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2.5  ハード計画（店舗） 

リース契約には、リース・スペースの設計図の提出が求められる。従って、物件の候補が見え始

めた段階で、設計者、施工業者の選定を始め、設計図の手配をしなければならない。 

設計図を含めリース契約内容に家主・出店企業双方が合意し、契約が締結してから工事申請をニ

ューヨーク市に提出する。許認可と工事に並行して、ハードに関しては、店舗什器や機材、オフ

ィス家具の手配、機材や商品の搬入計画を進めていく。 

ここで注意しなければならないのは、米国、特にニューヨーク市内での工事は、日本の常識では

予測がつかないような理由による工期延長が発生する、という点だ。工期が大幅にスケジュール

を超えると、様々な追加コストが発生する。同様に什器や商品搬入にも最後の最後まで気を許せ

ないのがニューヨーク市内への出店の特徴である。 

また、責任の範囲の明確化も常に心がけたい。米国では、仕事、義務・権利関係が専門分化して

いるので、思わぬ部分で業務の取りこぼしが発生する場合がある。そこで全工程を管理するプロ

ジェクト・マネジャーの役割が重要となる。 

 

2.5.1  設計業者、施工業者の選定 

(1) 日本と異なるプロジェクト発注形態 

日本では設計と施工は利害が相対するという理由で異なる業者に発注するケースが多いが、米国

では設計・施工を一括して請け負う「ジェネラル・コントラクター（general contractor：通称ゼ

ネコン、設計・施工サービス会社）」、もしくは「施工会社と提携し施工管理まで行うデザイン・

設計会社」に発注するケースが多い。 

ニューヨーク市に工事申請をする際には、ライセンスを取得している専門家（licensed professional）
を雇って設計図および各種申請書を提出しなければならない。具体的には、登録建築士（registered 
architect）、もしくはエンジニア専門家（professional engineer）を雇わなければならない。 

米国では 1 つの工事といえども業者間で横断的コミュニケーションが取られることはなく、設

計・工事双方の工程を包括的に管理するプロジェクト・マネジメントの役割が必要かつ非常に重

要となる。その点では、ゼネコンや施工管理まで引き受ける設計会社に設計・施工を発注する場

合、施工管理能力も重要な検討項目といえるだろう。 
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(2) 各形態の特徴 

以下はあくまでも一般論であり、企業によって提供するサービス業務内容が異なるので、プレゼ

ンテーションを受け、細かく確認したい。 

【ゼネコンの特徴】 

 前述のとおり、物件ごとに規制や工事内容等、諸条件が細かく異なる。このため工事が

中断して工期が延びたり、予定外のコストがかかることが多い。ゼネコンには複雑な工

事申請や工程管理の専門知識や経験のあるプロジェクト・マネジャーがおり、設計から

施工まで垂直的に管理する。申請許可が下りる前の設計図の修正や書類作成等、細かい

部分での対応が早いケースが多く、工期および工事コスト管理の面ではリスクが低くな

る。 
 設計の段階から、工事に発生しやすいリスクを読み込んだデザインや材料選定等が可能

となる。 
 ゼネコンは日頃からそれぞれのチームとの仕事の経験があり、相互信頼やコミュニケー

ションの正確さの点では優れているケースが多い。 

【施工会社と提携するデザイン・設計会社の特徴】 

 店舗デザインはブランド・イメージや営業に直接影響を与える。従って、デザインへの

こだわりを重視する場合は、デザイン・設計会社を最初に選定し、その企業が自社のデ

ザインを最もよく作り上げるために提携する施工会社を採用することができる。 
 他の利点は、ほぼゼネコンと同様であるが、プロジェクト・マネジメント機能の有無は

企業による。 

【上記以外の方法】 

ニューヨーク市の規制面では、登録建築士かエンジニア専門家を雇えば工事申請をすることは可

能である。コスト抑制を主たる目的として、施工会社、設計会社をそれぞれ出店者が雇い、自社

で工事管理（プロジェクト・マネジメント）するケースもある。店舗規模が小さく、特別な設備

を必要としない場合、リース物件が居抜きに近い形で、大きな工事を必要としない場合は、この

方法も可能だ。しかし、一般的には次のようなリスクを認識した上で、検討することが必要だ。 

 事情が大きく異なり、コミュニケーションの壁もある海外では、プロジェクト・マネジ

メントを自社の社内業務化することは、大きなリスク要因となる。また出店前の他の業

務と並行して行うことは、大きな負担となる。 
 後述のように規制の多いニューヨークでの工事管理は複雑で、経験が浅い、または、い

い加減な業者に工事を発注してしまうと、結果的には設計・工事のやり直し等でコスト

増大に終わるケースもある。 
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(3) 見積もり 

設計、施工どちらにも共通して以下の点をよく検討したい。 

 サービス業務内容や材料費の内訳が明示されているか、不明な場合は確認する。 
 設計・施工は出店プロジェクトの中で、投資金額も高く、リスクも大きい部分だ。目の

前のコストだけでなく、工事中もしくは開店後に生じるかもしれないリスクを想定し、

このリスクを尐しでも軽減するために事前調査や施工管理等に投資をかける、という選

択肢を検討することも場合によっては必要であろう。 
 必ず複数の業者の見積もりを比較検討する。 

 

(4) 設計、施工業者の選定のポイント 

情報や人的ネットワークの尐ない海外で、短期間に信頼できる業者を探すことは大きな作業であ

る。以下のような点に留意して選定することが望まれる。 

【設計、施工に共通】 

 信頼性 
o クライアント・リストを確認し、可能であれば過去のクライアントの評価を確認

する 
o 当初の予算や工期日程を簡単に変更しないかどうか 
o 予算や工期日程が計画を超える場合について、事前に明確に説明できるかどうか 
o 一般的な評判 

 見積り内容と入札 
o 費用や工期日程について、工事費、材料費等、細かい内訳（breakdown）を伝えて

くれるかどうか 
o 同じ仕事でも他社とかけ離れて価格が低い場合は注意を要する 

 設計や工事技術の高さ 
o 発注者の希望が設計図や契約書に反映されているか 
o リース物件の現場を、専門的な立場で評価できるか 

 スケジュール管理およびコスト管理能力 
o 下請業者との関係の長さ、深さ 
o 設計・工事申請・工事管理の詳細に通じており、リスク要因を把握しているか 
o 発注主とのコミュニケーションは正確でタイミングよくなされるか 

【施工について】  

 ニューヨーク市に登録しているか（Registered General Contractor） 
 保険の有無（最低 100 万ドルをカバーする General Liability Insurance, Worker’s 

Compensation Certificate, Disability Insurance Certificate）とカバー金額 
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 （リース物件がユニオン・ビルの場合）組合所属ワーカー（union worker）かどうか 
 下請業者（subcontractor）に関する情報 

【設計について】 

 登録建築士（registered architect）、エンジニア専門家（professional engineer）がいるか／

いない場合はパートナーとして雇える体制になっているか 
 米国建築士会 American Institute of Architects（AIA）に登録しているか（登録義務は無い

が、実際の建築に関わる多くの建築士が登録している） 
 最新のテクノロジーや素材に関する情報を持っているか 

 

(5) 設計業者、施工業者との契約 

業務内容、スケジュール、契約金額と支払方法、責任の範囲、スケジュール変更（延長）の場合

の条件やペナルティ等を確認する。リース契約同様、必要に応じて弁護士や専門家に相談の上、

契約する。 

 

2.5.2  設計図作成 

リース契約に設計図提出が求められる。物件選定後に設計作業を始めるのではスケジュールが遅

れる場合もあるので、ある程度物件が絞り込まれてきた段階で早めに作業を開始することが多い。 

通常は「基本設計」「実施設計」「詳細設計」と段階を踏む。設計をする際、物件の現状の図面

がなかったり、現場と異なっている場合があるので、その際には実測図面を作成する必要がある。 

 

(1) 建築診断（現地調査）と実測図面 

前述のとおり、歴史の長いビルが多く、規制が細かく厳しいニューヨークの店舗物件は、予想外

のところでトラブルが発見されることが多い。もしリース契約を締結し、工事開始後にそのトラ

ブルが発見されると、追加の許可申請や設計の変更、追加の工事等、工期延長や追加の工事費発

生、リース契約上のフリー・レント期間の終了と営業開始前のリース料の発生等、大きなトラブ

ルにつながる。従って、可能であれば専門家による建築診断（現地調査）を行い、リース契約前

に物件を調査することが望ましい。 

建築診断（現地調査）での主要な確認項目： 

 電気容量、通信関連、ガス・水まわり 
 エアコン等設備 
 建物使用許可証（certificate of occupancy）の確認 
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 現状で法規制の違反（violation）がないか／ある場合でも、解除が可能か 
 入居しているビルに対する規制（building code） 
 景観保護地区（Landmark）かどうかの確認 

物件の図面がない、あるいは現場と異なる場合は、実測図面を作成する。 

また、貸主やビルの管理者（superintendent）、仲介する不動産サービス会社、から情報収集を幅

広く行う。 

 

(2) 基本設計・実施設計・詳細設計 

登録建築士を選定し、リース契約締結までの日程を考慮しながら、設計図の作成に入る。以下の

ような点が日本と異なるので注意を要したい。 

【基本設計】 

店舗設計は日本本社が作成するケースが多いが、そうでない場合は米国で建築士に依頼する。 

【実施設計】 

リースする物件の実測図面と照らし合わせながら、基本設計図を修正する。 

 サイズをメートル法からインチに変更 
 日本語を英語に翻訳 
 ニューヨーク州の建築法との照合、必要に応じて修正 
 設備の追加 

【詳細設計】 

建築、構造、設備、電気設備等、必要に応じて詳細な図面を作成する。一般的に工事規模が大き

くなる程、詳細設計図が必要となる。 

【留意点】 

 用途変更（Change of Certificate of Occupancy）： 売場や店内オフィスとして登録されて

いない空間を売場やオフィスとして設計すると、用途変更の申請が必要となる。これに

は申請が下るまで通常 1 ヶ月前後を要し、場合によっては工事が止まってしまうので、

物件の用途申請については事前の十分な調査が必要であると同時に、設計時にもこれを

考慮した設計が必要だ。 
 工事区分： 日本と異なり、貸主の責任で工事する部分とテナント（出店者）が工事す

る部分の区別が曖昧なケースが多いので、リース契約時に交渉する必要がある。設計時

にもこれを織り込んだ設計が必要だ。 
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 現場の状況の確認： 物件スペースの現場の事情が正確に反映されているか。図面上で

