           1% 953                                 2,400$                      

アン・テイラー 衣料品(ﾚﾃﾞｨｽ) 1,980$                           11% 896                                 2,200$                      

エクスプレス 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 1,906$                           10% 591                                 3,200$                      

ザ・バックル 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 1,837$                           1% 840                                 2,200$                      

DSW ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾀｰ(靴) 1,822$                           13% 311                                 5,900$                      

アーバン・アウトフィッターズ 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 1,793$                           4% 334                                 5,400$                      

ポロ・ラルフ・ローレン 衣料品(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ) 1,775$                           10% 269                                 6,600$                      

ザ・メンズ・ウェアハウス 衣料品(ﾒﾝｽﾞ) 1,702$                           5% 1,075                              1,600$                      

Jクルー 衣料品(ｶｼﾞｭｱﾙ) 1,593$                           4% 333                                 4,800$                      

チルドレンズ・プレース 衣料品(子供服) 1,427$                           -5% 876                                 1,600$                      
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(3) ラグジュアリー（高級・高額） 

2008 年の経済危機以降売上が低迷していた高級ブランドや高額百貨店の業績は、回復基調にあ

る。サックス・フィフス・アベニュー百貨店やニーマン・マーカスでは 2011 年度の売上既存比

はそれぞれ 9.5％、8.1％増加で、2007 年以降最大の伸びとなっている。 

 

図表 9 米国ラグジュアリー百貨店・専門店上位企業（抜粋） 

 

出所： 各企業アニュアルレポートおよび公表数値より作成 
※1 中南米、カナダを含む 
※2 全世界での店舗数のうち米国は 67%を占める 
※3 売上高には全世界の小売、卸売、ライセンス収入を含む 
 
 
(4) 家電・娯楽関連 

家電業界はインターネット販売業者の勢力拡大により、大手ベスト・バイを始め、店舗事業は苦

戦している。一方で iPhone, iPad 等スマート・メディアで攻勢をかけるアップル社は業績を伸ば

し続けている。 

書籍、DVD、CD 販売は業界再編成期を迎えている。書籍では、大手チェーン、ボーダーズ社が

昨年倒産した一方、電子書籍が台頭し、書籍最大手のバーンズ＆ノーブル社は電子書籍リバテ

ィ・メディア社を買収した。アマゾン.com では既に電子書籍の販売数が印刷書籍を超えている。 

ペット用品は、不況下の生活のストレスや、ベビーブーマー世代の引退後の生活の癒しとして、

経済危機後も安定的に売上を伸ばしている。 

スポーツ用品も、健康志向や、ベビーブーマーの引退後の余暇や健康増進の影響で安定的に成長

している。 

下記の表にはないが、DVD・CD では、レンタル DVD チェーン大手のブロックバスターが衛星

テレビ会社、ディッシュ・ネットワーク社傘下に入る一方で、オンライン DVD レンタルのネッ

トフリックスや自動販売機 DVD レンタルのレッド・ボックスは快進撃を続けている。 

 

企業名 業種
国内売上高※

（単位：百万）
前年比 国内店舗数※

1店舗当売上高

（単位：千）

ノードストローム 百貨店 9,310$                           11.3% 204                                 45,637$                   

ニーマン・マーカス 百貨店 4,002$                           8.4% 73                                    54,826$                   

サックス 百貨店 2,786$                           5.9% 104                                 26,786$                   

ティファニー（ｱﾒﾘｶ大陸）※1 宝飾専門店 1,575$                           11.6% 96                                    16,402$                   

コーチ※2 バッグ・靴・衣料品 4,159$                           15.2% 723                                 5,752$                      

ポロ・ラルフ・ローレン※3 衣料品 5,660$                           13.7% 367                                 -
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図表 10 米国家電、娯楽関連専門店上位企業（抜粋） 

 

出所： 全米小売協会（National Retail Federation） 

 

 

 

  

企業名 業種
2010年国内売上高

（単位：百万）
前年比

2010年

国内店舗数

1店舗当売上高

（単位：千）

ベスト・バイ 家電 37,110$                         -0.4% 1,312                         28,285$                   

アマゾン.com Eコマース 18,526$                         46.2% - -

アップル／iTune デジタル家電 18,064$                         32% 233                             -

トイざラス 玩具 9,066$                           4% 1,486                         6,101$                      

ゲーム・ストップ ビデオ・ゲーム 6,610$                           6.5% 4,488                         1,473$                      

バーンズ＆ノーブル 書籍 5,715$                           -0.3% 1,343                         4,255$                      

ペット・スマート ペット用品 4,839$                           5.9% 1,118                         4,328$                      

ﾃﾞｨｯｸｽ･ｽﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞ･ｸﾞｯｽﾞ スポーツ用品 4,414$                           4.2% 525                             8,408$                      

スポーツ・オーソリティ スポーツ用品 3,409$                           2.1% 464                             7,347$                      

ソニー・スタイル デジタル家電 3,401$                           4.9% 55                               -
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第 2 章 出店プロセスのフロー 

 

2.1. 経営戦略と事業計画 

海外への出店は規模の大小を問わず、企業にとっては大きな投資であり、リスクも伴う。そこで

リスクを事前に予測すると同時に、戦略目標をしっかり定め、調査・検証し、現実に沿った事業

計画を立案することが重要である。 

経営計画の立案は、社内向けだけでなく、対外的にも必要が生じる場合がある。例えば、米系金

融機関から資金調達する場合は事業計画の提出を求められる。店舗スペースのリース契約にも必

要な場合もある。 

以下は、ニューヨーク市が行っている起業家支援サービス3で、起業に必要とされている事業計

画内容をベースに基本的な項目を紹介する。 

 

2.1.1  米国市場参入のための戦略 

(1) ニューヨーク出店の目的 

諸々のリスクの可能性がある海外市場への出店に関し、将来の企業経営にとっての利益は何かに

ついて具体的に検討し、目標を設定したい。 

出店目的は各企業によって異なるが、海外小売業者が米国市場に参入する目的として、一般的に

は以下のような点が挙げられる。 

【自社グループの広告塔としての効果】 

世界の主要な情報発信拠点の 1 つであるニューヨークに出店することにより、グループ全体（企

業名、ブランド名）のイメージ向上と世界市場への宣伝効果を得る。 

 グローバル市場に発信する情報・コンセプト・イメージを明確にし、自社グループ全体

でシナジー効果を創出できるような広報宣伝体制を作る。 
 

【世界随一のショッピング街での高収益効果】 

世界中から観光客が集まり、人口集中度も高いニューヨークに出店することで高収益獲得を狙う。 

                                                             
3  NYC Business Solutions 
       http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/home/home.shtml 
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 ニューヨーク市内の一等地であれば売場面積当たり高い売上効率を期待できる。ただし

後述のとおり、ニューヨークは不動産コストを始め、全般的にコストが高いので、入念

な収支計画が必要だ。 
 ニューヨーク市内全域に満遍なく来客数が多いわけではない。地元客しか足を運ばない

地域もあるので立地選定には調査が必要だ。 

【全米での店舗展開を目標としたテスト・マーケティング】 

日本市場の尐子高齢化、店舗過剰による市場の飽和を背景に、米国市場に本格的に進出すること

によって企業の持続的成長を目指す。このためニューヨークに出店し、米国市場での認知度を向

上し、事業のテスト・マーケティングを行う。 

 ニューヨークへの出店は全米への店舗展開の準備とはなるが、前述のように全般的にコ

ストが高いので、短期的収益化のハードルは高いといわれている。資金面では慎重な計

画が求められる。 
 ニューヨークは経済・社会・文化的にそれぞれに独自な都市であり、全米全ての都市で

同じ戦略が成功するとは限らない点はあらかじめ認識する必要がある。 

 

(2) 競争環境とコア・コンピタンス 

日本市場で築き上げてきた事業は、米国市場でどのような位置づけになるのだろうか。自社事業

が成長できる余地はあるのだろうか。どのような企業やブランドが競争相手となるのだろうか。 

これらの質問に対する答えが不明確なまま、日本や他国での実績のみを頼りに米国市場に進出す

ることは大きなリスクをもたらす。以下のような調査・分析を行い、米国市場における自社の店

舗・ブランドのポジショニングや戦略目標を明確にしたい。なお、調査分析方法の詳細は「2.2
市場調査」をご参照いただきたい。 

【ベンチマーク企業の選定】 

 競合企業の中でも経営戦略策定上、比較・参照できる企業を選択する。選択した企業の

経営戦略、財務データ、マーチャンダイジング、マーケティング、店舗オペレーション、

カスタマー・サービス等を継続的に定点観測する。 

【競合分析： ポジショニング・マップ】 

 業界における自社店舗・ブランドがどのような位置を占めるかを、競合企業の調査・分

析を基に分かりやすくマップ化する。 

【SWOT 分析】 

 自社の強み、弱みを把握し、米国市場の切り込み方について戦略を作成する。 
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 米国でも市場は飽和し、競争は激化しているが、海外ブランドという点は大きな強みと

なる。 
 しかし、たとえ日本で大手企業であっても、米国国内での知名度は一般的には期待でき

ない。そこでどのように知名度を上げていくか、マーケティング戦略を作成する上でも

強みを掌握することは重要だ。 
o 強み ｘ 機会： 自社の強みを積極的に活用して市場進出 
o 強み ｘ 脅威： リスク要因を分析し、自社の強みを活かしてリスクを軽減 
o 弱み ｘ 機会： 自社の弱みを克服し、市場機会を捉える事業展開の検討 
o 弱み ｘ 脅威： 自社の弱みと脅威を分析し、進出凍結も含めて事業計画を検 

       討 

 

(3) 事業ドメイン 

上記分析により、米国市場での自社のポジショニングを把握し、事業ドメインを決定する。これ

により、米国市場での事業の競争優位性や成長性を明示する。 

 

(4) ターゲット顧客 

 ベンチマーク企業の主力顧客、および日本事業での主力顧客の比較分析の中から、ター

ゲットとなる顧客を想定する。ターゲット顧客のプロフィールを作成する。 
 ファッション性、趣味性の高い商品については、内容や価格帯が近くても、日本と米国

とでは顧客プロフィールが異なることはよくある。その場合は、日本での実績にとらわ

れず、ベンチマーク企業の状況をよく観察し、白紙の状態で顧客ターゲットを設定する

ことが重要だ。 
o どのようにアクセス（コミュニケーション）すべきか。 
o 出店ロケーションは。 
o 自社商品をどう評価するか。どうマーチャンダイジングを計画すればよいか。 

 

2.1.2  機能別事業計画 

 

戦略目標を達成するための事業計画を立案する。各項目の詳細は 2.5,、2.7、.2.8 でも触れるので、

参照いただきたい。 

 

(1) 商品計画 – 市場への適合調整 

 



14 

Copyright © 2012 JETRO.  All rights reserved. 

 

既に日本市場で実績のある商品、ブランドを米国市場で販売する際、日本の商品そのままを展開

することが適切かどうかを判断する必要がある。このために、市場調査を行い、白紙の状況を想

定しながら慎重に検討したい。当然ながら日本と米国では文化、嗜好、サイズ基準、素材、規制・

表示義務等の違いが存在し、これらによって商品展開の見直しを求められることがある。 

【文化面の相違】 

例えばレディス・ファション・ブランドの場合、自社Ａブランドのコンセプトが「清楚に見える

服」だとしよう。まず清楚とは、どのような英語に訳せるだろうか。clean、simple 等、直訳の英

語は見つかるが、米国で cleanで simpleとされているファッション・ブランドと比較してみると、

自社ブランドのコンセプトとは違うかもしれない。 

また、そもそも「清楚」というコンセプトが米国の顧客に理解されるかどうかを再考することも

重要だ。一般的に、米国の成人女性のファッション・ブランドには「女性らしさ、セクシーさ」

が重視されている。こういう場合、A ブランドには市場性があるのか、あると判断される場合で

も現行の商品品揃えの調整が必要かどうか、マーケティングでのコミュニケーションの内容を調

整する必要があるか、などを見極める必要がある。Ａブランドの例では、「清楚」という特長を

アメリカ人にも理解されるうよう、コンセプトを語るキーワードを再考したり、特定のターゲッ

トに絞込み、ニッチ市場を形成する、などの対応が考えられる。 

【法規制の相違】 

米国での輸入規制、税率、商品関連の規制（連邦、州）や表示義務情報等により、「米国ではで

きないこと」を事前に理解しておくことも重要である。場合によっては米国市場の違いに対して

品揃えの大幅な再編や、米国専用の商品開発も必要だ。加えて実際に出店した後に再度変更する

可能性をも読み込み、計画を立てることが重要だ。 

図表 11 商品展開上、一般的な日米の違いの例 

衣料品、 ・体型、サイズ 

・売れ筋のカラー 

・洗濯方法（特に乾燥機使用度） 

アクセサリー ・素材（例：金は日本では 18K が主流だが米国では 14K が主流で価

格帯が異なる） 

家具 ・サイズ基準（例：日本はメートル法、米国はインチ数） 

・居住空間自体のサイズ基準と空間の大きさ（日本の商品が相対的

に小さく、低く感じられる） 

生活雑貨 ・キッチン用品：電子レンジと食器乾燥機の使用が前提 

・玩具や幼児向け商品：細かい規制と表示義務がある 

・ベッドリネン、バスタオル類:サイズ基準 
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(2) 業態、店舗フォーマット計画 