は整合性があっても、実際の現場で照らし合わせてみると、通路幅が狭すぎる、機材の

搬入ができない、など諸々の支障が発生する場合があるので、現場に即した設計図が求

められる。 
 日米間のコミュニケーション： 自社グループで統一した店舗デザイン・ルールがある

場合でも、法規制、貸主が設定する条件、サイズ基準の違いや空間の大きさの違い等に

より、必ずしも日本のデザインをそのまま持ち込めない場合がある。これらのデザイン

調整をアメリカ側で行う必要があり、限られた時間の中で効率的に作業を行うために両

者の協力体制、スムーズなコミュニケーションが必要だ。 

【貸主提出用設計図】 

貸主に設計図を提出し、設計図の評価（review）を受け、このフィードバックを反映させて実施

設計図を最終化し、ニューヨーク市建設部に工事申請を行う。 

 

(3) 外装・看板 

外装や看板のデザイン、施工・取り付けは、ゾーン法（Zoning Resolution）によって規制されて

いる。商業地区、住宅地区、製造地区に大きく分かれるが、商業地区内でも細かく規制が変わる

ので、家主、建築士、施工業者に確認する。 

 

(4) 電気・空調・上下水道 

古いビルだけでなく、新しい物件の場合でも、建築診断（現地調査）により、状態を正確に見極

めることがプラスになる。前のテナントの使用状況によっては、修理や補強が必要な場合もある。 

物販の場合はあまり発生しないが、飲食業の例では、ガスを引かなければならない場合、排気ダ

クトをビルの屋上まで設営しなければならず、大きな追加コストとなる。 

 

2.5.3  工事申請・施工管理 

(1) 工事申請 

工事申請は登録建築士またはエンジニア専門家が行うが、ここで通常は 2 週間程度、しかし 1
ヶ月前後を要する。物件の改築の歴史、過去の違法行為、等様々な予想外の理由によって時間が

かかる場合があるので、リース契約時に細かく建物の状態に関する情報を得ると共に、できれば

前述のように、専門家による「建物診断」を事前に実施するなどのリスクを軽減する方法も検討

したい。 
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もし物件がランドマーク（景観保護対象）の場合、ランドマーク許可が必要となる。ニューヨー

ク市建設部に図面を提出し、合格しないと工事を開始できない。このランドマーク申請に予想以

上に時間がかかることがあるので、注意を要する。 

工事申請について申請手続管理コンサルタント（expediting consultant）を雇う方法もある。ゾー

ニングやビルディング・コード、景観保護等細かい規制の専門家で、申請プロセスを速やかに進

行させるサービスを提供する。 

図表 22 工事申請のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 23  

工事申請に関する項目 

  After Hours Variances   就業時間外超過時間 

  Asbestos and Abatement   アスベスト防止 

  Boiler   ボイラー 

  Certificate of Occupancy   建物使用許可証 

  Certification and Material Acceptance   資材受取と許可証 
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  Concrete   コンクリート 

  Cranes and Derricks   クレーンおよび起重機 

  Determinations   ゾーニン ni グ 

  eFiling   電子ファイリング 

  Electrical   電気関連 

  Elevator   エレベーター 

  Filing   ファイリング 

  General Liability Insurance   賠償責任保険 

  Home Improvement Contractors   ホームインプルーヴメント施工業者 

  Limited Alteration Applications   限定的変更申請 

  Place of Assembly   組み立て場所 

  Plumbing   水道・ガス・スチームの配管工事 

  Scaffolds and Sheds   足場および小屋 

  Signs   看板 

 
（出所：www.nyc.gov/html/development/applications_and_permits.shtml） 

 

(2) 施工管理 

施工管理は、日本では施工業者の仕事という認識があるが、米国では、施工管理サービスも提供

する施工会社に工事発注するか、専門のプロジェクト・マネジャーを雇うことが多い。 

工事は内装、配電、空調、水道管、ガスの各専門業者が行うが、それぞれの工事をいかに効率よ

く進行させていくかはプロジェクト・マネジャーのスケジュール管理の手腕次第である。資材の

到着が遅れたり、部分工事に時間がかかった結果、全体の工期が延長するというようなトラブル

が発生しやすい。万が一トラブルが発生した場合、解決のためのリソースやノウハウ、経験を持

つマネージャーを雇うことが重要だ。 

小規模の工事の場合、施工管理業務自体への予算が限られるので、工事発注者が主体的に施工管

理していくことが必要だ。具体的には「定期的に現場を見に行く」、「定期的に各工事担当者に

連絡を取り、何がどこまで終了したかの報告を受ける」、「必要な資材の配送スケジュールの確

認」などを行う。 

 

【よく生じる工期遅延要因】 

 用途変更によるもの。申請から許可が下りるまでの期間が 1 ヶ月を超える場合もある。 
 壁を抜くまでわからない配線やダクト等によるもの（歴史の長いビルではレイアウトや

配線図が残っていない）。もし計画外のものが発見された時は図面や配線図等の修正、

再申請の必要が生じる。 
 非組合所属の施工会社を利用し、工事中にその企業が倒産したり、下請け企業が支払い

未払いを理由に工事を中断するなど。 
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 プロジェクト・マネジャーのスケジュール管理や各専門業者とのコミュニケーションの

不足により、各工事が効率的に進行しない。 
 資材の到着の遅れ。 

 

2.5.4  店舗什器設計制作・手配 

店舗什器は、①日本の店舗仕様の什器を輸送して使用、②米国内で米国使用の什器を調達、 ③
両方を使用、のパターンがある。  

 

(1) 日本仕様の什器 

メートル法（日本）とインチ基準（米国）の相違だけでなく、空間全体の広さ、天井の高さ、米

国人にとって自然な導線、セキュリティ上の理由（盗難や什器の転倒による事故防止）等から、

日本の什器を事前に米国側の設計チーム等専門家と共に点検し、調整することが望ましい。日本

でデザインを起こし、米国で什器設計および制作する方法もある。 

 

(2) 米国仕様の什器 

米国で什器専門業者から在庫品を購入するか、業者に委託して設計・制作するかとなる。共に、

店舗の設計業者からの紹介、店舗機材・什器の展示会、インターネット上のカタログ等で調べて

発注する。 

どちらのケースでも、製造工場の多くは米国内でも遠方か国外の場合もあり、輸送時間がかかる

こと、受注発注式の大型什器の場合、素材の一部が外国製だと素材調達に時間を要すること、を

認識し、納期管理に注意を要する。日本のように期日に必ず配送されるわけではない、という前

提にたって余裕を持って発注することが好ましい。 

2.5.5 IT/電話・オフィス家具手配 

電話回線、IT 環境は設計図作成時にプランを作成する。配線工事は店舗工事の最終段階に実施

するが、一般的にはこれらも施工業者に委託する。 

オフィス家具は、購入もしくはレンタルする。いずれの場合も、設計・施工業者に委託すること

もできる。また、大手オフィス・サプライ・リテーラーやディスカウンター等で広範囲に入手可

能なので、自社で直接購入することもできる。自社で購入の場合は、内装工事完了後の床面積や

電気・電話回線の配置を確認し、綿密な配置計画を行う必要がある。 
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2.5.6  工事完了 

(1) 工事完了（Completion of Construction）の定義 

工事完了には「完全完了」（Completion of Construction）と「実質的な完了」（Substantial Completion 
of Construction）の２つのパターンがある。前者は完全に工事が完了した状態で、必要な工事内

容について、関係官庁等による検査に合格し、申請している内容を全て完了した状態である。一

方後者は、「工事は完了して入居できる状態にあるが検査等が全て完了していない状態」または

「検査は完了しているが、指摘事項があり、工事が完了していない状態」である。 

サブスタンシャル・コンプリッションの条件： 
o 全てのライフ・セイフティ・システム（life safety systems）10、屋外につながる通

風孔（weather tight envelope）が完成 
o 施設内で追加工事や工事の最終化の作業が行われるとしても、人や機材の安全が

確保されていること 

ニューヨーク市の場合、サブスタンシャル・コンプリッションでも、建物用途が変わらず、設備

の検査が完了していれば入居が可能だ。 

ただし、「用途変更」の場合、または「用途は変わらないが収容人数が増え、パブリック・アッ

センブリー（public assembly、公衆集会）項目の変更」が生じた場合は、そのままの状態では入

居できない。「一定項目の検査に合格」する、もしくは「検査の際の指摘項目が軽微な場合は関

係官庁と交渉して仮使用許可証（TCO＝Temporally Certificate of Occupancy）を取得」する。TCO
を取得する場合は、取得後入居が認められる。入居後、速やかに保留・指摘項目をクリアし、建

築物使用許可証を取得する。 

ちなみに米国建築士会による Substantial Completion の定義は、「工事が契約書に基づき十分に完

成しており、工事発注者が意図したように物件を使用できること」とある。入居後も、完了して

いない項目は完全に終了するまで管理される。 

工事完了から以下のような項目が発生する。 

 工事が完成するまで保留していた「留保金」（retainage）の支払い 
 品質・契約内容保証（warranty）の開始 
 工事延長となった場合に施工業者が工事発注者に支払う予定損害賠償金（liquidated 

damages ）の終了 
 出訴期限（statute of limitation）、法廷責任期間（statute of repose）の開始 

 

                                                             
10  ライフ・セイフティ・システム： 火災、地震等の緊急避難やこれらを予防するための建物の設備、装置。例え

ば、火災報知器、消火器、スプリンクラー、防火シャッター等。 
 



66 

 

 (2) 工事完了の手続き 

工事完了を宣言するまでには、段階的に検査が入る。 

 ラフ・インスペクション： 登録建築士が壁を立てる前に水道・電気関係が設計図どお

りか、法律どおりかを検査する。検査に合格すれば工事を継続できる。 
 ファイナル・インスぺクション： 水道・電気関係、建物全体を設計図と法律に照合し

て検査する。家主によっては、ビル専属建築士が同様に検査する条件をリース契約に盛

り込んでいる場合もあり、その検査も受けることになる。 
 ニューヨーク市建設部に工事完了の報告をする。これに基づき、工事完了証明書

（Certificate of Completion） もしくは実質的工事完了証明書（Certificate of Substantial 
Completion）が発行される。 

 

(3) 注意事項 

後者で入居する場合、建物使用許可証もしくは仮許可証が必ず必要だ。これなしに入居・営業し

た場合は違反（violation）となり、罰金を科せられる。 

また違反中に事故や火災等が発生した場合、保険請求上不利になる可能性が大きい。 

 

2.5.7  什器、オフィス家具類、機材（設備）の搬入 

什器やオフィス家具の手配を設計・施工業者に任せる場合には、通常は搬入・設置まで業者が立

ち会い、管理する。しかし店舗やオフィスが小規模の場合は、自社で手配するケースも尐なくな

い。 

自社で発注し管理する場合には、以下の点を注意したい。 

 即時検品を実施する。家具類や商品の破損だけでなく、数量や商品内容の誤りも頻繁に

発生するため、確実にチェックする必要がある。 
 ダメージが発見された場合、破損箇所や梱包材の状況を詳しく写真撮影すると共に、状

況に関するメモを作成する。これらはその後の返品・修理・修理費や破損による追加経

費の回収に必ず必要となる。 
 全てのトラブルはなるべく早く当該業者に報告することが、早期解決の鍵となる。米国

では一定期間内にクレームしないとクレームとみなされなかったり、回復までに余分な

時間がかかることがある。 
 納品書、受領書等の書類の管理を徹底すること。配送業者の手書きで読めないような書

類は、その場で確認する。 
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2.6  オペレーション・システム計画 

不動産物件の契約や工事という大きな業務と並行し、実際に商品が滞りなく店舗に着荷し、販売

できる体制を作らなければならない。 

このシステムをいかに合理的に組み立てるかによって、利益高に影響が出る。しかし一度システ

ムを構築すると、営業しながら変えることは難しい。余裕を持って調査し、選択できることが好

ましい。 

 

2.6.1  ロジスティクス計画 

(1) 販売商品リストの作成 

商品をニューヨークに運送する場合、着荷日が遅れたり、販売に必要な商品が輸入できない等の

トラブルの原因となるのが通関である。これをスムーズに行うためには、早い段階で販売商品リ

ストを作成し、フォワーダーと相談の上、書類を準備・商品登録の手続きを行う。場合によって

は、輸入が難しい商品を販売商品リストからはずすことも検討する。 

 

(2) 輸入に関する規制 

ニューヨークで小売ビジネスを行うに際しては、外国からの物品の輸入が必要になることも尐な

くない。輸入については関税その他独自の細かな規制が存在するため、必ず専門家に具体的な規

制を確認する必要があるが、特に重要と思われる点を解説すれば次のとおりである。 

まず、対象となる商品を輸入するために、何らかの許可を得る必要があるのかを検討する必要が

ある。例えば日本からの輸入であれば、日本からの輸出について日本政府からの許可が必要か、

そして米国への輸入について米国政府からの許可が必要か、の双方を検討することとなる。米国

当局は、輸入される物品によって、許可、ライセンス、その他の認証を要求している場合がある。 

米国における関税は物品ごとに異なっている。無料で輸入される場合であっても、通常は関税が

かかる。したがって、まず重要なのは、自社のビジネスで輸入しようとする商品に適用される関

税率を知ることとなる。特に、例えば家具が木製か鉄製かといった一見小さな違いが、異なる分

類として関税率の大きな違いにつながることもある点には留意が必要である。その物品がどの分

類に属するのか不明確な場合には、輸入者は、米国税関に適用される税率を示す書面を要求する

ことができる。また、物品によっては輸入割当制度（Quota。輸入可能な数量や金額を制限する

など、品目によって自由な貿易を制限する制度）の適用を受ける場合もあるので、輸入する前に

必ず確認しておく必要がある。 

輸入する物品について要求される表示、ラベル、梱包についての規制を正しく確認しておくこと

も重要である。物品によっては、その物品特有の規制が存在する場合がある。また、輸送のため
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にどのような梱包をすべきかを知ることも重要である。一種類の物品のみの梱包や、統一された

梱包での輸入の場合には、試験・検査が迅速に行われる。 

物品を輸入する企業自らが通関手続を行うこともできるが、ライセンスを持つ通関業者に対して

であれば、これを依頼することも可能である。多くの輸入業者は、通関業者（および通関を扱う

弁護士）を利用している。 

C-TPAT（Customs-Trade Partnership Against Terrorism）への参加を検討することも考えられる。

C-TPAT とは同時多発テロ事件後に導入された米国政府によるイニシアティブ・プログラムで、

メンバーは、セキュリティとサプライチェーンの管理において一定のベスト・プラクティスを行

うことと引換えに、国境での手続を迅速化することができるというものである。C-TPAT には現

在１万以上のメンバーが参加しており、反テロリズム協定の中でも世界最大となっている。 

米国への輸入に関するガイド 
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf 

 

(3) 輸送計画の立案 

販売する商品が決定したら、輸送計画を立案する。日本の物流倉庫からニューヨークに輸送する

ケースと、中国等海外の生産工場から直接ニューヨークに出荷するケースがある。 

【日本の物流倉庫から出荷】 

 自社で商品管理しているため、必要な商品や数量を柔軟に梱包し、出荷しやすい 
 米国向けに英語でラベルや値札を日本国内で制作し、取りつけることも可能 
 出荷手続きが早く、スムーズなケースが多い 

【海外生産工場から出荷】 

 工場との関係の深さによるが、日本の倉庫から出荷するのと比べて柔軟な対応が効かな

い場合がある。例えば、出荷数量はカートン単位でないと出荷できない、など 
 英文ラベル等の手配や取り付けが指示どおりにいかないケースもある 
 出荷手続きが日本に比べるとスムーズでないケースがある。例えば、輸送トラックが予

定日に工場に貨物引取りに来なくても、その報告が工場から荷主にないために、商品輸

送が遅れる、など 

 

(3) フォワーダーの選定 

日本国内からであれ、海外からであれ、日系企業を第一候補に考えるケースが多いようだ。主な

理由は、日本本社との関係、一般的に日系のフォワーダーは日本企業の事情をよく知り、細かい

物流管理を期待できるので、納期通りに商品を受け取ることができることが多いためである。 

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf
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フォワーダーを選定する場合は、以下のような点に留意したい。 

 クライアント・リストと評判 
 通関に必要な知識（規制、使用港湾や空港の特殊な条件、書類作成等）と経験が十分に

あるか 
 常に最新の情報を持っているか 
 海外工場から出荷する場合、そのエリアに同グループのエージェントがいるか 
 細かい内訳のある料金表があるか 
 サービスの内容。輸送管理サービスだけでなく、倉庫スペースのリース、在庫管理、卸

売事業や e コマース事業に必要となるピッキングと出荷作業代行、物流マネジメントに

必要なシステムの IT サポートを展開する企業もある 

 

2.6.2  商品在庫保管スペース、倉庫 

商品在庫の保管およびフルフィルメント・システムは、必要に応じて迅速に店頭に商品を補充し

たり、顧客に出荷できること、正確に在庫管理できること、セキュリティが厳しく盗難や破損が

ないこと、適正な管理コスト、が重要だ。 

 

(1) 店舗内での商品在庫保管スペース 

コスト面を考慮すると店舗内に確保するのが好ましいが、物件選定、設計の段階で以下に注意を

要する。 

 商品が着荷した後の荷捌き、検品スペースは十分にあるか 
 在庫システム入力のためのワークステーションおよびインターネットアクセスや電源の

確保 
 従業員が常時作業をしてもよい環境か（用途確認／健康面での環境確認） 
 商品補充がしやすいか 
 保管スペース効率が高いか 
 天井からの水漏れ、床下からの浸水、極度な室温等、商品にダメージを与える要素はな

いか 
 建築法等規制に反していないか 
 米国では社員による万引きも多いので、保管スペースにも鍵をかけられるか 

 

(2) 店舗外での商品在庫保管スペース 

店舗外に保管スペース（storage space, 月極め等でスペース料金を支払い、保管サービスのみ）

を借りる場合は、以下を留意する。 
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 店舗への商品移動を短時間でできるか 
 簡単・迅速に出荷手続きを行ってくれるか 
 商品を安全に保管しているか 

 

(3) 倉庫、フルフィルメント・サービス 

多くの倉庫（warehouse）では、保管だけでなく、ピッキングおよび出荷サービス、在庫管理等

フルフィルメント・サービスも提供するので e コマースや卸売事業を展開する場合、活用できる。

上記①、②の留意点に加え、 

 サービス毎の料金体系が明確かどうか 
 保管商品の破損や盗難に関する責務、保険の状況の確認 
 倉庫のセキュリティ状況 
 （もしカートンや輸送書類、商品ラベルに日本語が多い場合）日本語を読めるスタッフ

の有無 

 

2.6.3  販売管理システム 

売上から在庫までトータルに管理する POS システムは、日系のシステム・コンサルティング会

社から紹介を受ける、インターネット・サーチで米系のサービス会社からリテール向けのソフト

ウェアとハードウェアを購入、等の方法がある。いずれもインストレーションやメンテナンス・

サービスを受けることができる。 

 

(1) POS システムの選定 

システムはインターネットやトレードショーでの評判やレーティング、クライアント・リスト等

で複数のシステムに絞込み、候補企業にシステム・デモンストレーションを実施してもらう。意

思決定者に加えて関係部門（販売、商品管理、在庫管理、会計・財務等）の担当者が集まり、デ

モンストレーションおよび Q&A をしてもらうことが好ましい。できれば複数のシステムを比較

するのが望ましい。以下の点を考慮する。 

 過去の実績があり、安定的でトラブルが尐ないとの評価を得ているシステム 
 クライアント・リスト 
 取り扱い商品、店舗数にふさわしいシステム 
 ソフトウェアのデプロイメント方法（店舗に来店してインストールしてくれるのか、イ

ンターネットを利用した外部操作か） 
 必要とする機能 

o ポイント・オヴ・セールス 
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o 在庫管理（Inventory Management） 
o 顧客管理（Customer Management, Customer Relations Management） 
o 会計（Retail Accounting） 
o E コマース（e-Commerce） 
o 倉庫管理システム（Warehouse Management Systems） 
o 商品管理（Merchandising Planning & Management） 
o ビジネス分析レポート（Business Intelligence） 
o その他（Loss Prevention, Product Lifecycle Management, Cross-Channel Order 

Management 等） 
 現場での使い勝手のよさ、およびチェックアウトに要する時間の早さ： できれば販売

員か販売経験者にデモに参加してもらい、フィードバックを得る 
 カスタマイズ可能な範囲／後からモジュールに機能を追加できるか 
 インストレーションやテストラン等初期サービスが無料で含まれているかどうか 
 ハードウェア（レジスター）も一緒に購入できるかどうか 

 