【法規制関連】 

米国市場では、日本で展開している業態や店舗フォーマットをそのまま活用できないケースもあ

る。消費行動の違いだけでなく、売場の面積や仕様、店舗に関する規制事項が日本とは異なるた

め、米国では実現できないことも多い。例えば、日本でライフスタイル・ショップとして生活雑

貨（物販）とカフェ（飲食サービス）を展開する業態の場合、ニューヨークでは飲食サービスに

は細かい規制が多く、特に建築物に関してはキッチン部分に独立した空調、換気口が求められる

など、大幅なコスト・アップとなる規制が存在するため、カフェ併設はハードルが高くなる。事

前にこれらを確認する必要がある。 

【不動産事情】 

ニューヨークの特殊な不動産事情をよく理解することも重要だ。ニューヨークは、①出店コスト

を始め、人件費、税金、営業諸経費が全て他都市より高い、②商圏が細かく、1 ブロック歩くと

全く別の商圏になる場合がある、③マンハッタン地区内には全米の他の市場のようなショッピン

グ・モールが数箇所にしか存在しないため、物件毎の条件がそれぞれ異なる。このため物件 A
では可能な業態も、物件 B では不可能だったり、結果的に高コストとなる場合もある。 

ニューヨークに出店する際は、物件選定をしながら自社の業態や店舗フォーマットに調整を入れ

るという柔軟な姿勢が求められることもある。将来米国内他都市へのチェーンストア展開を前提

にしている企業は、上記のように「ニューヨークは特殊な市場」という理解を持つことも必要で

あろう。 

 

(3) マーケティング計画 

異文化の地でのマーケティング・コミュニケーションは、日本と同じでも通用するだろうか。タ

ーゲット顧客をひきつけるよう調査・分析し、計画を立てる必要がある。 

「日本企業」という背景が、海外進出の際有効なツールとなり得ることがある。経済産業省の政

策に沿ってジェトロが推進しているクール・ジャパン、JAPAN デザイン等の日本ブランドやデ

ザインの海外展開促進事業、支援事業4によって、JAPAN ブランドは米国市場においてイメージ

や認知度が向上しつつある。必要に応じて、この JAPAN という冠ブランドも活用したい。「米

国はマーケティングの国」とよく言われる。日本でも短期間に普及してきたフェイスブックやツ

                                                             
4 経済産業省 クール・ジャパン・クリエイティブ産業政策  
  http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/index.htm 
経済産業省 JAPAN デザイン http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/kaigai.html 
中小企業庁 JAPAN ブランド育成支援事業 http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/index.htm 
 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/kaigai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/index.htm
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ィッター等、最先端のマーケティング・ツールは米国で誕生している。米国でのマーケティング

活動においては、これらの新しいアイデア、ツールを積極的に活用したい。 

 

(4) 物流、調達計画 

日本の倉庫や海外の商品生産工場等からどのようにニューヨークに商品を輸送するのか、輸送コ

ストおよび関税、米国の輸入規制を確認し、総輸送コストを事前に把握することが重要だ。実際

に店舗営業を開始した際、この輸送コストが純利益を圧迫したり、市場にそぐわない小売価格設

定に追い込まれるケースが多い。 

また、商品によっては輸入規制により販売が難しい場合もあるので、商品計画アウトラインを作

成した段階で、物流業者や通関士等の専門家に相談し、事前に輸入可能性を知る必要がある。 

 

2.1.3  財務計画 

事業計画の要である財務計画、すなわち P/L（損益計算書）, B/S（貸借対照表）, C/F（キャッシ

ュフロー）を作成する。財務計画書は、銀行からの融資、リース契約、と重要な各段階で提出を

求められる。物件リース契約、工事等出店プロセスの各段階で数字をアップデートし、常に財務

面でのチェックを入れることが重要である。 

 

(1) 作成上のポイント 

 国際会計基準、米国会計基準、米国税法に詳しい会計士と相談しながら、計画を作成す

る。 
 事業採算性を多角的に検証するためには、楽観シナリオ、現実的シナリオ、悲観シナリ

オを想定して作成する。これによって、悲観シナリオの場合の対応もあらかじめ検討で

き、銀行や貸主に対して、事業への信頼性をアピールする材料ともなる。 
 市場調査分析および候補物件の条件を反映させる。候補リース物件が複数ある場合、物

件毎に不動産コストを反映させて、物件別の財務計画を作成し、比較する。 

 

(2) 留意点 

以下は主な留意点だが、税法や税率の変更や、事業内容や店舗物件によって個別に状況が異なる

ので、会計士や専門家に相談し、アップデートな情報を確認することが重要である。 
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 事業収益化： ニューヨークでの出店は一般的に他の都市より初期投資が大きくなりが

ちなので、これを見越したゆとりある財務計画、資金調達、資金繰り計画が必要だ。 
 開店前経費： 償却できず、経費として計上しなければならない。 
 開店前賃料： フリー・レント（入居後、一定期間賃料を払わなくてよい期間。開店前

の工事期間として利用される）期間中もリース期間平均賃料を計上しなければならない

ため、初年度の経費が大きくなる傾向がある。 
 移転価格： 企業の海外関連企業（資本や人的に支配関係にある外国会社）との取引価

格を、独立企業間で行われた取引価格（独立企業間価格）で計算し直す。これにより海

外関連企業との取引を通して行われた所得の他国への移転を防止し、適正な国際課税の

実行するのが目的である。移転価格税制上問題視される取引は調査対象となり、企業に

とっては対策や解決のために多大なコストと時間がかかる。 

 

(3) 財務計画作成のための調査・分析 

【新聞・専門誌情報、業界団体】 

自社の営業実績がない海外市場での売上予測は難しい部分だが、新聞や専門誌に紹介されるニュ

ーヨーク市内の小売店舗の平均的な売上数値（1 スクエアフィート当たりの年商）や業界団体の

調査数値を参照し、自社に最も近い事例と計画売場面積から算出するのが一般的な方法である。

また、不動産サービス業者や貸主が情報を持っている場合にはこれを活用する。 

人件費、家賃、広告宣伝費等も同様に、一般情報から算出する。ニューヨーク地区に限定した数

字が取れない場合は、全米平均値を活用する方法もあるが、ニューヨーク市に特有な高コストを

織り込む必要がある。 

図表 12 米国小売業界の主要団体 

全米小売業

US Census Bureau/Retail Trade www.census.gov/econ/retail.html

National Retail Federation www.nrf.com

International Council of Shopping Center www.icsc.org

衣料品、ジュエリー

American Apparel & Footwear Association www.apparelandfootwear.org

Fashion Group International www.fgi.org

National Shoe Retailers Association www.nsra.org

ホーム用品、ガーデン用品

National Home Furnishings Association www.nhfa.org

National Lumber and Building Material Dealers Association www.dealer.org

National Retail Hardware Association www.nrha.org

パーソナルケア

Personal Care Products Council www.ctfa.org

書籍、カレッジ・ストア

American Booksellers Association www.bookweb.org

National Association of College Stores www.nacs.org

ゲーム、玩具

American Specialty Toy Retailing Association www.astratoy.org
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【ベンチマーク企業の公表財務データ】 

株式上場企業はウェブサイトの IR（Investor Relations）ページで過去数年の業績を報告している。

非上場企業であっても、主要な財務データを自社ウェブサイト上で公表するケースがあるので、

これを閲覧して財務計画作成に活用することができる。ただし商品のマージン率やコスト構造、

勘定項目の計上方法等、日米の事業間の違いがあるので、あくまでも参考資料として数値を分析

する。例えば粗利益（gross margin）の前に商品原価や商品関連経費に加えて家賃を計上するケ

ースがある。詳細は会計士に相談するのが望ましい。 

各社のウェブサイトや公開情報により、過去 3－5 年の財務データを確認する。特に売上高、売

上高成長率、粗利益率、1 店舗当たり平均売上高、1 スクエアフィート当たり平均売上高、販売

管理費率、期末在庫高等を確認する。 

【店舗視察による来店客動向調査】 

出店を計画するエリアの中で、① ベンチマーク企業の最寄店舗、②候補物件の近くの同業種店

舗を選び、視察する。 

 視察項目（例）： 
o 入店客数 
o 客層 
o レジ回転（レジ台数、待ち列の長さ） 
o 販売員数 
o 購入率（入店客数と買い物袋を持って出る客数の比率） 
o 購入商品、中心価格帯（レジの近くで買い物内容を確認） 
o セールの展開状況 

 来店客動向調査の結果を自社の事業計画と照らし合わせ、客数、購入率、平均購入金額

の視点から現在の財務計画の適正度を確認する。 

【調査会社データの購入】 

調査機関からデータを購入する方法もある。オンラインで数百ドルで購入できるものから、数千

ドルの包括的な市場調査まである。財務データのみを購入するだけでなく、後述の市場調査の一

部として発注方法もある。 
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2.2  市場調査 

市場調査は出店プロセスの中でも重要なステップである。特に「市場ニーズとの調整」、「出店

候補地の選定」の段階では、調査結果が重要な判断材料となる。しかし海外出店となると、市場

調査が十分に実施されないケースもある。多くは「海外出張をし、市場調査を実施する機会を作

ることが困難」、「市場調査費用への懸念」、「日本での経験や営業データがある程度応用でき

るのではないか」、「現地で信頼に足りる調査会社を見つけることが難しい」等の理由による。

また「あまり緻密な市場調査をしても費用対効果が尐ないのではないか」という判断に至るケー

スもある。 

しかし、海外市場という日本市場とは大きく異なる市場で、「自社事業やブランドはどのように

見られるのか」、「ターゲットとなる中心顧客は誰か」、「どんな商品がよく売れ、利益を生み

出すのか」、「どこに出店すれば収益を最大にできるのか」を事前に予測し、事業計画を立案す

ることは、出店準備だけでなく、営業開始後も戦略的経営のベースとして活用できる。また、市

場調査はポイントを押さえれば、多額な投資を行わなくとも必要に応じた情報を得ることもでき

る。 

市場調査は、自社社員のみで調査するケース、自社で行うが現地情報に詳しい専門家をコンサル

タントとして調査を実施するケース、調査専門機関に委託するケースがある。いずれの場合にも

重要なのは、「出店企業が主体的に取り組むこと」、「調査によって知りたい項目内容を明確に

すること」、そして「出店企業の経営者や責任者自身が実際に自分の足で出店候補エリアを歩き、

店舗を視察すること」だ。限られた予算・日程でも、必要な情報が明確であれば、意思決定に役

立つ調査を実施することができるだろう。 

以下 2.2.1 から 2.2.5 は、1 週間程度の日程で、自社社員が現地で調査を実施することを想定し、

基本的な項目を紹介している。 

 

2.2.1  競合分析： ポジショニング・マップ 

ポジショニング・マップとは、米国市場における競合企業・ブランドと自社との相対的な位置関

係から、顧客がどのように自社を認識するかを分析する手法だ。広く使われるのは、2 軸のマト

リックスを作成し、どのセグメント（顧客のニーズやウォンツ）をターゲットすればよいのかを

分析する。 

(1) 分析目的 

 自社ブランド・商品は米国でどのように認識されるだろうか 
 自社ブランド・商品は米国市場のどのセグメントに位置するか 
 直接競合するブランド・商品はあるか 
 強み・弱みは何か 
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 顧客として、どのセグメントをターゲットにすればよいか 
 マップ上の自社のポジションはベストな選択かどうか 

(2) 調査分析 

 ベンチマーク企業を選定する。有名な大企業だけでなく、米国の業界紙・雑誌、インタ

ーネット情報を利用して、ベンチマーク企業を広範囲に検索する。その中から、業種業

態・規模・商品やサービス内容が近い企業を選定する。 
 分析軸を設定する。ターゲット顧客が重視するであろう要素を適用する。 
 自社の現状のポジションで直接競合する企業があるか、ニッチ戦略・チャレンジャー戦

略・フォロワー戦略・リーダー戦略のどの戦略が企業成長に有効か、などを分析し、事

業計画・財務計画に反映させる。 

 

図表 13 米国小売業界でのポジショニング・マップ分析軸の例 

 

出所： ジェトロ作成 

 

 

 

 

 

 

high price 高価格 low price 低価格

high quality 高品質 low quality 低品質

innovative 革新的 known 知られている

modern モダン classic クラシック

technology 技術 nature 自然

limited choice 限定的な選択肢 wide choice 広範囲な選択肢

comfortable environment 快適な環境 fast-delivery environment 迅速な環境

functional 機能的 emotional 感情的

simple シンプル complex 複雑

light 軽量 heavy 重量

young 若い old 歳をとった

extreme 過激 traditional 伝統的

global グローバル local ローカル

personal 個人 public 公
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2.2.2  SWOT分析 

SWOT 分析とは社内と外部の環境を評価する手段だ。社内環境は Strength（強み）、Weakness
（弱み）、外部環境は Opportunities（機会）、Threats（脅威）となる。 

(1) 分析目的 

 自社の経営資産を検証し、強み・弱みを認識することにより、より効果的・具体的な経

営戦略や事業計画を立案する。 
 自社の経営に影響を及ぼすであろう外部環境分析し、機会の活用、リスクへの対応を図

る。 

(2) 調査分析 

 ポジショニング・マップや他の競合調査からの情報を参照しながら、内部環境の強み・

弱み、外部環境の機会・脅威を SWOT チャートに記入する。 
 なるべく多角的な視点から内部・外部環境を分析するために、分析チームには社内の異

なった機能・部門からメンバーを募る。外部環境については米国小売業界識者の情報も

参照する。 

出所： ジェトロ作成 
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2.2.3  ターゲット顧客分析 

ベンチマーク企業の中心顧客と日本での中心顧客を比較しながら、米国での顧客を分析し、顧客

プロフィールを作成する。 

 

(1) ベンチマーク企業の顧客調査 

【一般情報】 

業界紙・雑誌やインターネット・サーチにより、ベンチマーク企業の顧客のプロフィールを調べ

る。米国では同一企業内でもブランド毎に顧客ターゲットを細かく分別しているので、最も近い

ブランドを選ぶ。 

図表 15 事例：アパレル（ベーシック・カジュアル）分野のベンチマーク企業のターゲット顧

客 

 

出所： 各企業のウェブサイト情報をベースにジェトロ作成 

 

ベンチマーク企業 ブランド名 ターゲット顧客

Gap, Inc. Gap 18歳から35歳の男女

クリーンでクラシックなアメリカン・スタイルを

好み、自分のスタイルを表現したい顧客

Banana Republic 25歳から35歳の男女

モダンで上質なデザイン、良質な素材感を好む

手頃な価格で贅沢さを手に入れたい

Old Navy 0歳児から大人まで家族全員

トレンドを反映させたベーシックアイテムを好む

家族で低価格なショッピングを楽しむ

Abercrombie & Fitch Co. Abercrombie & Fitch 25歳から34歳の男女

エッジィな感覚を持ち、「ネオ・プレッピー」ス

タイルを好む

Hollister 14歳から18歳のティーンエイジャー

南カリフォルニア・スタイルを好み、低価格志向

American Eagle Outfitters, American Eagle Outfitters 14歳から25歳の男女

Inc. 「レトロ、ヴィンテージ」な感覚を好み、低価格

志向

aerie 15歳から21歳の女性

American Eagleと同じスタイルの下着とフィットネス

ウェアを大学寮や自宅で着る

Aeropostale, Inc. Aeropostale 14歳から17歳のティーンエイジャー

アクティブでベーシックなファッションを好み、

商品にバリュー（低価格）を求める
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【店舗視察】 

ベンチマーク企業を視察し、以下を調査する。来街者調査、店舗視察は、できるだけ平日／週末、

日中／帰宅時刻の計 4 回実行し、曜日や時間帯別のトレンドを分析できるようにすると、開店後

の売上予測、在庫手配、販売員スケジュール等に即活用できる。 

 視察項目（例）： 
o 年齢・性別・家族構成（ファミリーか独身か、学生か社会人か） 
o 推定世帯年収 
o ライフスタイル 
o 地元客か観光客か 
o （ファッション領域の店舗の場合）ファッション・スタイル 
o 購買内容 

 

(2) 面接調査 

ある程度顧客を想定できている場合、フォーカス・グループへのインタビュー調査やグループ・

ディスカッション調査を行うことは非常に参考になる。ただし調査対象者（サンプル）の選定や

調査分析には専門的知識と人的ネットワークが必要なので、専門家に依頼し、正確な情報を得る

ことが有効だ。 

 調査項目（例）： 
o 顧客のニーズ 
o 顧客の希望／ぜひとも欲しいもの 
o 顧客の不安／心配事 
o 自社商品をどのように評価するか 
o 顧客が好むブランド（競合ブランド）についての評価 

 

2.2.4  出店候補地・物件選定のための調査 

リース物件を絞り込み最終的な選定をするために、「営業上のポテンシャリティ」を検証する。 

 

(1) 不動産業者からの情報活用 

 不動産サービス業者や店舗貸主が以下のような情報を提供する場合があるので、候補物

件の情報を比較検討する。  
o 商圏範囲 
o 公共交通機関の最寄り駅の乗降客数 
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o 近隣目抜き通りや店前通行量 
o 地元客のプロフィール 

 ただし、これらを自分の目と足で確かめる作業は重要である。特に近隣の小売店情報等

は自社で調査・分析することが望ましい。 

 

(2) 来街者調査 

 候補物件が立地する地区を観察する。ニューヨーク市内は 1 ブロック5離れるだけで客層

や人の流れが大きく変わるので、物件が所在するブロック、尐し離れたブロックを比較

観察する。 
 調査項目（例）： 

o 客数： 店前通行量、通行人の歩く方向 
o 客層： 年齢、人種、推定所得階級 
o 交通の利便性： 最寄の地下鉄駅およびバス停留所までの距離、路上を含む駐車

場 
（注）駐車場について： 慢性的な交通渋滞と駐車スペースの確保の難しさによ

り、マンハッタン内に自動車で買い物に来る客は尐ないが、業者や従業員の業務

用に駐車場の必要があるため調査する。 
o 治安： 夜間の客層の変化、近隣店舗・オフィスのセキュリティ状況（シャッタ

ーの様子や防犯カメラ等） 
o 商店街の構成： 業種・業態、競合の有無、周囲に大勢を集客するオフィスビル、

大型店舗や観光資源等の有無 

 

2.2.5  マーチャンダイジング適正化のための調査 

日米の相違を知り、自社の商品計画を米国市場において適切・魅力的な構成にする。ベンチマー

ク企業のマーチャンダイジング分析を行い、自社と競合しそうな部分、差別化できる部分を判別

し、差別化部分に商機があるかを確認する。主観的になることを避けるために専門家の意見、現

地米国人の意見も参考にしたい。 

 

(1) 店舗視察によるマーチャンダイジング調査 

 前述の来店客動向調査同様、出店を計画するエリアの中で、①ベンチマーク企業の最寄

店舗、②候補物件の近くの同業種店舗を選び、視察する。 
 調査項目（例）： 

                                                             
5 ニューヨークでは通りと通りに囲まれたエリアをブロックと呼ぶ。1 ブロックは徒歩 2－3 分圏。 
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o ヴィジュアル分析： ウィンドーやマネキンの立つフォーカル・ポイント、中央什

器 
o 商品アソートメント分析： アイテム展開、SKU 数、色柄の傾向、ベストセラー 
o 店内サイン、ＰＯＰ 

 

(2) ベンチマーク企業のウェブサイト調査 

 企業ウェブサイト、ブログで商品展開状況、プロモーション等を確認する。 
 フェイスブック、ツィッター等のソーシャル・メディアにページがあれば、そこでのフ

ァン（顧客）のコメントを参照し、どのような商品やプロモーションに顧客が関心を寄

せているかを分析する。 

 

(3) ベンチマーク企業および同業種のインターネット通販サイト調査 

 通販サイトを訪れ、商品展開状況、価格、売れ筋、セールの頻度や対象商品を分析する。 
 米国では送料無料サービスや条件が緩やかで簡単な返品が広く普及しているので、これ

らのカスタマー・サービスも研究する。 
 また e ギフトカード（インターネット上で購入し、相手に e メールで送付する電子商品

券）、電子クーポンも一般的なので内容を確認する。 
 特に参考にしたい企業のサイトについては、e メールアドレスをサインアップすると e

ニュースレターの配信を受けることができ、セールの頻度や内容、イベント等をオンタ

イムに確認することができる。 
 

2.2.6  市場調査を外部委託する場合 

前述のポイントを抑えながら、調査専門企業と調査設計する。調査を委託する場合、以下に留意

する。 

 調査目的と分析結果を具体的に明示する。「何をどこまで具体的に知りたいのか」が明

確でないために、せっかく調査しても分析結果を実際の事業計画に有効活用できないケ

ースがある。 
 外部委託調査はケース・バイ・ケースだが、まとまった金額のコストが発生する。しか

し社内で実施する調査にはない専門的、洞察的な情報を得ることが可能だ。もし外部に

調査を委託したいが予算が限られている場合は、事業計画および出店準備上、必要な部

分のみに絞り込んで調査を発注することも検討したい。 
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2.2.7  市場調査実施上の注意事項 

市場調査を自社で実施する場合、以下の点に注意し、安全かつ効果的に実施したい。 

 客観的な観察・分析： 調査分析の結果不利な条件が見つかった場合、それを見過ごさ

ず、課題解決を行う。 
 事前の市場調査計画準備： 一般に海外出張での市場調査は非常に短い時間での作業と

なる。日本での事業経験を活かしながら、効率よく最も重要な部分に集中した調査を行

うために、事前に、必要最低限な情報は何かを検討し、調査計画を準備する。 
 写真撮影： 米国の商業施設は、基本的には店内写真撮影禁止であり、管理の厳しい企

業ではカメラの画像をその場で消去するよう命じられたり、セキュリティガードに別室

に誘導されて質問される場合もある。また、路上で通行客調査の際に写真撮影をする場

合もあるが、被写体に許可なく撮影し、顔や個人を特定する部分が画像に入ると、肖像

権やプライバシー侵害で訴訟を含めた大きなトラブルとなる可能性もあるので、注意が

必要だ。特に子供の撮影は、犯罪につながると認識されやすいので、必ず保護者の許可

を得て撮影することが必要である。 
 店内での調査： 調査時には、明らかに調査中という雰囲気を作らないことが重要であ

る。そのためには一度調査対象地区、店舗の下見をし、来店客に溶け込むような服装を

心がけ、大きな手荷物は避ける。調査員同士での会話にも注意する。 
万引き等と間違えられないように行動する。メモを取る場合は店内で書くより、店舗外

に出て行うことが好ましい。 

 

2.3  会社設立と営業準備 

出店が確実になった段階から、現地法人設立の手続きを始める。法人設立には事務所の住所が必

要となるため、店舗物件の最終決定とリース契約の交渉を同時並行で進める必要がある。 

また、小売店舗事業を開始するためには、米国連邦政府、ニューヨーク州・郡・市が要求する申

請や登録を行い、開業・営業に関わる法規制を知る必要がある。 

 

2.3.1  会社設立  

 

日本からニューヨークに小売ビジネスを展開しようとする場合、その形態は、ニューヨークのみ

において小さな店舗を設ける場合、ニューヨークを始めとする全米数箇所にいくつかの店舗を展

開する場合、さらには米国全土や世界も見据え、フランチャイズなどにより大規模な展開を見据

える場合など、様々である。しかし、いずれの場合においても、全米そして世界のビジネスの中
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心といわれるニューヨークにビジネスの拠点を構える意味は大きいと考えられることが多い。ま

た、日本で小売ビジネスを展開している場合でも、ニューヨークにおける会社設立や運営につい

て、日本と同じだと思い込んで失敗することがないように、基本的知識を持っておくことが、ビ

ジネスを成功させる上で重要である。 

 

(1) 商号の選定 

日本で既に小売ビジネスを行っている企業の場合、ニューヨークにおいても、同じ名称でビジネ

スを始めることを希望することが多いと思われる（もちろん、米国や英語での語感やニュアンス

等が理由で、別の名称を用いることを検討する場合もあるだろうが）。特に、小売ビジネスは消

費者向けのビジネスであり、企業ブランドの構築やイメージの管理は重要課題であるため、商号

の選定は重要な第一歩である。 

この点、ニューヨーク州においては、既に他の企業によって使用されている企業名と識別可能で

はない名称を使用することはできない。例えば、既に「ABC Inc.」が存在する場合、「ABC LLC」
は使用できないが、「ABC New York LLC」であれば識別可能として使用が認められる可能性が

ある。 

したがって、まずは希望の名称を使用することできるかについて確認する必要がある。この確認

はニューヨーク州務長官（New York Secretary of State）に対して行うが、具体的にはウェブサイ

ト6における検索や第三者である調査会社を通じて行うことができる。 

商号が使用可能である場合は、他者に先に登録されないように、希望の商号について、州務長官

に申請をして 60 日間その商号を予約することができる。この商号予約は、期限前の申請により、

60 日間ずつ 2 回の延長が可能である。 

なお、商号には、Corporation（株式会社。後述）または Limited Liability Company（有限責任会

社。後述）であることが認識できる言葉が含まれている必要がある。例えば、そのリテールビジ

ネスが Corporation であれば Corporation、Incorporated、またはその略記（Corp.、Inc.等）、また

Limited Liability Company であれば Limited Liability Company またはその略記（LLC.等）が含まれ

ていなければならない。 

また、“Doing Business As（DBA、dba、d/b/a 等とも略される）”、すなわち、法律上の登録名

称とは異なる屋号を利用することも可能である（州への登録を要する）。 

 

(2) ２つの法主体～Corporation と LLC 

                                                             
6 http://www.dos.ny.gov/corps/faq_availability.page.asp 
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ニューヨークで小売事業をスタートする場合に使用可能なビジネス形態としては、日本法人の支