(2) メンテナンス・サービス契約 

社内に IT 専任スタッフがいる場合でも、システムを大切なデータを正確に管理するために契約

する。契約内容をよく確認することが必要で、特にトラブルが発生した場合のカスタマー・サー

ビス体制（例：週 7 日 24 時間相談できるか）をチェックする。 

 

(3) クレジット・カード、デビット・カード決済システム 

2.3.3 で既述のとおり、銀行でマーチャント・アカウント11の開設が必要となる。 

アメリカン・エクスプレス、ビザ、マスターカード、ディスカバー等が一般的だが、料金体系を

比較検討する。料金体系は多層に渡ってチャージされ、日本では馴染みがないものもあるので、

内容をよく確認する必要がある。以下は一例であり、個別の料金体系は銀行やクレジットカード

会社に確認されたい。 

 月額ミニマム・フィー：最低保証フィー 
 取引手数料 
 オーソリゼーション・フィー：カード決済に対する銀行側の承認手数料。取引手数料と

は異なる。 
 月次報告書フィー：1 ヶ月間の取引内容のレポート 
 カスタマー・サービス・フィー：メンテナンス・フィーとも呼ばれる 

                                                             
11 マーチャント・アカウント：銀行口座の 1 つで事業主がクレジット・カードやデビット・カードによる支払いを受

けることができる。 
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 早期解約フィー：通常 1－3 年の契約期間だが、それ以前に解約した時に発生 
 俗称、不愉快フィー（Nuisance fee）：カード利用停止となり、再びカード入力する時の

フィー。徴収金額が高いため 

 

(4) 銀行小切手、トラベラーズチェック 

小切手での支払いを受け付けるかどうか、その場合の手続きについて社内ルールを作成する。 

 クレジット・カード番号と運転免許書もしくは他のフォト ID 番号の記録 
 TeleCheck のような小切手保証（check guarantee）サービスの利用 

 

2.6.4  クレジット・カード・データの保護 

(1) クレジット・カード業界のセキュリティ基準 

ビジネスにクレジット・カード決済を用いる場合、クレジット・カード業界のセキュリティ基準

（Payment Card Industry Data Security Standard。「PCI DSS」）について知っておく必要がある。

PCI DSS とは、クレジット・カードのデータ・セキュリティを強化するために PCI セキュリティ

基準理事会（Payment Card Industry Security Standards Council。「PCI SSC）が作成した業界の自

主規制ルールであり、カード発行機関のために商取引を処理する小売事業者が、クレジット・カ

ードのデータを保管、処理、送信する際に、最低限のセキュリティ基準を満たすことを義務付け

ている。 

 

(2) セキュリティ基準の概要 

 PCI データ・セキュリティ基準 
 ペイメント・アプリケーション・データ・セキュリティ基準 
 PIN（Personal Identity Number）トランザクション・セキュリティ 
 ポイント・トゥ・ポイント暗号化 

 
PCI セキュリティ基準について 
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php 
 

 (3) セキュリティ基準に満たない場合のリスク 

PCI SSC は、クレジット・カード業界の大手（American Express、JCB International、Discover Financial 
Services、Visa、MasterCard 等）によって設立されたもので、よって PCI DSS は法律ではなく、

業界の自主規制である。自主規制ガイドラインだからといって、小売業者は顧客データの漏洩や

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php
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データ・セキュリティのトラブルによってもたらされる風評、経済、法律上のリスクを過小評価

してはいけない。例えば、PCI DSS に準拠しなかった結果としてデータのセキュリティに問題が

発生し、データを漏洩させた企業は、FTC から科される民事制裁金ならびに年次監査等の負担

を負う可能性がある上、カード発行会社からの契約違反訴訟や、カード利用の禁止、消費者から

の集団訴訟等の訴訟対応に追われる可能性がある。このようなリスクを最小限に抑えるため、オ

ンラインまたは POS システムでクレジット・カードによる支払いを受け付ける小売事業者は、

PCI DSS を満たすことが重要である。 

 

2.6.5  在庫管理システム 

在庫管理は POS システムで数値管理するが、日本に比べて販売データ入力ミス（キャッシャー

のレジ操作ミス）や棚卸減耗が大きい傾向にあるので、実際の店舗運営現場では POSシステムと

平行して、在庫数や検品作業等を従業員が実際にリストとつき合わせて目で確認するなどで対応

しているケースが多くみられる。 

 

(1) 在庫管理システム 

POS システム選定時に在庫管理システムが自社の事業に適正かどうかを確認する。大幅なカス

タムメイドが必要な場合は、この作業時間も踏まえてシステム購入を計画する。 

 

(2) 在庫管理、商品管理要員の採用 

米国では在庫管理（inventory control） 、商品計画・管理（merchandising planning）は専門職と

してと確立しているので、専門的な人材を採用することができる。専門領域での経験、システム

への精通度、商品知識、財務・会計知識、在庫を管理するため信頼性を確認する。 

 

(3) 店舗販売側での在庫管理（破損、盗難） 

米国では残念ながら商品の破損、万引き、返品による不良品が多く発生する。顧客による破損や

盗難だけでなく、業界では社員が原因の場合の方が多いとも言われている。以下は注意すべき点

である。（防犯対策については、2.6..7 にて後述する。） 

【店内での破損】  

 顧客によるものでは、体型や動作、文化の違いが原因であろうが、荷物や体の一部が商

品に触れての破損、無理矢理着脱することによる破損など、不注意による破損が事欠か
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ない。通路幅を広く取る、破損しやすいものは商品サンプルと販売在庫の陳列を明確に

分ける、壊れやすい高額品は陳列台に仮止めの固定するなどの工夫をする。 
 社員（特にヴィジュアル・マーチャンダイジング担当者）による不注意な破損も多い。

著しい場合は、社内ルールを設け、一定以上の破損に対するペナルティを科す場合もあ

る。 

 

【返品による破損】 

 顧客サービスの一環としてみなされる返品は、多くの企業でルールが簡単であるため、

使用済みだったり破損したものでも返品されてくる。著しく利益率に影響を与える場合

は、返品ルールを見直し、明確に顧客に伝えられるように店内サインやレシートを作成

する。 

 

(4) 棚卸 

日本に比べて数を数えたり、暗算が得意でない人の比率が高いため、マニュアル・カウント（社

員が商品を数える）より、スキャナーを利用したり、外部の実地棚卸サービス会社に委託するケ

ースもある。 

【自社社員のみで実施する場合】  

 棚卸実施日・時間帯の設定： 営業時間を減らさないスケジュール、スタッフへのオー

バータイム費用を考慮する。 
 マニュアル・カウントか、スキャナー使用か： レンタルのスキャナーや POS システム

のアクセサリーとして購入できるものもあり、商品在庫の数量・内容によって専用器具

を使用した方が正確で効率がよい。 

【外部実地棚卸サービス利用の場合】 

 見積もりの段階で、派遣されるカウンターの人数や労働時間が適正かを確認する。 
 実施当日は、滞りなく作業が進行しているかを監督し、商品に関する派遣スタッフの細

かい質問に答えられるよう社員を配置する。 

報告書の数値を自社で検査する必要があるので、契約時には支払いのタイミングや数値があまり

にも実勢と乖離した場合の対応などの細かい条件を確認する。 
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2.6.6  保険 

米国でビジネスを行うに当たっては、各種の保険が必要となる。その理由は、事故・怪我・盗難・

雇用関連等、トラブルが発生した時、業者、顧客、従業員の各方面からの訴訟が非常に多いため

である。一方で保険料は企業経営にとってコスト・アップとなるため、内容を吟味し、必要なも

のを吟味して加入する。 

小売販売業者に関係する保険は、自社が営業を行う上で必要な従業員やビジネスのプロテクショ

ンのために加入する場合と、工事や IT システム、その他コンサルテーションを実行する取引先

が加入しなければならないものがあり、後者は契約時に必要条件として組み込むことが多い。 

保険は強制的に加入しなければならないもの以外は自社の判断となるが、事業内容を十分に考慮

し、本当に必要であるかどうか、トラブルが発生した場合のコストと保険料コストはどちらが大

きいか、トラブルを未然に防ぐための投資（例：盗難予防のためのセキュリティガードの採用）

および加入するのであれば複数の保険プランを比較し、カバー率とコストが自社ニーズにマッチ

するかどうかを検討したい。 

 

【従業員福利厚生】 

 強制： Worker’s Compensation Insurance 
 強制： Disability Insurance 
 支払い義務がある場合は強制： Unemployment Insurance 
 Health Insurance 
 Dental Insurance 
 Life Insurance 
 Retirement Plans 

【経営・営業】 

 General Liability Insurance  
 Excess Liability Insurance 
 企業が車両を有する場合は強制： Business Automobile  Insurance 
 EDP (electronic data processing) Insurance 
 Product Liability Insurance 
 Business Income Insurance 
 Commercial Crime Insurance 
 Employee Dishonesty Coverage 
 Utility Services Coverage  
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2.6.7  防犯対策 

ニューヨークは防犯対策が欠かせない街でもある。最近は治安が改善し、全米でも安全な都市に

なりつつあるが、顧客や社員による万引きの発生率は日本より高い。特に、社員による万引きも

多い。 

※全米小売業界における年間盗難被害額：顧客によるもの 130 億ドル、従業員によるもの 250 億
ドル 

以下は一般的に行われている防犯対策である。これらのサービスを総合的に提供する警備会社

（full-service security company）にコンタクトし、必要なサービスを契約する。 

 

(1) 警備員（security guard） 

警備員はニューヨーク州に登録し、ライセンスを持たなければならない。ライセンス取得には、

過去の犯罪歴等のバックグランド・チェックに合格し、初年度計 24 時間、以後毎年 8 時間の研

修受講が要件となっている。警備会社と契約し、警備員を派遣してもらう。 

なお、通常の店舗運営だけでなく、店舗外のスペースでイベントを行う場合も警備員を配置する

方が危機管理の視点からは好ましい。特にゲストに VIP やセレブが参加する場合は必須といえ

る。 

店舗運営に関する他のサービスで一般的なのは、 

 従業員のバックグランド調査 
 盗難（Loss Prevention）に関するコンサルテーション、従業員研修 
 従業員による盗難やカスタマー・サービス上の不正調査（Mystery Shopper） 

 

(2) セキュリティ・システムへの加入 

防災・防犯システム・サービスを総合的に提供する会社が NY 市内には数多くあるので、これら

の導入も検討したい。 

 防犯カメラ・防犯ビデオ 
 施設全体の監視システム 
 火災報知機・スプリンクラー・モニター 
 環境モニタリング（室内温度、湿度、水周りの監視） 
 アクセス・コントロール・システム（オフィスや商品保管スペースへのアクセス） 
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(3) セキュリティ・タグの設置 