店※、Solo Proprietorship（個人営業）、Partnership（組合）、Corporation（株式会社）、Limited Liability 
Company（有限責任会社）等が考えられるが、ここでは、ニューヨークにおける小売ビジネスに

使用される最も一般的な二つの企業形態として、Corporation と Limited Liability Company を中心

に以下概要を説明する。この両形態は、いずれも後述するとおり、法人が個人とは別個の法主体

となり、ビジネスから生ずる責任は原則として法人が負い、出資者は出資の限度でのみ責任を負

うという「有限責任」制がとられている点が、大きなメリットであるといえる。  

※ ニューヨークに日本法人の支店を設置する場合、あくまでもそのビジネスを行う

法主体は、日本法人ということになる。したがって、例えば商品を買った消費者

が損害賠償請求する場合、日本法人を相手として訴訟を提起することになる。こ

れは、米国での訴訟対応の負担や巨額賠償のリスクを日本法人に負わせることに

なる等のデメリットがあることを意味している。 

 

図表 16 会社形態の比較（概要） 

 

出所： Moses  & Singer LLC 作成 

 

【Corporation（株式会社）】 

Corporation は、日本の株式会社に相当する形態である。出資者として会社の実質的所有者であ

る株主（Shareholder）は、出資額の限度でのみ責任を負い、Corporation 自体が、株主とは別個の

法主体として、Corporation の名義で財産を取得・保有し、譲渡し、契約を締結し、訴訟を行う。

Sole Proprietorship

個人事業

Partnership

共同事業体

C Corporation

株式会社

S Corporation

ｴｽ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

Limited Liability 

Company

有限責任会社

事業登録 不要 不要 必要 必要

Form 2553とCT-6

必要

構成員の責任の限度 無限 ジェネラルパートナー

は無限責任

有限 有限 有限

オーナーシップ要件 規制なし ２人以上の構成員：無

限責任のジェネラル・

パートナーと、有限責

任のリミテッド・パー

トナー

規制なし

（日本の親会社可）

株主が非居住の外国人

ではなく、その数が１

００名を超えない。発

行可能な株式は１種類

のみ

メンバー

（数の規制なし）

マネージメント 個人オーナー パートナー 取締役：株主による選

任

執行役員：取締役によ

る選任

取締役：株主による選

任

執行役員：取締役によ

る選任

メンバーManager

課税 ビジネスレベルでの課

税はなし

ビジネスレベルでの課

税はなし

パススルー

二重課税 パススルー C Corpとして二重課税

またはパススルーの選

択
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Corporation の経営は、所有者である株主ではなく、取締役（Director）と執行役員（Officer）が

行う。 

【Limited Liability Company（有限責任会社）】 

Limited Liability Company（LLC）は、現在、ニューヨークにおいて最も一般的な企業形態となっ

ている。出資者として会社の実質的所有者である社員（Member）は、Corporation と同じく、有

限責任によって保護され、LLC が社員とは別個の法主体となる。LLC の経営は、社員全員が締

結する「Operating Agreement」と呼ばれる運営契約の定めによって行われる。 

 

(3) Corporation と LLC のいずれがよいか。 

ニューヨークでビジネスを始めようとする日本のクライアントがしばしばぶつかる問いが

「Corporation と LLC のいずれを選択するべきか」というものである。 

小売ビジネスを始める企業にとって見ると、この２つの形態にはいずれも相応のメリットがある

ため、絶対にどちらかを選ぶ方が有利だというような答えがあるわけではなく、個別の事情に応

じて様々な要素を考慮した上で、より適切と思われる方を選択する、というのが通常の対応とな

るが、ここでは、いくつかの主たる考慮要素について述べておく。なお、一般的には、税務上そ

の他特にどちらかとする必要があるという場合を除くと、日本で慣れ親しんだ株式会社に近い

Corporation を選択する方が、当事者にとって便利であるケースが多いのではないかと思われる。 

【税務上の取扱い】 

一般的にいえば、Corporation と LLC には、税務上の取扱いについて大きな差異が生じうる。 

すなわち、Corporation は Corporation 自体が課税の対象となる（つまり、Corporation 自体が課税

された上で、株主も Corporation から受領する配当等に対して課税されるという「二重課税」と

なる。）のに対し※、LLC の場合、Corporation と同様の扱いを受けることを明示的に選択しな

い限り、LLC 自体は課税対象とならず、社員のみが課税されることになる（パススルー課税）。 

※ なお、Corporation の中には、パススルー課税を受ける「S-Corporation」（または

「S-Corp」）と呼ばれる形態がある（この形態を選択しない Corporation は、

「C-Corporation」（または C-Corp）と呼ばれる）。ただし、S-Corporation の株主

は、米国市民や永住権者である個人や一定の財団・信託のみに限られ、また、株

主数が 100 名を超える場合は S-Corporationを選択できないなどの要件があるため、

日本法人を親会社とする場合や米国市民権・永住権を持たない者が株主になろう

とする場合には、S-Corporation を選択することはできないと考えられる。 
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LLC を選択して Corporation の二重課税を避け、パススルー課税を受けることが、実際にどのよ

うな税務上のメリットがあるか等については、必ず個別具体的な課税関係に基づいて税務（特に

国際税務）の専門家に相談しながら、判断すべきである（例えば、日本における税法上の取扱い

として、米国の LLC やパートナーシップによるパススルー課税によって日本の親会社において

損益通算のメリットを享受できるかについては、近時日本で下級審の裁判例の結論が分かれるな

どしているところである）。 

【日本の株式会社との類似性】 

日本からニューヨークに小売ビジネスを展開しようとする場合、日本で既に株式会社によるビジ

ネスを行っている場合が尐なくない。このような場合、後述するとおり、日本の会社法上の株式

会社とは異なる点もあるとはいえ、基本的には、類似点も尐なからず存在している Corporation
形態を選択する方が、ニューヨークで実際に会社の運営に当たる立場の人間として分かりやすい、

と思われる。 

この点、日本においても、「日本版 LLC」と言われる合同会社が 2006 年に施行された会社法に

よって新設されたが、株式会社に比べるとその数は圧倒的に尐ない（なお、合同会社については

パススルー課税が認められていない）。 

【その他の考慮要素】 

上記のほかにも、例えば、今後ビジネスを大きく展開していく可能性があるか（ある場合には、

大規模な企業においてより一般的であり、資金調達等も容易となり得る Corporation の形式にし

ておく方が望ましいことがある）、主要顧客層においていずれの名称がより印象がよいか

（Corporation の方が LLC より大きな企業であるとの印象を与える場合もある）、設立に要する

諸費用（LLC の場合、新聞上への公告費用がかかるなどの差がある）等、あらゆる要素を考慮

することになる。 

 

(4) Corporation と LLC の経営 

ニューヨークで小売ビジネスを始めるにあたっては、Corporation、LLC のいずれを選択する場合

でも、会社経営について法制度上要求されている事項について十分把握しておくことが重要であ

る。特に、例えば経営陣に課される義務や責任、日本の親会社について何らかの責任が及ぶ可能

性のある状況などについては、把握しておく必要性が大きい。 

※ なお、従業員を雇用するに際し、労務上の問題点についても経営上のリスクとして把

握しておく必要があるが、これについては「2.7 労務管理」にて詳しく解説している。 

【 Corporation】 

取締役会による経営・監督 
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Corporation の実質的所有者である株主は、一部の重大事項を除いては自ら経営を行うことはな

く、基本的には、取締役会（Board of Directors）が Corporation の経営を行うことになる。具体的

には、執行役員（Officer。President、Vice-President、Secretary、Treasurer、CEO、CFO 等が Officer
である。）を選任して業務執行に当たらせたり、ポリシー（Policy）を定めた上で具体的な業務

執行を従業員に委ねたりしながら、会社を運営することになる。 

なお、日本の株式会社と大きく異なるのは、米国の Corporation には監査役・監査役会が存在し

ない点である。すなわち、Corporation においては、取締役会が、執行役員等による経営の適正

を監督する機能も担っていることになる。 

※ 株主間協定（Shareholder Agreement） 

Corporation の株主が複数となる場合には、株主間協定を締結して、法律や基本定款・

付属定款の規定によって株主が決定すべき事項について、あらかじめ取り決めておく

ことが可能である。例えば、取締役会の構成、株主総会、株式譲渡の制限、株主間の

意見不一致の場合、競業禁止などの事項について取り決めることができる。 

 

取締役の善管注意義務・忠実義務と経営判断の原則 

Corporation の取締役は、取締役会の構成員として、会社および株主に対する受託者（Fiduciary）
として、誠実かつ誠意をもって、会社にとって最善の利益であると合理的に信ずる態様で行動す

る義務を負う。取締役が負う義務として、次の２つが挙げられる。 

①善管注意義務（Duty of Care）：その任務を、誠実に、かつ、通常の思慮分別を有する

人間であれば同様の状況において発揮するであろうと考えられる程度の注意をもって、

履行する義務 

②忠実義務（Duty of Loyalty）：会社の利益と取締役個人の利益が合致しない場合に、誠

実に、かつ良心に従い、公正かつモラルを持って、正直に行動する義務 

取締役は、取締役会の一員として経営を行う際には、最善の経営判断を行うことが求められてい

る。ただし、取締役が誠実かつ合理的に、そして、十分な情報に基づいて経営判断をした限り、

その判断の適否は問題にされない（経営判断の原則。Business Judgment Rule）。具体的には、取

締役は、会社の執行役員、従業員、顧問弁護士、公認会計士等が作成・提出した意見、報告書、

財務諸表等の情報を、誠実かつ合理的にであれば信頼することができることになる。つまり、取

締役としては、特に会社に損害が発生する可能性のある重大な局面等においては、上記のような

十分な情報に基づいて、その経営判断を行う必要がある（これを怠ると、注意義務違反として、

取締役個人として責任を問われる可能性がある点に注意しなければならない）。 

なお、執行役員も取締役と同じ上記の義務を負う。 
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法人格否認の法理（“Piercing the Corporate Veil”）   

前述のとおり、Corporation においては、原則として、出資者である株主の責任は出資の限度に

限定されている（有限責任）。しかしながら、企業の各種形式要件（例：株主総会や取締役会の

開催、議事録作成など）が遵守されない場合や、株主が当該 Corporation を利用して債務を回避

したり、詐欺や犯罪を行ったりするために設立・利用したような場合には、株主有限責任原則は

適用されない可能性がある。この場合、Corporation の法人としての形式は裁判所によって無視

され、株主が会社の債務について個人として責任を負うこととなる。これが、「Piercing the 
Corporate Veil（法人格否認）」の法理と呼ばれるものである。 

日本からニューヨークに小売ビジネスを展開する場合、ニューヨークに Corporation を設立する

ことによって、有限責任の原則により、仮に米国で何らかの紛争が生じても、米国現地法人

（Corporation）のみが責任を負い、株主である日本の親会社は責任を負わないことを通常は想定

していると考えられる。しかしながら、例えば、ニューヨークの Corporation において取締役会

等がまったく開催されておらず、議事録等も作成していないなどの事情があると、ニューヨーク

の Corporation の法人格が否認され、日本の親会社に対する請求がなされるリスクが高まる可能

性がある。 

法人格否認の法理以外で、株主が例外的に会社の債務について個人責任を負う場合としては、①

従業員に対する未払賃金請求について上位 10 位の大株主が個人責任を負う、②会社が売上税を

支払っていない場合に、会社の経営に重大な権限と支配を有する株主が個人責任を負う場合があ

る、といった例が挙げられる。 

 

【LLC】 

Operating Agreement による柔軟な経営 

LLC の経営は、LLC の実質的所有者である社員（Member）全員が締結する「運営契約（Operating 
Agreement）」の定めによって行われる。 

LLC の特徴は、手続・形式上の要求が厳格でなく、会社の所有や運営に関する柔軟性が大きい

という点である。すなわち、LLC の経営は、社員がこれを行うことも可能であるし、Manager（経

営担当者。社員であってもなくてもよい。）が行うことも可能である。この柔軟性は、Corporation
より LLC を選択する場合の最大のメリットとなる場合が多い。LLC の場合も、Corporation の場

合と同じく、社員は出資の限度でのみ会社の債務について個人責任を負う有限責任が原則であり、

その例外は、法人格否認の対象となる場合や、会社が売上税を支払っていない場合の社員個人の

支払義務といった一定の場合のみとなる。 

運営契約には、Manager または社員経営者の役割、任期、義務および責任、社員間の権利関係（利

益配当および損益分配に参加する権利等）、経営体制と議決要件、その他 LLC の運営に関する

必要情報等が定められる。Corporation と比べた場合の LLC の一般的柔軟性故に、経営陣の権利・
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義務関係や経営の手続を運営契約に定めて、社員が望まない限り、様々な厳格な手続に従わずに

これを行うことができる。 

 

経営陣の義務と責任 

LLC の経営陣（Manager や経営担当社員）は、Corporation の場合と同じく一定の受託者としての

義務に服し、全社員の利益のために最善を尽くさなければならない（社員であっても、経営を担

当する以上、注意義務違反等があれば個人として責任を負う）。また、LLC の社員で LLC の存

在や運営に係る法形式・手続を無視し続ける者や、義務を回避するため、もしくは詐欺を行うた

めに LLC を利用する者に対しては、有限責任の保護が与えられないことがある。  

LLC も執行役員（Officer）を置くことができる。執行役員を置くことを選択した場合、当該執行

役員の義務は Corporation における執行役員と同等のものとなり、同様の受託者としての信認義

務を負う。 

 

(5) 設立等の諸手続 

【Corporation】 

Corporation は、ニューヨーク州務長官に基本定款（Certificate of Incorporation）を届け出て、申

請手数料を支払うことにより設立する。 

 

図表 17 Corporation の基本定款 

基本定款の記載事項 

①会社名 

②事業目的 

③存続期間（記載がなければ永久ということになる） 

④主たる事務所の所在地 

⑤授権発行株式の数・名称およびその有する権利 

⑥会社を相手として訴訟がなされた場合に送達先となるニューヨーク州における 
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  登録代理人の名前と住所 

⑦会社が記載を望むその他の情報で法律に反しないもの（例：ニューヨーク州法 
  上許される範囲での取締役の責任限定規定） 

 

次に、発起人は付属定款（Bylaws）を作成し、取締役を選任して取締役会を構成する。付属定款

には、会社がどのように運営されるかが定められ、例えば、株主総会、取締役会、執行役員の選

任と責任、会社への補償請求権に関する規定などが規定される。 

【LLC】 

LLC はニューヨーク州務長官に基本定款（Articles of Organization）を届け出て申請費を支払うこ

とにより設立する。 

図表 18 LLC 基本定款 

基本定款の記載事項（Corporation より厳格ではない） 

①会社名 

②主たる事務所の所在地 

③解散日（もし定まっていれば） 

④訴訟がなされた場合に送達先となるニューヨーク州における登録代理人の 
  名前と住所 

⑤会社が記載を望むその他の情報で法律に反しないもの 

 

基本定款の届出後 90 日以内に、社員全員によって運営契約（Operating Agreement）を書面によ

り締結する。  

また、ニューヨーク州の LLC は、設立日から 120 日以内に、主たる事務所が置かれた郡の書記

官（County Clerk）が指定する新聞 2 紙に連続 6 週間にわたり設立公告を掲載しなければならな

い（主たる事業所の所在地をどこに置くかによって、公告掲載費用が異なることとなる）。  

 

【連邦雇用主番号申請（EIN）】 

設立後、Corporation および LLC は、連邦課税当局が企業の識別に用いる番号である連邦雇用主

番号（Employer Identification Number。「EIN」）を取得しなければならない。EIN は、内国歳入
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庁（Internal Revenue Service。「IRS」）に対し、オンライン、電話、ファクスまたは郵便（書式

SS-4 に必要事項を記入して提出）にて行う7。   

また、税制については上述のとおり、Corporation は、C-Corporation か S-Corporation かのいずれ

かの扱いを選択することができ、LLC の場合、Corporation と同様に二重の課税を受ける扱いを

明確に選択しない限り、Partnership（組合）としてのパススルー課税を受けることとなる。いず

れの形態が株主にとって最も有利であるかは、株主数、株主の個人・法人の別、株主の国籍およ

び居住地等の様々な要因によるため、個別の検討が必要である。 

 

【保険】 

ニューヨークにおいて設立された Corporation および LLC は、ニューヨーク州法の定める最低限

を満たす保険に加入しなければならず、また追加的な契約上の義務を負う可能性がある。 

 

図表 19 法人に加入が求められる保険 

種類 対象 法律上強制 

労災補償 

（Workers’ Compensation） 

ニューヨークにおいて設立され、従

業員を有する企業（従業員数にかか

わらず） 

強制 

障害保険 

（Disability Insurance） 

同上 強制 

失業保険 

（Unemployment Insurance） 

新設企業は、ニューヨーク州労働省

失業保険局（Unemployment Insurance 
Division of the New York State 
Department of Labor）に雇用主として

登録8。登録後、同局が失業保険支払

義務があるか否かを判断する。 

支払義務ありと

判断されれば強

制 

自動車保険 ニューヨークにおいて設立され、車

両を有する企業 

強制 

Corporation・LLC を受取人とす

る生命保険 
一定の株主・社員や取締役、管理職、

執行役員について、特にそのビジネ

スが彼らの有する独自の技能に依存

する場合 

強制でない 

                                                             
7 http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=102767,00.html 
8 https://applications.labor.ny.gov/eRegWeb/eRegInitialPart1.html なお、郵送・FAX での登録も可能。 

https://applications.labor.ny.gov/eRegWeb/eRegInitialPart1.html
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【許認可】   

小売ビジネスの種類によっては、監督当局から何らかの許認可を取得する必要が生ずる場合があ

る。ある特定の事業が許認可を必要とするか否かについては、以下の許認可担当部署に直接問い

合わせることができる。  

図表 20 ニューヨーク州および市許認可担当部署 

ニューヨーク州 ニューヨーク市 
New York State Department of State, 
Division of Licensing Services 
270 Broadway 
New York, NY 10007 
(212) 417-5747 
http://www.dos.state.ny.us/licensing/ 

New York City Department of Consumer Affairs, Division 
of Licenses 
42 Broadway 
New York, NY 10004 
(212) 487-4051  
http://www.nyc.gov/html/dca/html/business/business.shtml 

 

(6)  ニューヨーク市による起業に関する情報サービス 

世界有数のショッピング街だけあって、ニューヨーク市内で小売業者が開業・営業するためには、

多岐にわたって法規制が関係する。このためニューヨーク市は、同市公式ウェブサイト上に「ビ

ジネス・エクスプレス」ページを設け、誰でも簡単かつ体系的に情報を入手できるようサービス

を行っている。事業開業や営業に必要な申請や法規制だけでなく、市内で特定の事業を行う際の

インセンティブ・プランや、不動産税の情報等も検索できる。またオンラインでライセンス、許

可、証明書を申請したり、違反ペナルティの支払いをすることもできる。 

 www.nyc.gov/portal/site/businessexpress/ 

開業・営業に必要な申請や法規制については、「ビジネス・エクスプレス」ページ上で、いずれ

かの方法で入手できる。 

 EasySTART： 一般的な業種カテゴリー別に必要最低限の条件がリストアップさ

れている。体系を理解しやすい。 
 REQUIREMENT WIZARD： 必要条件について詳細に情報を知る方法。会社形態、

業種業態、規模や事業内容・販売商品や提供サービス内容、店舗ロケーション、

従業員構成等、様々な項目を選択肢に沿って入力すると、必要な申請や法規制が

リスト化される。 

ただし同ウェブサイト上に免責事項として明記されているように、あくまでもガイドラインであ

り、全ての必要な情報がリアルタイムにカバーされているとは限らないので、特に法律に関する

部分では専門家に確認することが望ましい。 

http://www.nyc.gov/portal/site/businessexpress/
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2.3.2  会計 

 

会計業務は会社が立ち上がると同時に始まるが、会社形態や事業形態と関わるため、法人組織化

の前から会計士と相談し、将来の事業計画を見越したシステムを構築することが好ましい。 

 

(1) 会計事務所の選定 

会計事務所は大きく分けて、大企業を対象とし、全世界規模でサービスを提供する「インターナ

ショナル・ファーム」、前者よりは規模は小さいが全米や海外にも提携事務所を持つ「中堅事務

所」、ローカルなサービスを提供する「個人事務所」がある。 

また、重要な会計にかかわる相談をするので、コミュニケーションのとりやすさという面で、日

系企業向けには日本人スタッフを配置する事務所も多い。候補となる複数の会計事務所と打ち合

わせをし、見積もりを入手する。信頼性も重要なので、クライアント・リスト、知人からの紹介、

評判を調べ、提供されるサービス内容、費用見積もりを総合的に判断して決定する。 

 

 (2) 社内会計業務 

大規模企業であれば社内に会計部門を設け、会計専任者を配置するだろうが、中小規模の企業で

あれば、会計や総務等、1 人のスタッフが複数の業務を行い、オフィスサプライ店で購入できる

ような低価格の簡易会計ソフトで管理する場合もある。いずれの場合にも、会計士と相談しなが

ら、事業計画、予算に応じて決定する。 

 

(3) 米国税務会計 

米国で会社を運営し小売販売業を営むに当たっては、税務会計の基本な情報や手続きを知ってお

くことが望ましい。詳しくは「ニューヨーク州における会社設立時の税務会計マニュアル」（ジ

ェトロ・ニューヨーク発行、2012 年 4 月）を参照されたい。 

    http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/reports/07000982 

 

2.3.3  銀行口座開設と資金調達 

米国では現地で法人向け銀行口座開設にあたって、会社のオーナーシップの所在（国内か海外か）

およびクレジット・ヒストリーを重視する。クレジット・ヒストリーは一般的には過去 2 年間の

http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/reports/07000982
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記録をチェックされる。日系企業の場合はクレジット・ヒストリーがないので、会社概要の資料

を用意しておくことが望ましい。 

リース契約の際、物件がプライム・ロケーションにある場合は敷金を要求されることが多い。最

近では貸主がテナントから現金を預かり、銀行口座管理する手間とコストを避けるため、スタン

ドバイ LC（standby letter of credit）9と呼ばれる信用状を要求するケースもある。この場合、テナ

ントは現地銀行に現金預金を担保とし、スタンドバイ LC を発行してもらう。 

小売販売業にとっては必須であるクレジット・カードやデビット・カード、マーチャント・サー

ビスにも、経済危機以降、与信審査が厳しくなっているので注意を要する。 

現地銀行からの融資については、上記の理由により極めて難しいのが現状である。一般的には日

本で資金を準備するケースが多いようだ。日本にはない制度として、ファクタリングによる資金

調達もあるが、これは在庫や売掛金を担保とするため、出店用資金調達としては利用は難しい。 

 

2.3.4  就労ビザ取得 

日本企業に勤務しながら、会社設立や市場調査、店舗物件調査、その他事業開始に向けた準備の

ために渡米する場合は、ビザウェーバーまたは B-1 ビザでの入国・滞在が可能だ。しかし米国で

会社設立後、設立した会社のために働くことはできない。 

設立した米国法人の社員については、日本の社員や日本で雇用された人材が駐在員として派遣さ

れる場合と、米国現地で雇用された人材が着任する場合とがある。前者の場合は就労ビザが必要

となる。一般的には、E ビザ、L-1 ビザ、H-1B ビザのいずれかを取得する。 

 E ビザ：通商航海条約に基づくビザで米国国務省が管轄。日米間で相当量の貿易を行 
っている日本企業や個人に発行される E-1（貿易駐在員）ビザと、米国で相当 
額の投資を行っている E-2（投資駐在員）ビザがある。 

 L-1 ビザ：短期間米国にある親企業、子企業、関連企業、または支店・出張所 
に派遣される従業員に発給される。駐在員用ビザとして利用されることが多い。 

 H-1B ビザ：日本の親会社または関連会社での勤務経験が必要条件。大学卒業直後の新 
入社員や他社から移籍したばかりの従業員を米国に派遣する場 
合に利用できる。 
 

ビザについての詳細は、「駐在員のビザ取得ガイドブック」（ジェトロ・サンフランシスコ事務

所発行、2011 年 10 月）を参照されたい。 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000214/visa.pdf 
                                                             
9 スタンドバイ LC：銀行がテナントに対して発行する信用状で、テナントが定められた期日に定められた金額を貸主

に支払うことを記載。もしテナントが支払わない場合は、銀行がテナントの代わりに支払う。 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000214/visa.pdf
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ビザおよび会社設立準備については「米国進出のためのビザガイド・会社設立準備から事業拡大

まで」（ジェトロ・ニューヨーク事務所発行、2011 年 3 月）を参照されたい。 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000724/report.pdf 

2.3.5  北米市場での商標権の取得 

ニューヨークで小売ビジネスを展開する上で、企業や商品のブランド力は欠かせない要素である。

自他識別機能や信頼性の基本となるブランドを米国で保護していくために、米国の商標法を理解

することが重要となる。 

(1) 米国商標法 

知的財産権の保護制度は各国独立・属地主義であるため、日本の商標権は米国には及ばないこと

に注意しなければならない。商標法によって、一元的・包括的に規定されている日本の商標権と

は異なり、コモン・ロー（判例法）をもとに発展してきたのが米国の商標権である。1946 年の

ランハム法が施行され、連邦商標登録された、国際間および米国の州際間取引に用いられる商標

に保護が及ぶようになり、その権利を米国全土にわたって行使できるようになった。ランハム法

は、商標権侵害、著名商標を希釈させる行為や、虚偽広告などを禁止している。 

米国では、出所を一つとする商品や役務を認識・識別する単語やスローガン、語句、ロゴ、シン

ボル（標章）、デザイン、色、音や匂いまでもが商標として認められている。例えば、商号

（「MCDONALD’S」）、商品名（「BIG MAC」）、スローガン（「I’M LOVIN’ IT」）、シン

ボル（ゴールデンアーチ）、キャラクター（ロナルド・マクドナルド）などが商標である。  

日本の「登録主義（商標の登録が保護の基盤）」とは異なり、米国では、商標権は誰よりも先に

商業使用をすることで権利が発生するという「使用主義」を原則としている。よって、米国では、

商標登録がされていなくても、実際に商業使用を継続していれば、コモン・ロー上商標は保護さ

れることとなる。しかし、米国での連邦商標登録には下記に列挙するメリットが付与されること

から、ニューヨークで小売ビジネスを展開するのに、商標登録は欠かせないブランド戦略と言え

る。 

【商標登録をするメリット】 

a) 商標に対する所有権を一般に通知したとみなされ、米全国で排他的な商標権の有効性が

法律上推定される。 
b) 登録商標の®シンボルを使用できる。 
c) 商標権侵害を連邦裁判所に提起することができる。 
d) 商標権を侵害している品が米国に輸入されるのを防ぐ権利ができる。 
e) 登録後 5 年間継続して使用すると、商標の不可争性（当該登録商標の有効性に対して第