ニューヨーク市内のほとんどの大型店舗では、商品盗難防止を目的にタグをつけ、出入り口にデ

ィテクターを設置している。米国の小売店舗はフロアの従業員数が尐なかったり、日本と異なり

自分に与えられた業務以外には無関心だったりすることが多いので、盗難を店内で発見すること

が非常に困難であり、このようなシステムが必要となる。 

これを設置する場合には、警報音が鳴ったときにショッピングバッグや私物を点検するため、警

備員を配置するか、そばにいる販売員が適切な対応できるようマニュアル化する必要がある。 

 

(4) 万引き・不正を通告した際の報奨制度の導入 

前述のように、従業員による盗難（employee theft）が多く、店内で万引き（shop lifting）を発見

することが非常に難しいため、社員による通告を奨励するために、会社規則の中に報奨制度を導

入する小売業者は非常に多い。 

報奨内容は一般に現金の支給で、企業側が損失を防ぐことができたことを証明できれば 1 回につ

き 25 ドルから 100 ドルと言われているが、盗難が多く物価の高いニューヨーク市内では 500 ド

ルとも言われている。 

 

(5) コンサルテーション 

小売業に特化して防犯（loss prevention）・防災（environmental security）に関する制度・システ

ム作り、研修を行うコンサルタントは非常に多い。必要に応じてサービスを受け、自社ニーズに

あったシステム設計を行うことも可能である。 

安全になったとはいえ、地区によっては万引きや盗難が後をたたない。ニューヨーク市警察も、

人命がかかわらない場合、小売店での盗難通報にはあまり機敏に対応しないケースがあるとも聞

く。また一度被害に合うと、セキュリティ体制が甘いとの評判がたち、被害が繰り返されるケー

スもあるという。あくまで日本とは事情が異なる、という前提で検討したい。 

 

2.7  労務管理 

ニューヨークにて小売ビジネスを開始しようとする企業にとって、必ず押さえておくべき重要な

ポイントの一つが、従業員の採用やその後の労務管理等を含む雇用・労働法関係の法令・規則の

遵守である。企業にとって法令遵守（コンプライアンス）は重要であるが、特に労務関係法規に

ついては、これに違反すると当局からの各種ペナルティや従業員からの訴訟提起等、重い金銭

的・時間的負担に直結するリスクがあるため、特に注意を払う必要がある（近時、ニューヨーク
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でビジネスを行う上での最も大きな法律上のリスクは、この労務関係の訴訟やペナルティである

といっても過言ではない）。他方で、労務環境を適切に整えることができれば、優秀な人材を集

めることによって、ビジネスをより強力に展開していけることになる。 

 

2.7.1  採用プロセス 

ニューヨーク州は 「At Will（アット・ウィル）」、すなわち退職および解雇自由の原則を採用

している州である。At Will とは、雇用主が、従業員の雇用をいつでも、どのような理由によっ

ても、通知をしても、あるいは通知をしなくても、解雇することができる、という雇用の形態で

あり、特に明確な合意がない限り、雇用主と従業員の関係は At Will となる。なお、この At Will
原則にはいくつかの例外があり、例えば、差別のような非合法的理由によって従業員を解雇する

ことはできない。日本では通常用いられていない形態であるため、日本から進出する企業・経営

者は、まずこのような契約形態で採用することが一般的であるという点を理解しておく必要があ

る。 

また、採用の場面においては、差別的理由により特定の人物の採用を拒否することはできないな

ど、日本における以上に、雇用主として注意が必要な点がいくつかある。したがって、雇用主と

しては、自らのビジネスをしっかりと守っていくために、次の各書類を整備しておくなど、ビジ

ネスを開始する段階から実践しておくべきプロセス・手続がある（これらの書類や手続の一定部

分は、法律で規制されている）。 

 

(1) 応募（Application）  

雇用主としては、求職者が雇用に応募する際に、雇用申込書（Employment Application Form）へ

の記入と署名を求めることが望ましい。すなわち、申込書によって、雇用主としては、各応募者

の背景資格および経験をよりよく理解する機会が得られるとともに、いくつかの記載項目を通じ

て、応募者に対し、明示的にその雇用が At Will に基づいていることを知らせることができる。

また、雇用主としては、採否の判断を下すための信用照会先や、その他の背景情報の提供を求め

る機会でもある。 

ただし、せっかく雇用申込書を利用する場合でも、不適切な表現を用いていたり、古い内容であ

ったりすると、雇用主は、年齢、人種または妊娠等を理由に採用されなかったといった法的主張

を受けるリスクにさらされるものであり、百害あって一利なしである。したがって、質問事項は

当該職務に関係のあるもののみにするということが重要である。また、応募者に対しては、提供

する情報の真実性を確認させ、虚偽の記述は解雇の理由になることを理解させる必要がある。 
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(2) 面接（Interview）  

採用プロセスにおいて、直接本人と会って話をする面接が重要なのはいうまでもない。 

ここでもまた、応募者に対する質問を、知る必要がある範囲の情報のみを収集するものに限定す

ることが重要である。特に、年齢、人種、宗教、肌の色、出身国、性別、妊娠、性的指向、身体

障害、遺伝子的素因、逮捕歴、家族や婚姻の状況など、一定の保護されるべきカテゴリーに直接・

間接に関連したり、それを反映したりする質問やコメントは、ごく限られた例外を除いては、す

るべきではない（日本では、特に問題なく行われている質問も、米国では違法と判断される根拠

となり得るということを心に留めておく必要がある）。 

 

(3) オファー・レター（Offer Letter）  

求職者に職を提示することとなった場合には、ポジション、給与額、勤務開始日等の雇用条件を

明確にするためにオファー・レターを交付すべきである。オファー・レターは、雇用契約書では

なく、雇用が At Will に基づくものであることを明確に示すものとすべきである。また、オファ

ー・レターにおいては、新規従業員に、従前の雇用主との間に、競業禁止のような、会社に法的

責任を生じさせる可能性のある合意や取り決めがないことを表明させるべきである。さらに、新

規従業員には、会社のポリシー（規則）や手続に加え、秘密保持契約やその他の合意についても、

署名、遵守を要求することになることを、オファー・レターで説明する必要がある。 

 

(4) 職務明細書（Job Description） 

職務明細書は、正しく使用され、アップデートされていれば、雇用主にとって効果的なツールと

なり得るものである。職務明細書には、その職務の全ての内容と必須・本質的な機能、そして各

職務に適用される精神的、身体的および学術的要件を明示するべきである。これらを記載した職

務説明書は、雇用主が、どのような職務について採用をしていたか、従業員が職務の機能と必要

とされる能力についてどのような説明を受け、どのような前提で採用されたかについての明確な

証拠となるので、例えば、後に従業員を解雇する際に、差別的理由ではなく、職務に必要な能力

を欠くようになったために解約したことが容易に説明できることとなる。 

(5) 身元調査（Background Check） 

誤った採用は、雇用主にとって高いコストとなる。そのため、多くの雇用主は、身元調査の結果

に基づく、という条件付雇用を行っている。この身元調査においては、特に、ポジションのオフ

ァー前、あるいは雇用の開始前の時点で、応募者の従前の学歴、職歴、そして信用照会を確認す

ることが可能である。 

この身元調査については、連邦法およびニューヨーク州法が様々な規制をしているので注意が必

要である。例えば、信用調査会社（Credit Reporting Agency）を利用して身元調査を行う場合に
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は、身元調査を行う「前に」、雇用主は、従業員・応募者から、これについての通知書および同

意書への署名を得ることが要求されている。したがって、応募の段階で、応募者に必要な書類に

署名させておくことが望ましい（ひとたび署名を得たら、雇用主は、一般的には雇用のどの段階

でも身元調査を行うことができる）。ただし、雇用主としては、身元調査の結果に基づいて、雇

用をしないなどの不利益な対応をする場合には、関係法令の定めに違反しないよう所定の手続

（書面で通知を行うなど）をとる必要がある。 

これに加えて、法は、応募者を雇うかどうかを決定する際に考慮できる情報の種類に関して厳格

であるため、雇用主は、身元調査の依頼には信頼のおける会社を選んだ上で、調査結果に基づい

て雇用のオファーを撤回する場合には、事前に弁護士に相談しておくことが望ましい。 

また、身元調査によって、当該従業員によって傷害を負わされた者、被害を受けた者または不当

な扱いを受けた者から、雇用時の審査や雇用の継続について過失があったという主張がなされた

場合に、雇用主を守ることにつながる場合もある。 

 

(6) 人事ファイル（Personnel File） 

各従業員の人事ファイルは、鍵をかけて厳重に保管し、ファイルへのアクセスを制限しなければ

ならない。ニューヨークでは、人事ファイルは会社の所有物であり、雇用主が別の定めを置かな

い限り、または裁判所から記録提出を明じられて当該従業員が許可を与えない限り、従業員がこ

れを見る権利はない。人事ファイルには、通常、雇用主が従業員の雇用適格性を判断するための

情報、福利厚生プラン、報酬、昇進、異動、解雇、懲戒処分等の不利益処分の情報などが含まれ

ている。後述する医療情報およびＩ－９フォームは人事ファイルとは別に管理しておくべきであ

る。 

 

(7) 医療ファイル 

各従業員の医療ファイルは、人事ファイルとは別に管理しておくべきであり、これらも同様に鍵

をかけて厳重に保管し、アクセスを限定しなければならない。医療ファイルは秘密の従業員情報

と考えられ、通常、医者、精神科医、または心理学者によって作成された書類、文書、報告書で

雇用主が保存するものが含まれる。この中には、薬物・医療の検査を含む場合があり、また、育

児介護休業法（Family and Medical Leave Act）の下で要求されている情報・証書や、病欠に関す

る情報・証書が含まれる場合もある。 

なお、雇用主は、従業員に対し、遺伝子情報差別禁止法（Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008)の定める医療情報を要求することを禁じられている点にも注意が必要である。 
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※ 遺伝子情報差別禁止法の定義する「遺伝子情報」には、家族の医療履歴、本人・家

族の遺伝子検査の結果、本人・家族が遺伝子治療を求め、または受けた事実、本人・家

族の胎児・胎芽に関する遺伝情報等が含まれる。 

 