三者が主張できる理由・根拠を制限することができる）が獲得できる。 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000724/report.pdf
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図表 21 米国連邦商標出願・更新の手続き 

米国連邦商標出願

（ USPTA=U.S. Patent and Trademark Applications）

USPTO審査官による
出願商標の審査

1) 実際の「使用」を基礎とした出願

2) 「使用意思」を基礎とした出願

3) 日本での商標登録を基礎とした出願

4) マドリッド協定議定書

拒絶理由通知（オフィスアクション）

オフィスアクションに対する意見書・
補正書の提出

出願放棄 商標公報に公告、登録異議申立期間（公告
後から３０～９０日間）

異議申立期間中に、異議申立を受け
ない、或いは受けたが異議が認めら
れない

商標登録証

（Certificate of Registration）

登録許可通知

（Notice of Allowance）

使用意思を基礎とした場合：

登録許可通知発行から６ヶ月以
内に使用陳述書を提出

この６ヶ月以内に使用証明できない
場合は、期間延長申請

第８条使用証明書の提出

（第１５条宣言書：過去５年間の継続的な使用を
証明することにより不可争性の獲得）

第８条使用証明書の提出

第９条更新出願

登録放棄

登録放棄

更新

使用証明書の提出がされない場合

使用証明書、更新出願がされない場合

出願から４～６ヶ月

登録後の５年目から６年目

登録日から１０年間、その後１０年毎

最終拒絶通知

米国連邦商標登録の出願基礎
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(2) 商標の選択 

米国において商標を保護していく、また自社の商品やサービス名となる商標を選ぶ際に特に気を

つける点が、商標の識別力である。マーケティング上、自社が何を販売しているかを消費者に迅

速かつ正確に伝えることはできても、識別力を本来もたない商品等の一般名称は、もちろん商標

とはできない。また、商品やサービスの性質を直接説明するような記述的商標も、一般名称的商

標同様に識別力は低く、商標として保護していくのはかなり難しい。ただし、記述的商標は、継

続的に使用していく段階で消費者の認知度がともない、後発的に商品の出所についての識別力を

獲得（これをセカンダリー・ミーニングという）することにより、商標として保護を受けること

がある。 
反対に、「XEROX」や「KODAK」など創意に富んだ、あるいは「APPLE」のような恣意的な

商標（特定の意味を有する言葉を、全く関係性のない商品・役務の商標として使用）は、その識

別力の高さから使用後すぐに商標として保護される。これらの言葉は異色であり、造語であるた

め、消費者が混同する可能性が低く、通常、最も独特で強い商標とみなされる。「CITIBANK」

や「PLAYBOY」など、何かを想起させる暗示的商標（商品やサービスに関する何かを想起させ

るが直接それを説明しない言葉）も識別力の高い商標とみなされ、セカンダリー・ミーニングを

証明しなくても商標として保護される。 

 

(3) 商標調査の重要性 

「使用主義」を原則とする米国においては、徹底的な商標調査を通して、米国で使用する商標の

使用状況をあらかじめ確認しておくことが極めて重要なプロセスとなる。日本の商標調査とは異

なり、コモン・ローを基本とする米国では、商標庁データベースから同一あるいは類似するマー

クが連邦登録されていないかどうかを調べるだけでは十分な商標調査とはいえない。そのほかに、

各州で登録されるマーク、トレードネーム、ドメインネーム、また未登録商標までも電話帳やイ

ンターネットのサーチエンジンなどを通して調べていかなければならない。 

商標調査を徹底する目的は、①当該商標に抵触するかもしれない先使用商標の存否と、自己の商

標の登録可能性を調べる、②類似商標を確認し、当該商標の強さと権利範囲を把握する、③当該

商標を使用することによる他者の権利侵害の可能性を調べ、米国での訴訟リスクをできるだけ回

避しておく、ということである。 

※ 商標調査とは別に、ドメイン名の検索や、Facebook、LinkedIn、Twitter、MySpace な
どでブランド名を確保しておくことも重要。 

 

(4) 商標保護と商標の適切な使用  

米国でブランドを確立し営業活動を行っていく上で、連邦商標登録はゴールではなくスタートに

すぎない。自己の商標を適切に管理し、必要に応じて権利行使する態勢を整えていくことこそが
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権利者としての責任である。特にインターネット時代においては、自分のブランド力や商標権を

弱めるよう行為を第三者が行わないかをできるだけモニタリングする（商標ポリシング）するこ

とが重要となる。商標ポリシングは、権利維持するために欠かせない商標管理システムといえよ

う。 

IT 技術の発展とインターネットの社会生活における浸透性により、インターネット上に商標を

利用する経営活動がより活発化しているが、それに伴い、インターネット上の商標権侵害の件数

も増えてきている。厄介なことに、インターネットを通して第三者が他者の商標やブランドを利

用することは簡単であっても、商標権者がネット上の侵害に対応していくことは決して容易なこ

とではない。しかし、不特定多数に向けられたインターネットの周知性という本質から、米国で

は、ネット上にある自己の商標管理の怠りが当該商標の独自性と有効性の喪失につながることが

ある。完璧なモニタリングや侵害対応は求められないものの、適切な方法で商標保護に努める姿

勢がないことは、「自己の商標の価値や信頼性をそれほど重視してはいない」と米国の裁判所か

ら判断される可能性があり、結果として商標侵害者に対してビジネスチャンスを与えていくこと

になりかねない。 

また、使用主義の米国においては、商標を米国内で実際どのように使用するかも権利維持にとっ

ては重要な要素となる。商標登録されたとしても、不適切な商標使用は、所有者の権利を弱め、

価値を希薄化することにつながる。商標所有者が米国で商標を適切に使用していくための基本的

な心構えを以下に列挙する。 

a) 商標を名詞としてではなく形容詞的に使用する。または、一般名称（名詞）を伴う商標

とする（例：KLEENEX ティッシュや Coca-Cola ソーダ）ことで商標の普通名称化を防ぐ。 
b) 商標を名詞として使用するのを避けるためにも、商標を所有格や複数形としない。（例：

Xerox’s high quality）。 
c) 商標を動詞的に使用しない（例：Xerox this document）。 
d) 商標ではない部分や言葉から商標部分を際立たせる（例：文字フォントや色を変て商標

部分を強調する）。 
e) 登録商標には「®」マークを付け、登録されていない商標には「TM」または「SM」マー

クを付ける。 

(5) 米国商標法のチェックポイント（まとめ） 

 日本と米国では、商標権をとりまくルールが違うことを理解する。 
 米国で使用する商標を採択するにあたって、なるべく商品や役務を説明するだけの単

純な商標を選ばないようにする。商標の識別力によって、登録可能性や権利範囲が変

わってくる。 
 商標を入念かつ徹底的に調査することは、米国では極めて重要な商標慣行である。 
 USPTO（米国特許商標局）での連邦商標登録は単なるワンステップ。登録後の適切

な商標保護管理を企業ブランド戦略の一部とする。 
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2.4  店舗リース契約 

店舗物件の選定は、事業戦略面でも財務面でもその将来性を決定するといっても過言ではないだ

ろう。特にニューヨーク市には以下に述べるように、特殊な事情や長いリース契約期間、あらゆ

る面で高いコストというはハードルがある。できるだけ物件に関する情報を集め、慎重に比較検

討されたい。 

 

2.4.1  店舗物件の選定 

 (1) 候補物件の条件の確認 

各候補物件のリース契約条件を詳細に確認する。ニューヨークは古いビルが多く、それぞれのビ

ルに複雑な条件をかかえていることがあり、それらがリース料金とは別に予想外の出費となる場

合が多い。多くの場合、契約終了後工事を開始してから、あるいは工事が終了し営業を開始して

から対応を迫られる。予算外の追加経費となる性質のものなので、できればリース契約前に専門

家によるアドバイスや不動産鑑定等を仰ぐことも視野に入れたい。 

 

(2) ニューヨークでの建設事情 

ニューヨーク市は全米でも歴史が長いため、18 世紀、19 世紀に建設されたビルが未だに現役で

使用されている。当然ながら、オーナーや利用方法が変わり、改装を重ねている。現役で商業ビ

ルとしてリースされている物件の中には、ブループリントが存在しなかったり、あっても古くて

使えない、実際に壁や天井を開けてみたら予想外のものが出てきた、ということは頻繁に起こる。 

ニューヨークは人口密度もビジネス集積度も高い街だ。このため、施設の利用法や工事中の規制

も細かく厳しいと認識する必要がある。 

 

(3) 出店に関係する代表的な規制・制度 

以下は、工事管理上、工事中断やコスト・アップを生じやすい規制・制度なので、事前に物件の

状況について貸主に情報を確認する必要がある。 

 ゾーニング法（Zoning Resolution）： 
ゾーニング法は、ニューヨーク市が土地の用途を統制する目的で 1916 年に制定され、都

市計画上重要な規制である。 
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ゾーニングは大別して居住地区、商業地区、製造地区、特別目的地区に分かれ、それぞ

れ地区を細かく分類し、建物のサイズや高さ、用途、道路や歩道からの距離、建ぺい率、

容積率、駐車場、公共スペースの設置、環境保護面での優遇等が規制されている。 
 
ニューヨーク市ゾーニング法について 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/zonehis.shtml  
ニューヨーク市ゾーニング・ハンドブック（有料） 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/pub/zonehand.shtml 

 
 景観保護（Landmarks）： 

景観保護対象となっている建物を工事する場合は、景観保護委員会（Landmark 
Preservation Commission）に届出をし、許可を得なければならない。ファサードについて

は、ストア・フロントのデザインや素材、エアコン、ドア、日よけ、サイン、照明、歩

道等、細かく規制がある。 
  

景観保護建物の工事について 
http://www.nyc.gov/html/lpc/html/working_with/perform_work.shtml 

 
 建物使用許可証（Certificate of Occupancy）： 

建物使用許可証は、法的に定められた建物の使用および占有目的であり、これが変更す

る場合には必ず新しい、もしくは修正された許可証の発行を受けなければならない。 
許可証は以下の条件を満たして発行される。 

o 工事がニューヨーク市に提出した計画どおり、そして法規制に沿って完了 
o 全ての書類が完了 
o ニューヨーク市が求める必要な許認可を全て獲得 
o CO 発行に必要な費用をニューヨーク市に支払われていること 
o 全ての違反行為が解決していること 

建物使用許可証もしくは仮建物使用許可証（Temporary Certificate of Occupancy）を取得し

なければ建物は違法となる。 
 
 建物使用許可証についての説明 

http://www.nyc.gov/html/dob/downloads/pdf/co_factsheet.pdf 
 

 ユニオン・ビル、ユニオン・ワーカー（Union Building、Union Worker）： 
米国ではユニオン（労働組合）は会社毎ではなく、専門職種ごとに組織されている。 
ユニオン・ビルでは、ビル工事からメンテナンス等にユニオン・ワーカーを雇用するこ

とが指定されている。出店に関わる部分では、建設工事、電気工事、水道管工事等が直

接関係するが、それ以外にも清掃、什器・家具の搬出・搬入等にもメンテナンス部分に

もユニオンが関わる場合がある。 

http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/zonehis.shtml
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/pub/zonehand.shtml
http://www.nyc.gov/html/lpc/html/working_with/perform_work.shtml
http://www.nyc.gov/html/dob/downloads/pdf/co_factsheet.pdf
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ユニオン・ワーカーの給与は非ユニオン・ワーカーの 2 倍とも言われており、一般的に

はユニオン・ビルはコストが高い、ユニオンで教育を受けているため仕事の質が高い、

と認識されているようだ。 
 

 米国身体障害者法(Americans With Disabilities Act)： 
同法では雇用、公共施設、商業施設において差別することを禁止している。出店に関す

る部分で一般的な例を挙げると、身体障害を持つ従業員の職場へのアクセスの確保が義

務づけられ、顧客の売場へのアクセスが必要となる。このアクセスがない物件の場合、

アクセスできるよう設計する必要がある。 

 

(2) 候補物件の絞込みとリース条件交渉リストの作成 

最終化された財務計画、事業計画をもとに物件を絞り込んでいく。この際、複数の物件を第一希

望から順位をつけてリストに残すようにする。それぞれの物件に、交渉すべき条件を明確化する。

貸主との交渉は一般的には不動産ブローカー、弁護士を介することになるが、どの場合でも交渉

を任せ放しにせず、希望する条件を引き出すために粘り強く交渉することが好ましい。 

また、ニューヨークでは工事期間が長引くケースが多いため、開店日をずらさないためにも、リ

ース契約の目標期日を定め、万が一条件交渉が長引いた場合に、どこまで譲歩できるかのガイド

ラインも自社内で定めておくとよい。 

 

2.4.2  店舗リース契約書の概要 

ニューヨーク市における商業リース、特に店舗スペースのリースについて、ニューヨーク不動産

協会（REBNY）による店舗リース標準書式（Standard Form of Store Lease、以下「フォーム」）

にほぼ沿った形で概要を説明する。 

このフォームは、多くの場合それに追加条項を添付して、ニューヨーク市の店舗リースで非常に

よく使われているもので、商業テナントが予期する多くの点がカバーされている。商業リースの

貸主がこれとは異なる独自のフォームを使う場合でも、ほぼ確実に、このフォームの条項が何ら

かの形で含まれているはずである。 

印刷されたフォーム自体は貸主側の業界団体が作成したものであり、全般的に公平なものとはい

え、テナントの観点からは改善の余地が多くある。したがって、テナントは多くの場合、フォー

ムの標準条項に、追加条項を加えることで、各案件に合わせるよう交渉しようとする。当然なが

ら、各リース案件はそれぞれ異なるため、商業リースを専門とし、商業リース（特に店舗リース）

の交渉に実績と定評のある弁護士に相談することが望ましい。 
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(1) 賃料 

 売上歩合賃料：  店舗テナントの場合、標準的な月間賃料や年間賃料に加え、歩合賃

料の支払いが求められることがある。これは、総売上高に比例する追加料金である。こ

のような歩合賃料の金額と支払い時期は多くの場合、貸主との交渉次第である。総売上

高からは、返品分などは差し引かれるべきである。 

 賃料無料期間：  賃料無料期間、あるいは「フリー・レント」期間とは、特に店舗を

改築中の期間と、開店後の 1 ヶ月目、あるいは数ヶ月、常連客ができるまでの間の賃料

を無料とする期間で、多くの場合は貸主と交渉できる。この点に関しては、小売事業の

特質や、店舗のロケーションなど様々な要因によって貸主との交渉余地が決まる。 

 経費、税金、テナント比例負担分： テナントは通常、物件の規模に基づいて、建物の

営業費用や税金の比例分担分を支払う。1 階の賃料は高いため、建物の課税額に対する負

担額は多めになる。また、小売店舗の場合は営業時間が通常の営業時間よりも長いため、

サービス延長が必要となる。しかし、一方で店舗テナントは事務所テナントが受け取る

多くのサービスを受け取らない。このコスト共有部分をどう負担するかは、多くの場合、

貸主との交渉事項となる。 

 

(2) ロケーション 

1 階の店舗スペースは非常に高額となる場合があるため、地下や 2 階のスペースなども、倉庫や

追加のフロアスペースとして借りることを考慮する場合があるだろう。2 階のスペースは通りか

ら直接入ることができないため、多くの場合、1 階のスペースほど価値があるとはみなされない。

一般の人が入れるスペースは、1990 年米国障害者法（ADA）など、障害者対応アクセスを規制

する法律に準拠して、車椅子用のスロープやエスカレーター、エレベーターなど、アクセスを提

供する必要があるので注意が必要である。建物にそのような施設が既に完備されている場合、テ

ナントはそうした施設を賃貸スペースとして提供してもらえるよう貸主と交渉するべきである。

いずれにせよ、ADA に準拠した設計に実績のある建築士に相談する必要がある。 

 

(3) 入居 

貸主が何の工事もしない場合、その物件は「現状有姿で（as is）」、つまりそのままの状態で引

渡される。多くの場合、貸主は「スケルトン（core and shell）」での受け渡し（前のテナントに

よる改装工事分を解体・撤去した状態）に合意するが、賃貸市場の状況や建物の特質、物件の状

態などによっては、テナントの入居に備えて、物件にある程度の工事を行うよう貸主と交渉する

こともできる。貸主が工事を行う場合は、物件引渡しのための工事完了期限を決め、それまでに

引渡しができない場合はテナントがペナルティを払うことなくリースを解約できるよう交渉す

ることもできる。 
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テナントが「現状有姿で」物件を受け取ることに合意した場合でも、尐なくとも、含鉛ペイント

とアスベストのない、きれいに清掃された空きスペースを引き渡すこととし、それをリース契約

に明記するとともに、認定されたアスベスト検査官による証明をつけるよう、交渉すべきである。

ニューヨーク法では、含鉛ペイントとアスベストは何らかの方法で覆うか、遮断するよう義務付

けられている。貸主は通常、そのような表明をリース契約に記載することに合意するだろう。ま

た、大規模ビルの貸主であれば、そのような文書（「ACP-5」フォーム）も提供するのが普通だ。

テナントが大規模な解体工事を行う場合、テナントの建築士は、露出した含鉛ペイントとアスベ

ストを適用法に従って覆うか、および/または遮断する必要がある。 

 

(4) 用途/制限/半径条項   

 ゾーニング法（Zoning Resolution）に従い、意図する店舗用途のために物件を使うことが

認められていることを確認することが必要である。ゾーニング情報と地図はオンライン

で参照することができ、建築士に、商業利用が認められているかどうかをまず調査して

もらうことを勧める。テナントはまた、その建物が商業店舗用途のためのゾーンにある

ことをリース契約で表明するよう要求し、さらに、既存の建物使用許可証のコピーを要

求するべきである。その許可証には、その物件がテナントの意図する目的で使用できる

かどうかが示されているはずである。 

もうひとつ考慮すべき事項は、その建物が歴史地区に存在するかどうか、また、歴史的

建造物に指定されいているかどうか（Landmarks）、ということである。これは、ダウン

タウン、SOHO、トライベッカ、ノリータ地区など、歴史地区や歴史的建造物が多い地区

で問題となる場合が多い。特定の建物に関する情報はオンラインで入手できる。歴史地

区や歴史的建造物の場合、建物の改築工事、特に外装工事には制限があり、工事を始め

る前に認可や許可を得ることが必要となる。やはり、経験のある建築士であれば関連情

報を見つけて必要な認可を得るための申請を行うはずだが、当然、その場合の時間とコ

ストは増える。 

 貸主はテナントに使用制限を課す場合があり、反対にテナントは建物の排他的な使用が

認められるよう要求する場合もある。いずれの場合も、建物固有の状況やロケーション

を考慮する必要がある。例えば、建物の所有者は、建物が 1 つの用途だけに使われるこ

とを望まない場合がある。また、既にリース契約で排他的な使用を認められている店舗

テナントが入っている可能性もある。一方、似たような製品を売る複数の店舗が入って

いるビルは、それにより顧客を惹きつける可能性がある。使用制限を回避する方法とし

ては、スペースの合計平方フィートのうち特定製品の販売や特定目的のために使用でき

るパーセントを限定するよう交渉することが考えられる。テナントは容易に半径条項（そ

の物件から特定半径距離内に別の店を開かないという条項）に合意すべきではない。貸

主には、同じ建物内、あるいは特定の半径距離内で競合相手にスペースを貸さないよう

に合意するよう頼むべきだろう。 
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 リース契約には多くの場合、リース期間中に「店じまい（go dark）」することを禁止す

る条項があり、事業を継続することを義務付け、それに違反するとリース契約義務の不

履行とみなされる場合がある。また、リース契約の中には、営業時間や営業日、休日を

規定するものもある。これもやはり、リース契約の交渉次第である。テナントが借りて

いるスペースから出たい場合、リース契約に解約条項を入れるよう交渉することも可能

である。貸主は直ちに同意しないかもしれないし、合意する場合、リースを開始するの

にかかったコスト、またリース契約の残存期間中に支払われるはずだった賃料に等しい

金額の料金を回収するため、多額の解約料金が求められることになるだろう。そこでリ

ースを解約するかわりに、テナントにはリースを第三者に譲渡したり、あるいは転貸す

る方法がある。したがって、テナントができる限り自由にそうできるようリース契約の

条項を交渉する必要があるが、通常は貸主の相応の合意が必要となる。また、新しいテ

ナントが使用できるように用途をある程度変更できる自由も必要である。 

 

(5) 改築 

 認可と承認： ニューヨーク市では、改築その他の工事を行う際は（非常に最低限の

装飾的な工事以外）従うべき特定の手続きが定められており、それに従わない場合は、

金銭的コストや多大な遅延が生じる結果となる。必要な認可を取得し、適用法規制に準

拠した改築や工事を行うためには、これらの手続きに精通した建築士と請負業者を採用

すべきである。 

i) 労働者： ニューヨーク市内では、多くの工事が組合員である労働者によって行われ

る。貸主は多くの場合、物件内で行われる工事が労働争議を引き起こさないことを要

求し、もし争議が発生した場合はその工事が直ちに終了することを要求する。テナン

トはこの点を認識しておく必要があり、適用法規制・基準にすべて準拠していること

を確認するため、労働法専門の弁護士に相談すべきである。ただし、ニューヨーク法

では、組合員を雇うことが義務付けられているわけではない。物件の工事でテナント

が組合員を雇うかどうかはむしろ、建物の規模が大きいか、有名なビルか、これまで

組合員による工事を行ってきたかどうかなどによって決まる。この点については、貸

主またはリースのエージェントに質問するべきである。 

ii) 建築士と請負業者： 建築士や請負業者は必ず、必要な諸認可を受け、責任保証

（bonded）と保険に加入している会社を選ぶべきである。下請け会社も同じように諸

認可を受け、責任保証、保険に加入しているべきである。 

iii) 計画の承認： テナントは、改築が行われる前に、貸主がすべてのプランや仕様書、

提案を承認することを要求してくると予想すべきである。一方貸主は、その承認過程

において、正当な理由なく却下することはないことに合意すべきである。テナントが

ビルの外壁を改装したい場合は、リース契約交渉開始後早い時期に貸主にそれを伝え

るべきである。ただし、内装工事だけの場合に比べ、外装の改装に承認を得ることは
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難しい可能性があり、構造上の問題だけでなく、ビルの外観を統制したいという貸主

の希望も考慮しなくてはならない。 

iv) リース終了時の改築部分の撤去： リース期間終了時、テナントが加えた改装部分を

撤去し、リース契約開始時の状態、あるいは「スケルトン」の状態に戻すことを貸主

がテナントに義務付ける場合が多くある。これは特にテナントが特殊または普通とは

違う改築工事を行った場合に言える。貸主側が撤去工事を行うことに合意する場合も

あるが、その場合は料金が課せられるだろう。 

v) 看板： 改築工事同様、看板についても貸主は承認を義務付けてくるだろう。店舗テ

ナントは、提案する看板や店頭、張り出し屋根などを貸主が承認し、リース契約に添

付書類として追加するよう要求すべきである。テナントはまた、ディスプレイ方法に

ついて裁量権を得るべきだが、貸主はディスプレイ方法がきれいに整っていることや

全体的な外観に関して特定の基準を要求してくるかもしれない。 

（注） 貸主は、ビデオ画面やラウドスピーカーなど、別の形態のディスプレイ

については別の承認を義務付けるかもしれない。また、特定の「セール」サイン

も承認が必要かもしれない。多くの貸主は、ビルに「安っぽい」方法でディスカ

ウント商品を売る店が入っているという印象、あるいは窓をふさいで、ビルが使

われていない、空き室がある、あるいはまもなく空きビルになるというような印

象を与えることを嫌うためである。 

(6) 修理 

 店舗テナントは通常、店頭とガラス窓のメンテナンスが義務付けられる。特に複数階の

窓が関与する際は、適用法に準拠していることを確認するため、労働法専門の弁護士に

相談すべきである。テナントは通常、壁を含む賃貸物件内の配管、電気、HVAC（冷暖

房空調）などを、貸主の承認を得た請負業者を使って維持することを義務付けらる。貸

主は賃貸スペース外のビルの修理や、ロビー、共用エリアの維持・修理の責任を負う。

リース契約では多くの場合、貸主の承認を得た害虫駆除業者を使って、テナントが費用

を負担することにより、害虫駆除を行うことが義務付けられる。 

 テナントは多くの場合、貸主が提供義務のあるサービス（電気やその他の共益サービス、

暖房など）を提供できない場合や、修理が行われない場合、そうしたサービスや修理の

欠如によってテナントの事業に支障が生じ、長期にわたって継続できなくなった場合、

賃料の減免を交渉できる。   

 

 (7) 法的義務、火災保険 

 歩道の清掃： 店舗テナントは多くの場合、店舗の前や隣接した歩道の清掃の責任を

負う。ニューヨーク市では、雪、氷、ゴミの除去に関する条例があり、違反があった場
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合は罰金が科せられる。また、貸主はテナントに対し、店の外に群集が集まったり行列