(8) 従業員の適切な区分 

労働者を誤って区分することは、典型的な労働問題の一つである。労働者の適切な区分が企業に

とって決定的に重要なのは、誤って区分した場合に、遡及的に発生する税金やニューヨーク州労

働局の監査を受けることを含め、コストが大きなものとなるためである。二つの最もよくある区

分の誤りは、①実際はノン・エグゼンプト（Non-exempt）である従業員をエグゼンプト（Exempt）
と分類する場合と、②従業員を独立契約者（Independent Contractor）であると分類する場合であ

る。 

① エグゼンプト（Exempt）かノン・エグゼンプト（Non-Exempt)か 

これは、日本における「管理監督者」に当たるかどうかの議論と若干関連している12。 

すなわち、ニューヨークにおいては、従業員は基本的にはノン・エグゼンプト、すなわち、公正

労働基準法（Fair Labor Standards Act。“FLSA”）の下で、最低賃金と時間外手当の保障を受ける

者であると考えてよい。一般的に言って、ノン・エグゼンプト従業員は、週 40 時間を超えて働

けば、通常の 1.5 倍の割増賃金を受け取る権利がある。 

一方、公正労働基準法は、一定の従業員について、最低賃金と時間外手当の規定を「エグゼンプ

ト」すなわち、適用除外としている。最も典型的なエグゼンプトは、いわゆる「ホワイトカラー・

エグゼンプション」として知られる類型で、経営者、管理者、専門職、外部営業職員、一定の技

術を持ったコンピュータ専門職、高額賃金の従業員（年間 10 万ドル以上）等を含んでいる。従

業員をエグゼンプトと区分するためには、必ず所定の要件を満たす必要がある（満たした場合に

初めてエグゼンプトとなる）ことに留意すべきである。 

② 従業員（Employee）か独立契約者（Independent Contractor）か 

これは、日本における「偽装請負」等の場合の「雇用か請負か」といった議論に類似する。 

労働者が独立契約者か従業員かを区分するためには様々な判断要素があるが、一般的にいえば、

独立契約者は、その義務を尽くすに際し、指揮命令・指示・支配を受けずに、独自でビジネスを

行い、特定の者ではなく一般の公衆に対し業務・サービスを提供する者である。 

 雇用主は、連邦・州それぞれの法律の要求する各種の法的義務（最低賃金、時間外手当、賃金

相場（Prevailing Wage)、失業保険、労災保険（Workers’ Compensation Insurance)、社会保障、一

                                                             
12  日本でも、労働法改正の議論において、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入が提唱されたが、反対も強く、

見送られたまま現在に至っている。 
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時障害保険、賃金支払い、所得税等）の負担を免れようとして、労働者を独立契約者であると区

分しようとすることが尐なくない。ニューヨーク州は、従業員を独立契約者であると不適切に区

分する雇用主に対しては、厳しい態度をとっているので、留意が必要である。 

 

(9) その他雇用書類 

その他、関係法律によって要求される書類等として、次のようなものを挙げることができる。 

 W-2 フォームまたは該当税金フォーム 

 医療費支出口座用紙 

 口座振込申込書 

 ヘルスケアその他の福利厚生プランに関する情報 

 

2.7.2  雇用主が遵守すべきニューヨーク州および連邦法 

ニューヨークにおいて従業員を雇用し、新たにビジネスを開始するに当たって、雇用主として遵

守しなければならない法律上の規制は、次のとおりである。 

 

(1) I-9 フォーム 

連邦法は、全ての従業員に対し、米国で働く資格があることを証明する文書として、I-9 フォー

ムの提出を求めており、所要の文書を雇用開始 3 日以内に提供しなければならない。これらの書

式は、人事および医療ファイルとは別に保管しておく必要がある。 

 

(2) 賃金盗難防止法（Wage Theft Prevention Act） 

2011 年 4 月 9 日に施行された、ニューヨーク州賃金盗難防止法（Wage Theft Prevention Act）は、

ニューヨークの雇用主に対し、従業員に対し、給与条件等を書面で通知すること等を義務付ける

ことにより、賃金不払いの防止をはかっている。 

すなわち、ニューヨークの雇用主は、すべての従業員（エグゼンプト、ノン・エグゼンプトにか

かわらず）の雇用時とその後各年の 1 月 1 日から 2 月 1 日の間に、また給与条件の変更前に、「給

与等級および給与支払日の通知・確認書」を交付し、従業員の署名を取得し、雇用主は原本を 6
年間保管し、従業員には写しを交付する必要がある。通知・確認書の書式は、州法を遵守してい
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れば、雇用主が独自の用紙を作成することは自由であるが、ニューヨーク州労働局所定の書式13

に必要な修正を施して利用することが望ましいと考えられる。なお、同法は、上記通知義務違反

について金銭支払い等のペナルティを課しているので、注意が必要である。 

 

(3) 従業員の秘密情報の保護 

雇用主は、従業員の社会保障番号（Social Security Number）を公表・掲示したり、印刷したり、

アクセスが限定されていないファイルに入れたりしてはならない。また、雇用主は、従業員の社

会保障番号、自宅住所、電話番号、個人のＥメールアドレス、インターネット情報、旧姓、親の

名前、運転免許証番号等の個人識別情報を公開してはならない。 

 

(4) 食事および休憩時間（Meal and Break Periods）  

雇用主は、Non-exempt の従業員に対し、次の 3 種類の無給休憩および食事時間を提供しなけれ

ばならない14。 

i. 食事時間を挟んで（例：午前 11 時から午後 2 時）6 時間以上働く全ての従業員に

対し、30 分間の食事・休憩時間 
ii. 午前 11 時以前から午後 7 時以降までのシフトで働く全ての従業員に対し、午後 5

時から 7 時の間に追加の食事・休憩時間を 20 分 
iii. 午後 1 時から午前 6 時の間で 6 時間以上働く全従業員に対し、食事・休憩時間と

して 45 分 

 

(5) 給与からの控除（Deduction） 

雇用主は、法律で特に認められている場合を除いては、従業員の賃金からの控除をすることはで

きないので注意が必要である。認められるのは、次のような場合に限られる。 

i. 法律により認められている場合、または政府機関による何らかのルールや規則に

基づいている場合 
ii. 従業員の利益のために明示的に従業員が書面で許可した場合（なお、この許可は、

雇用主の建物の中に保管されていて、かつ、控除が保険料、年金、健康保険また

は福利厚生の支払い、寄付金、米国国債の支払い、労働団体への会費や査定額の

支払い、その他これに類する従業員の利益のための支払いに限定されていること

が必要）。 
                                                             
13 http://www.labor.ny.gov/formsdocs/wp/ellsformsandpublications.shtm 
14 限定された状況下では、より短い食事・休憩時間が認められる場合もあり得る。なお、20 分以下の休憩時間につ

いては、賃金を支払わなければならない。 
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雇用主が従業員に対して、就職または雇用維持の条件として、従業員の賃金の一部について、寄

付の見返りや貢献としての支払いを要求することは違法である。 

ニューヨークにおける違法な控除の例としては、ローンの返済、前金または借金、雇用関係費用

の回収、破損物品等の回復、雇用主または雇用主がスポンサーする店舗、食堂等からの購入、キ

ャッシュ・レジスターの不足金額等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。上述し

たとおり、雇用主は、賃金不払いによって法律上重い責任と負担を負う立場に置かれるため、賃

金からの控除を行う場合には、必ず事前にその適法性を確認するべきである。従業員の主張が認

められれば、不払賃金、合理的な金額の弁護士費用、判決までの利息、支払義務を負う賃金の合

計と同額の法定賠償金支払いを命じられる上、さらに故意に必要な賃金を支払わなかった雇用主、

役員、会社の代理人は刑事罰にも服することとなる。 

 

(6) EEO-1 雇用情報報告 

米国雇用機会均等委員会（US Equal Employment Opportunity Commission）は、100 人以上の従業

員を有する民間雇用主に対して、性別および人種・民族に関するデータを職種グループに分けて

収集、報告することを要求している。 

 

(7) 新規採用者に対する雇用主の報告義務  

雇用主は、ニューヨーク州税法により、新規採用従業員ごとに、採用日より 20 日以内に、氏名、

住所および社会保障番号を州に報告しなければならない。また、雇用主は、扶養家族健康保険手

当が提供されるかどうか、および従業員が同手当の受給資格を得る日についても報告しなければ

ならない。報告を怠ると、雇用主に対して罰金が科せられる場合もある。 

(8) 掲示義務 

連邦およびニューヨーク州法により、雇用主は、食堂その他一般の目に触れる場所に、雇用・労

働法に関する情報を従業員に提供すべく掲示しなければならない義務を負う。 

 

図表 24 主な提示義務の内容15 

連邦法 ニューヨーク州法 
i.Equal Employment Opportunity   

(雇用機会均等) 
ii.Log and Summary of Occupational Injuries and 

i. New York State Human Rights Law   
（ニューヨーク州人権法） 

                                                             
15 他に、連邦請負人および下請負人の掲示、農業雇用主および公共サービス従業員（公務員）等がある。なお、企

業の規模等によって、適用される掲示義務は異なるため、必ず自社に必要となる掲示の内容を確認するべきである。 
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Illnesses (OSHA) （職場での怪我および病

気の記録と概要） （労働安全衛生法） 
iii. Employee Rights Under the Fair Labor 

Standards Act   
（公正労働基準法に基づく従業員の権利） 

iv. Employee Right for Workers with 
Disabilities/Special Minimum Wage Poster  
（障害者労働者の従業員権利・特別最低賃金

掲示） 
v. Employee Rights Under the Family and Medical 

Leave Act and Supplement Notice of Military 
Family Leave  
（育児介護休業法および軍事家族休業法補

足通知の下での従業員の権利） 
vi.Employee Polygraph Protection Act  

（従業員ポリグラフ保護法） 
vii.Uniformed Services Employment and 

Reemployment Rights Act  
（軍属雇用および再雇用権利法） 

viii.Employee Rights Under the H-2A Program  
（H2-A プログラムに基づく従業員の権利） 

ix.Job Safety and Health Protection (OSHA) （職

の安全および健康保護）（労働安全衛生法） 
 

ii.New York State Election Law  
（ニューヨーク州選挙法） 

iii.New York Correction Law Article 23-A (10 
or more e/ees) （ニューヨーク健全化法第 23
条－Ａ）（10 人以上の従業員） 

iv. New York State Minimum Wage  
（ニューヨーク州最低賃金） 

v. Job Safety & Health Protection  
（職の安全および健康保護）（連邦要件と同

じ） 
vi. Notice of Unemployment Insurance   

(失業保険通知) 
vii.Guidelines Regarding the Rights of Nursing 

Mothers to Express Breast Milk in the Work 
Place 
（職場での母乳搾乳の権利に関するガイド

ライン）*  
viii.Guidelines for Implementation of Employee 

Blood Donation Leave  
（従業員献血休暇の実施ガイドライン）**  

ix. Deductions from Wages (Section 193 of the 
NYSLL)  
（賃金から控除）（ＮＹＳＬＬの第 193 項）

（食品または飲料のサービス又は販売に従

事している場合は掲示要） 
x. Tip Appropriation (Section 196-d of the 

NYSLL)  
（チップ充当） （ＮＹＳＬＬの第 196 項ｄ）

（食品または飲料のサービスまたは販売に

従事している場合は掲示要） 
xi. Workers’ Compensation and Disability 

Benefits 
（労災および障害者給付） （保険会社より

取得すること） 
xii. New York State Clean Indoor Air Act  

（ニューヨーク州室内空気汚染防止法） 
   *、** 対象従業員への個人的提供、従業員ハンドブックへの規定等も可能。 

 

2.7.3  会社を守るための合意書・ポリシー  

会社は、各種合意書を締結したり、ハンドブック（就業規則）やポリシーを定めたりすることに

よって、従業員との間で発生する可能性のある様々な労務関連紛争から自らを守ることが可能で



86 

 

ある。以下、会社が従業員との間で締結することを検討すべき文書について、その概要を説明す

る。 

 

(1) 雇用契約書（Employment Agreement） 

会社は、At Will によって失うことを避けたい従業員との間では、雇用契約を結ぶことを検討す

る場合がある。この場合、契約書で特に規定する場合を除き、雇用主と従業員による雇用関係の

自由な終了は制限されることとなる。雇用契約は、以下に述べる制限条項やその他の保護を含む

こともある。 

 

(2) 制限条項（Restrictive Covenants） 

ビジネスの内容いかんにより、またその従業員の職務内容によって、会社は、特定の重要な従業

員との間で制限条項（コベナンツ）を結ぶことができる。 

この制限条項の内容としては、退職後や個人のビジネスのために、従業員・顧客の勧誘禁止義務

（Non-Solicitation）および競業避止義務（Non-Competition）が含まれる。ニューヨーク州では、

期間や地理的範囲が合理的で、雇用主の正当な利益を保護するための競業避止義務には法的効力

が認められている。同様に、ニューヨーク州では、合理的な内容の勧誘禁止義務についても法的

効力が認められると考えられている。 

※ これらの条項については、州によって、法的効力についての考え方が異なる。した

がって、複数の州でビジネスを行う場合には、必ずその効力についての確認をすべきで

ある。 

実際には、裁判所は当該合意の法的効力についてケース・バイ・ケースで評価するため、仮に裁

判所でこの点が争いになった場合に、法的効力が必ず認められるとまでは言えないものの、これ

らの制限条項を交わしておくことによって、会社としては、事実上、顧客や従業員の引抜きや競

業行為を防止する効果が一定程度期待できるということができる。 

 

(3) 秘密保持義務（Non-Disclosure Agreement） 

企業秘密を持って辞めて行ってしまう従業員の存在は、すべての雇用主にとって深刻な懸念であ

る。したがって、会社の機密や独占的情報を定義し、その情報を保護するための手続・手順を確

立することが重要である。秘密情報にアクセスできる従業員に対し、秘密保持契約書

（Non-Disclosure Agreement（NDA）や Confidentiality Agreement（CA）と呼ばれる。）に署名さ

せることは、会社を守るために決定的に重要である。 

(4) 従業員ハンドブック（Employee Handbook） 
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ハンドブック（就業規則）には、会社のポリシー、手続および会社が従業員に対して期待する内

容を記載する。ニューヨーク州法は、雇用主に対し、従業員に一定の情報を提供することを要求

しており、多くの場合、ハンドブックがこの情報周知の場となっている。 

従業員を解雇する場合、適切に内容を備えたハンドブックがあれば、多くの場合、雇用主にとっ

て最大の防御となる。どのような規模の会社であれ、企業はハンドブックを備えるべきである。

そして、全ての従業員から、ハンドブックを受領したという確認の署名を取得するべきである。 

 

(5) 歩合合意書（Commission Agreement） 

ニューヨーク州は、歩合制営業職員*について、書面による署名入りの雇用契約書を要求してい

る。 

  * この法律は、「主たる活動が、物品、品物、商品、サービス、不動産、証券、保険また

はその他の品物または物の販売で、その収入の全部または一部が歩合制に基づいている」全ての

従業員に適用される。主たる活動が監督、管理、経営または事務である従業員には適用されない。 

この歩合合意書においては、賃金、給料、引出金勘定（予測に基づいて歩合給の前渡しを行い、

その後実績に基づく精算を行う場合の勘定）、歩合給およびその他の全ての所得額がどのように

計算されるか説明する必要がある。歩合合意書に引出金勘定についての定めがある場合には、精

算の頻度も含めなければならない。この書面には、いずれか一方によって雇用が終了となった場

合に支払われる賃金、給料、引出金勘定、歩合給その他の全ての金員に関する詳細も記載しなけ

ればならない。 

また、この合意書は、雇用主と歩合制営業職員の双方が署名した上で、3 年間保管しなければな

らず、要請があればニューヨーク州労働局長官に提供しなければならない。 

この合意書を締結していないと、営業職員が労働局に対して賃金不払いを申告した場合、当該職

員が主張する雇用条件が合意条件の内容であると推定されることになるので注意が必要である。 

 

(6) 勤務評定（Performance Evaluations） 

会社が従業員を評価するに際し、勤務評定を行うことは、合法かつ非差別的基準によってこれを

行うという観点から、有益な手段である。勤務評定によって、上司やマネージャーは、客観的で、

違法だとの指摘を受けない形で部下を評価できる明確な目標と物差しを持つことができる。同時

に、従業員も、どのような達成目標に向かって努力するべきかを認識することができる。また、

勤務評定は、正しく用いられれば、パフォーマンスの問題で従業員を解雇しなければならない場

合に重要な助けとなる。上司やマネージャーが、従業員を正直かつ公平に評価できるよう訓練す

ることは極めて重要である。 
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(7) 仲裁合意（Agreements to Arbitrate） 

公開の場で雇用に関する事柄を公にすることについて懸念がある雇用主としては、従業員との間

で、仲裁合意を結ぶことも可能である。仲裁合意には、長所も短所もあるため、弁護士に相談す

るべきである。 

 

図表 25 雇用に関する仲裁合意の特徴（雇用主にとってのメリット・デメリット 

メリット デメリット 
１ 機密保持 
２ 一定の効率性 
３ クラスアクションの放棄※ 

１ 不服申立てがほぼ不可能 
（仲裁判断が裁判所によって否定されること

はごくまれ） 
※ ただし、法律・裁判例上、クラスアクションの放棄が確定的に有効となっているわ

けではないが、これが認められれば雇用主にとってのメリットは大きい。 

(8) プライバシーの放棄（Waiver of Expectation of Privacy） 

雇用主が会社のシステムを通じて送受信されたコミュニケーションを確認・監視するためには、

従業員の同意を得ることが重要である。雇用主は従業員に対して、会社のシステム上にはプライ

バシーの権利は存在しないこと、システムは会社のビジネスのためのものであることを明確にし、

周知徹底しなければならない。これにより、雇用主は、従業員のコンピュータ、Ｅメールおよび

ボイスメール等に対する完全なアクセス権を得て、従業員の不正・無断利用から自らを守ること

ができる。 

 

(9) 差別およびハラスメント禁止のポリシー 

差別およびハラスメント禁止のポリシーは、米国でしばしばなされるこれらの主張から企業を守

るための重要な防御手段である。 

このポリシーは、作るだけでは意味がなく、実践し、させることが重要である。雇用主は、上司

および代理人（Agent）の行為について代位責任を負うため、上司・代理人が苦情を認識し、ポ

リシーの下でどのような義務を負っているか正しく理解できるように、彼らを訓練しなければな

らない。極めて多くのケースにおいて、差別の問題は、扱われ方や報告のされ方が不適切であっ

たために、事態がより一層悪化している。 
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(10) 育児介護休業法（Family and Medical Leave Act） 

育児介護休業法は、半径 75 マイル以内に、一定の要件を満たす 50 人以上の従業員を雇う雇用主

に適用される法律である。同法は、有資格の従業員に対し、1 年に 12 週間まで、無休の勤労保

障休暇を与え、また、同休暇中、団体健康保険が維持されることも求めている。50 人以上の従

業員を有する雇用主は、同法に関するポリシーを定める必要がある。 

 

(11) ソーシャル・メディア・ポリシー（Social Media Policy） 

今日、多くの従業員は、ソーシャル・メディアをコミュニケーションの手段として頻繁に利用し

ている。ソーシャル・メディアやネットワーキング・サイトは、雇用主にとって貴重なビジネス

開拓の手段にもなり得るが、同時に、会社、同僚あるいは顧客を非難したり、ハラスメントを行

ったり、会社の保持する重要情報を開示したりすることによって、有害なものとなる可能性もあ

る。したがって、上司が同僚を「友達」にするに際しては事前に適切なトレーニングを受けてお

く必要があるし、ソーシャル・メディア・サイトにおける全てのコミュニケーションは、プロ意

識を持って、慎重に行われるべきである。ソーシャル・メディア・ポリシーは、ソーシャル・メ

ディアの各種要素とその使用に関する要点を説明するものとなる。 

 

2.7.4  雇用の終了 

ニューヨークでビジネスを始めるに当たって、従業員を雇用するには、将来雇用関係を終了する

場合にどのような点に留意すべきかという点について正確な知識が必要不可欠である。 

 

(1) 考えられる法的責任 

雇用主が従業員との雇用関係を終了させる際には必ず、雇用主は、従業員から、「解雇の真の理

由は、年齢、人種、妊娠等による差別だ」といったように、その解雇は違法であるという申立て

を受ける潜在的リスク（Exposure）を負っている。 

図表 26 よく見られる申し立ての理由とその根拠法 

申し立て理由 根拠法 

人種、肌の色、宗教、性別、出身国籍を理由と

する、採用拒否、解雇、対価・報酬、期間、労

働条件、雇用の特権に関する差別等 

1964 年公民権法第 7 章 
（Title VII of the Civil Rights Act of 1964 as 
amended） 

 ※ 従業員 15 名以上 
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女性を妊娠、出産、これに関する医学上の状態

を理由とする差別 
妊娠差別法 

（The Pregnancy Discrimination Act) 