ができたりしないようにする、あるいは群集や行列を制御することと、適切なセキュリ

ティ措置を講じることを要求するかもしれない。 

 火災の防止： ニューヨーク市の消防規制は、物件におけるスプリンクラー・システ

ムや消火器の設置に加え、避難出口や、室内に同時に入れる人数の規制など、火災防止

に関する規制を定めている。貸主は、リース契約に、敷地と建物が消防規制に準拠して

いることを表明すべきである。テナントが改築工事をする場合は、建築士やエンジニア

が消防規制への準拠を確認すべきである。 

 

(8) テナントの損害賠償保険、資産の損失、損害、免責 

テナントは、損害賠償保険、オールリスク火災傷害保険（店頭のガラス張りの部分も含む）の加

入が義務付けられ、場合によっては洪水保険やテロリズム保険の加入も義務付けられる場合があ

る。保険額は貸主と交渉可能である。テナントは、リース契約で貸主の保険義務も規定するよう

に要求するべきである。 

 

(9) 譲渡/転貸 

この条項は多くの場合、かなりの交渉が必要となる部分である。リースを譲渡あるいは転貸する

場合は貸主の合意が必要だが、リース契約によって貸主が合理的な理由なく承諾を拒否しないよ

う規定されていなければ、貸主は合理的な理由なく否認することができる。貸主は新たなテナン

トの財務的な安定性を示す証拠と、新たな店舗テナントが顧客を惹きつけると思われる証拠（評

判や知名度、商品のタイプ、提供するサービスなど）を求める可能性がある。多くの場合、貸主

は合意する代わりにリースを終了するか、あるいは合意する場合は、転貸からの利益があればそ

れを共有することが認められる。テナントは、貸主の合意の必要なく、親会社や子会社その他の

系列会社にリースを譲渡あるいは転貸、もしくは法の作用により（合併や統合、株の売却によっ

て）リースを譲渡できるよう交渉すべきである。 

 

(10) 物件へのアクセス 

小売店舗は通常、大半の事務所よりも営業時間が長いため、テナントはそうした長時間のアクセ

スと、それに伴うサービスの延長（共益サービスや暖房など）を要求すべきである。 

 

(11) 倉庫スペース 
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ニューヨーク市では多くの場合、歩道の下や店舗の隣接地に、ニューヨーク市で禁止されていな

い限り、テナントが利用可能な空きスペースがある。テナントは、そうしたスペースの使用許可

を求めるべきである。 

 

(12) 占有 

 建物使用許可証： テナントは、その建物が店舗目的のために使用できることを証明し

た建物使用許可証のコピーを閲覧できるはずである。リース契約では、その物件が店舗

目的のために使用できることが明示的に表明されていなくてはならない。そうでない場

合、貸主は建物使用許可証の変更を取得し、店舗目的で使用できるようにするか、尐な

くとも、店舗目的のための建物使用許可証を取得するため、テナントに協力することに

合意すべきである。取得には時間がかかることが多く、したがって、特に改築に際して

建物使用許可証が必要な場合は、早い段階で対処する必要がある。 

 違反： リース契約には、その物件に関していかなる違反もなく、建物に関して違反が

ある場合はそれが開示され、違反事項がテナントの物件の使用と占有に影響しないこと

の表明が入っているべきである。貸主は、既存の違反事項がテナントによる改築工事や

事業の運営に影響する場合は、それを解決することに合意すべきである。また、リース

契約では、ゾーニング規制や環境法を含め、すべての適用法や条例、規制に建物が準拠

していると表明すべきである。 

 

(13) 破産 

米国連邦破産法第 365(a)条では、テナントが破産手続きで残余期間のあるリースを拒否する（や

める）ことを認めているが、その場合はリース契約違反とみなされ、リース契約下予想された将

来の収入の逸失分に対し、貸主は損害賠償を請求する権利がある。米国連邦破産法第 365(b)(6)
条では貸主が請求できる逸失収入の金額に上限が定められている。貸主が破産を申請し、リース

を拒否した場合、テナントは、米国連邦破産法第 365(h)(1)(A)条に基づいて、リース期間中、占

有を継続できる。   

 

(14) 義務不履行 

テナントは、リース契約における家賃の支払いと非金銭義務の履行に関して猶予期間を設け、義

務不履行事由発生の可能性についてテナントが貸主から通知をもらうまで猶予期間が開始しな

いように交渉すべきである。   
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(15) 救済 

 貸主の救済： 延滞料の金額や滞納金の利子など、貸主の特定の救済についてはリース

契約で交渉可能である。テナントによる義務不履行が是正されず、テナントが撤去した

場合は、貸主は商業的に妥当な努力によって次のテナントを見つけ、損害を最小限に食

い止めるよう努めることをリース契約に盛り込むよう交渉すべきである。（ニューヨー

ク法では貸主にそのような義務はない。） 

 テナントの救済： 貸主が提供義務を負うサービスを提供しなかった場合など、貸主側

の不履行によるテナントの救済をリース契約に入れるよう交渉することができる。 

 

(16) 所有者による非表明 

ニューヨークでは、貸主はリース契約で明示的に定められていない限り、スペースに関して何の

表明も行わない。テナントによる「現状有姿」でのリースに対する例外と、貸主に表明を義務付

けることに関しては、この覚書で説明している。   

 

(17) リース期間の終了  

 修復： テナントは、リース期間終了時、特殊な設備やディスプレイなどを取り除いて、

借りていたスペースを元の状態に戻す義務がある場合がある。この点は交渉が可能であ

る。 

 残留： ニューヨークのリース契約には多くの場合、厳しい残留禁止条項が含まれ、テ

ナントが期限内に撤去しない場合は罰金が科されるが、罰金の金額は多くの場合交渉が

可能である。 

 

(18) スプリンクラー 

他のリース条項同様、テナントは貸主がコストを負担してスプリンクラー・システムを設置また

はアップグレードするよう交渉することができる。テナントがスペースに大規模な改築工事を行

う場合は、法的義務に準拠した方法でスプリンクラー・システムを設置し、それが正常に作動す

るように維持する必要がある。貸主がスプリンクラー・システムの修理と維持の責任を負う場合

は、コストがテナントに転嫁される。あるいは、貸主がテナントに、貸主の承認を得た業者を使

ってスプリンクラー・システムを維持するよう義務付ける場合もある。 
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(19) サービスと電気水道ガス 

テナントが独自にサービスを提供しない限り（独自にスプリンクラー・システムや HVAC シス

テムを設置するなど）、貸主が提供するサービスのコストは通常テナントに請求される。 

 電気： 電気に関するリース条項は、建物の性質によって異なる。小売店舗の場合は大

半の事務所よりも営業時間が長いため、おそらく子メーターを使って測定するか、ある

いは電力会社と直接契約してメーターで測定することになるだろう。テナントは、そう

した子メーターあるいは直接のメーターで測定された使用分に応じて料金を払う。 

 エレベーター： リースするスペースが複数階にわたる場合、あるいは地下の倉庫スペ

ースも含まれる場合、テナントはテナント自身やその従業員、顧客がビルに既存の荷物

用または乗用エレベーターを使用できることを確認すべきである。テナントは、リース

期間を通じて、また、最初の改築の際や引越し、そしてリース終了時の退去時も含め、

荷物用エレベーターや商品搬入のための積荷ドックの使用を許可されるべきである。 

 暖房/HVAC（冷暖房と換気）： 店舗スペースのリースではビルの空調システムや暖

房が提供されないことがよくある。したがって、テナントは独自の設備を設置しなくて

はならない。貸主がこうしたサービスを提供する場合は、テナントはそうしたサービス

が通常の事務所の営業時間外も延長されるように交渉すべきである。これは大半の小売

店舗は平日も週末も、また、店舗以外のテナントにとっては祝日とみなされる日（サン

クスギビングデーの翌日の金曜日など）も営業するなど、通常の事務所より営業時間が

長いためである。しかし、テナントはそうしたサービスの延長に対して追加コストを払

わなくてはならないことを予想すべきである。   

 清掃： 店舗テナントは通常、独自に清掃とゴミの撤去を行う（ただし、積荷ドックを

使うことが認められるべきである）。テナントは、ニューヨーク市にリサイクルプログ

ラムがあることを認識し、それに従わねばならない。違反した場合は、罰金や罰則の対

象となる場合がある。 

 歩道： テナントは通常、店舗の外の歩道や縁石を修理し、歩道に雪や氷、泥、ゴミが

ないように維持する義務を負う。それを怠ると、ニューヨーク市の清掃局から違反切符

が発行され、罰金が科される場合がある。 

 水道料金： 貸主は、小売業における洗面所の通常の使用に対して水道を提供する。し

かし、水道メーターで測定された使用量に基づいて水道料金を払うようテナントに要求

する場合もある。     

 

(20) 保証金 
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テナントは、貸主が保証金を要求する場合があることを認識しておくべきである。この点と共に、

保証金を利息付きの口座に貯金することを貸主と交渉できる。貸主によっては、保証金のかわり

に信用状（L/C）を要求する場合もある。 

 

(21) 仲介業者 

通常、貸主もテナントもそれぞれ独自の不動産仲介業者を使う。しかし、テナントのブローカー

は、報酬は貸主だけが払うものであり、リース契約が締結されるまで報酬が支払われないことに

合意すべきである。そしてその前に、テナントのブローカーは、貸主と報酬に関する合意書を締

結しておくべきである。 

 

(22) 保証 

貸主によっては、テナントの信用が十分でない場合、第三者による保証を要求する場合がある。 

 全額支払保証と義務履行保証：保証人は、リース期間中いかなるときも、テナントによ

るリース契約に基づく賃料とすべての金銭的義務の支払い、および非金銭義務の履行を

保証する。 

 「グッドガイ(Good Guy)」保証： これは限定的な保証である。保証者人は通常、不履

行後から、テナントがリースを明け渡すまでの間に限って保証を提供する。債務不履行

に陥ったテナントがこれ以上賃料を払うことができず、場所を明け渡すことを貸主に通

知し、それまで払わなければならない賃料を払って場所を明け渡した場合、貸主は保証

人にそれ以上請求することはできない。これは、テナントが場所を明け渡して、すぐに

貸主がまた別のテナントに貸すことができるよう、複雑で長引く立ち退き手続きを回避

するためのものである。貸主はリース契約下における非金銭的義務（修理など）を履行

するよう、また、それまで払わなければならない賃料に加えて、テナントが退去した後

の空き室期間を埋め合わせるため特定の金額を一括で支払うよう、テナントに要求して

くる場合がある。貸主は、貸主側のコストも支払うよう要求してくるかもしれない。テ

ナントはこうした最後の点について、特に一括払いの要求がある場合は、貸主と交渉す

るべきだろう。 

 

2.4.3   オフィス、倉庫 

オフィスや倉庫は、店舗と並行して確保を進める必要がある。一般的に、ニューヨーク市内、特

にマンハッタンに出店する小売業者は以下のような形態で拠点を確保している。 
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(1) 店舗内オフィス 

店舗内にオフィス用スペースを確保する。この場合、物件の当該スペースをオフィスとして使用

できるかどうかの確認が必要だ。前述の建築使用許可にオフィスが含まれていなかったり、換気

口、ヒーティング・システム等の設備の不備により、従業員の長時間の作業が違法だったりする

場合がある。 

 

 

(2) 店舗外オフィス 

オフィスを店舗外に持つ場合は店舗の近隣で物件を探すことになるが、地区によってはオフィス

物件が尐ない・家賃が高い等の事情も出てくるので、店舗物件を探すのと同時に行う必要がある。

出店前の準備期間中だけなら月貸しのレンタル・オフィスを利用する方法もある。 

既述のとおり、ニューヨークでは出店そのものが他都市と比較しても大きな投資となるため、特

に中小企業においてはなるべくバック・オフィスには費用をかけないよう、店舗内オフィスにす

る傾向がある。 

(3) 倉庫 

不動産コストの高いニューヨークへの出店では、商品の保管スペースを作ることも大きなコス

ト・アップ要因となる。商品保管スペースは手持ち在庫量に影響し、最終的には売上にも影響す

るため、店舗物件の調査時から、商品保管スペースをどうするかの計画を織り込むことが必要で

ある。 

倉庫は、出店時には店内スペースを活用しても、売上高伸長に伴い、外部にスペースを探すケー

スが多い。一般的にはブルックリン区、クィーンズ区等ニューヨーク市内でも比較的家賃の低い

地域、もしくはハドソン川対岸で近距離のニュージャージー州内に貸倉庫スペースをリースで借

りるケースがほとんどだ。 

倉庫業務サービスの種類には以下のようなものがある。 

 保管のみ 
 荷受、検品、棚卸し業務（在庫管理） 
 電話オーダー、インターネット・オーダーのフルフィルメント：小売業者が管理する小

口発注書をインターネットで受け取り、商品ピック、梱包、発送および返品受取業務の

代行サービス 

フルフィルメント機能を店舗外に持つ場合は、システムをセットアップするのに要する時間を勘

案し、店舗物件確保と並行して物件選定をしなければならない。 