 ※ 従業員 15 名以上 

年齢（40 歳以上の者に対する差別） 

 ※ ただし、ニューヨーク州法は、18 歳以上

の者に対する年齢による差別を禁止 

雇用における年齢差別法（Age Discrimination In 
Employment Act） 

 ※ 従業員 20 人以上 

公民権法第7章・アメリカ身体障害者法の改正、

陪審裁判の制限等 
1991 年公民権法（Civil Rights Act of 1991） 

男女間での賃金差別 均等賃金法（Equal Pay Act of 1963） 

 ※ 事実上すべての雇用主 

身体・精神障害 アメリカ身体障害者法（Americans With 
Disabilities Act of 1990） 

 ※ 従業員 15 人以上 

遺伝子情報による差別 遺伝子情報差別禁止法（Genetic Information 
Nondiscrimination Act of 2008） 

差別に対する権利行使等を理由とする解雇、降

格（Demote）、ハラスメントその他の不利益取

扱い 

不利益取扱い（Retaliation） 

育児介護休暇 育児介護休業法（Family and Medical Leave 
Act ） 

 ※ 半径 75 マイルに従業員 50 人以上 

最低賃金、時間外手当、記録保存、児童労働 公正労働基準法（Fair Labor Standards Act ） 

 ※ 州際ビジネスを行う企業、年間 50 万ドル

以上の収入のある企業等 

任意企業年金・健康プラン 従業員退職所得保全法（Employee Retirement 
Income Security Act of 1974） 

就労不可の非米国市民と知って雇用 移民改革および管理法(Immigration Reform and 
Control Act） 
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内部告発者（Whistleblower）に対する不利益取

扱い 
サーベンス・オクスリー法（Sarbanes Oxley Act 
of 2002） 

 ※ 上場企業、金融機関等 

リストラ、人員削減等 連邦およびニューヨーク州の労働者調整およ

び再訓練通知法（Worker Adjustment and 
Retraining Notification Act） 

 ※ 連邦：原則従業員 100 人以上 

   NY：NY 州従業員 50 人以上 

労働安全衛生 労働安全衛生法（Occupational Safety and Health 
Act） 

 ※ 記録保持は従業員 10 人超 

労働組合 労働管理関係法（Labor Management Relations 
Act ） 

健康保険 包括予算調整法（Consolidated Omnibus Budget 
Reconciliation Act） 

 ※ 従業員 20 人以上 

団体行動権、組合活動の制約 全国労働関係法（National Labor Relations Act ） 

最低賃金、時間外手当、労働時間、賃金摂取防

止法（Wage Theft Prevention Act）、休暇日数、

休憩時間、児童労働、賃金支払、補助給与等 

ニューヨーク州労働法・賃金支払法（New York 
Labor Law/Payment of Wages Laws） 

年齢、人種、出身国籍、性別、性的趣向、結婚、

障害、軍歴等による差別 
ニューヨーク州・市人権法（New York State and 
New York City Human Rights Laws） 

 

(2) 不利益取扱い（Retaliation)  

従業員は、賃金や労働時間の問題や、差別等を報告したことに対する報復（Retaliation）として

解雇されたという主張が可能である（不利益取扱いについては、米国雇用機会均等委員会（Equal 
Employment Opportunity Commission。“EEOC”）が執行している）。企業が報復を理由に従業員

から責任を追及されるケースは非常に多いので、十分に注意する必要がある。なお、ニューヨー
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ク州では、上場企業やヘルスケアビジネスの場合を除き、従業員の主張する違法行為等が多くの

一般市民に影響しない場合には、内部告発（Whistleblowing）を理由とする違法な報復である、

と主張することは通常認められない。 

したがって、雇用主としては、上記の各種法規に違反しないように、これらの主張を予防し、会

社を守るための実務慣行や手続を整備しておく必要がある。 

 

(3) 退職・権利放棄合意書（「Severance and Release」 Agreements） 

雇用主は、従業員に、退職・権利放棄合意書にサインさせることを検討する場合がある。 

この場合、従業員は、会社から何らかの対価を受け取るのと引き換えに、会社に対する潜在的な

主張・請求を放棄することになる。この退職・権利放棄合意書は、後にその有効性等が争点とな

った場合にも法的強制力が認められるように、 経験豊富な弁護士によって慎重に作成される必

要がある。 

なお、雇用契約書（2.7.3.の１．参照）に退職手当条項を規定する場合には、従業員が十分な権

利放棄合意書に署名することを退職手当支払いの条件とすべきである。 

 

(4) 従業員削減（Reduction-in-Force） 

雇用主がビジネスの規模を縮小しようと計画する場合（リストラ）には、従業員削減

（Reduction-in-Force）が客観的で、合法で、差別に当たらない理由によりなされるようにして、

各種雇用・労働関係法規違反の責任を生じさせないように十分注意しなければならない。従業員

削減に際しては、計画を立て、統計的な分析も行う必要がある。そして、連邦およびニューヨー

ク州労働者調整および再訓練通知法をはじめ、差別、賃金、労働時間や、その他各種法律違反に

ならないよう、慎重に分析を行う必要がある。リストラは、必ず専門の弁護士に相談しながら行

う必要がある。 

 

(5) 解雇の手続 

ニューヨーク州の雇用主は、従業員を解雇する場合には、解雇の正確な日付および解雇に付随す

る従業員福利厚生の正確な解約日を、書面によって通知しなければならない（当該通知は当該解

雇日から 5 営業日以内に従業員に渡されなければならない）。従業員に対する健康保険等の解約

通知を怠ると、雇用主には、法律上追加のペナルティが課せられる。 

ニューヨーク州法・連邦法のいずれも、雇用主に対し、従業員が会社を退職した後一定期間は、

（従業員の費用負担で）自身の健康保険を続けることができるように健康保険を提供することを

要求している。 
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未払賃金の最終の支払いは、次の定期給与支払日までになされなければならない。従業員から求

められた場合、当該賃金は郵送で支払われなければならない。 

(6) 福利厚生の継続 

雇用主が 20 人以上の従業員を雇用している場合、連邦包括予算調整法（Federal Consolidated 
Omnibus Budget Reconciliation Act ）により、従業員およびその有資格受益者は、会社の健康保

険プランの下でカバーされる機会を与えられており、一定の事由（Qualifying Event）が生じた場

合に、受給資格を失うことになるのが通常である（受給資格喪失事由としては、辞任、解雇、従

業員の死亡、従業員の勤務時間の削減または休職、従業員の離婚または法律上の別居、扶養家族

である子が適格要件を満たさなくなった場合等である）。 

連邦包括予算調整法の下では、従業員や受益者は、会社のグループレートによる保険補償範囲の

費用全額と事務管理手数料を支払うことになる。 

なお、ニューヨークでは、20 人未満の従業員しか有さない雇用主に適用される州の継続健康保

険プランがある。 

 

2.7.5  研修・訓練 

法規制や文化の異なる米国で、消費者を直接対象としてビジネスを行うことは、従業員または顧

客とのトラブル、訴訟のリスクにさらされることでもある。以下のような項目の研修や訓練を入

社時・店舗開業前に実施することが望ましい。自社で資料やマニュアルを用意する方法や専門家

に業務委託する方法等、ニーズに合わせて選択したい。 

【人事関連】 

 2.7.2、2.7.3 で既述の米国労働法、雇用機会均等法、差別禁止法等、重要な法規制につい

て、具体的な事例紹介を含めた研修 
 ストア・マネジャーに対する販売員採用・解雇時の手続きに関する研修、面接訓練 
 ストア・マネジャーに対する販売員とのコミュニケーションに関する研修、訓練 

【営業関連】 

 顧客とのコミュニケーション、クレーム対応に関する研修、訓練 
 災害および犯罪緊急時についての訓練 
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2.8  マーチャンダイジング計画 

本レポートでは、日本で既に展開しているブランドや商品コレクションを販売するという前提で、

米国市場に適合するためにどのような調整が必要か、日本で展開しているマーチャンダイジング

計画を再検討し、「米国市場で中核となる商品」「市場にそぐわない可能性のある商品」にカテ

ゴリー化し、品揃えや在庫量を決定する。 

 

2.8.1  商品計画の作成 

(1) ターゲット顧客のプロフィール分析 

2.2 で実施する市場調査（来街者調査、ベンチマーク店舗視察）の結果に基づき、再度具体的な

マーチャンダイジング計画を進める上でのターゲット顧客のプロフィールを掘り下げて分析す

る。日米の顧客の違いについて社内で共通認識を持つために、日米の顧客プロフィールを比較す

るのもよい。 

 ライフスタイル： 米国ではライフスタイルが日本より多様化しており、それぞれの違

いが明確だ。これが購買パターンの違いにも大きく影響する。どんなライフスタイルの

人々が中心顧客か、嗜好や購買パターンを研究する。 
 推定世帯収入：  ライフスタイル同様、日本より世帯間収入格差が大きいので、どの

クラスターに所属するかを把握する。 
 居住地： 出店ローケーションによっては地元客より観光客や市外からの通勤客が多い

場合もあるので、この構成比を見極める。 
 年齢・性別： 日本の中心顧客より年齢が低かったり、高い場合もある。商品によって

は男女構成が異なる場合もある。 
 自社との関係： ターゲット顧客は自社のどの商品に最も関心を持つか／どのようなサ

ービスを期待するか 
 購買パターン： 来店動機／来店頻度／予想平均購買額 

 

(2) マーチャンダイジング・ミックス計画 

売上目標、店舗面積、顧客プロフィールから推定されるニーズ、ウォンツを考慮し、以下の視点

から米国で販売する商品カテゴリー／商品ライン／アイテムを選定する。 

 

【積極的に販売したい商品】 

 自社ブランドのコンセプトの中核商品 
 自社にしか提供できないもの 
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 ブランドやコレクション全体の中で最もターゲット顧客が購入すると予測されるもの 
 地元や観光客、通勤客の特有のニーズに適合するもの 

【米国市場での独自な差別性、競争力について慎重に検証したい商品】 

 米国市場で類似品が多く、価格競争が激しい商品 
 米国市場にはない商品（ニーズが全くないので商品が存在しないのか、新領域の商品と

して歓迎されるのかの見極めが必要） 
 サイズ基準があまりにもかけ離れているもの 
 自社の商品構成比や重要性が低いのに、米国では輸入や販売規制対象である商品 
 関税その他の理由で極端に小売価格が高くなる、もしくはマージンが薄い商品 

ニューヨークはエリアによって強弱はあるものの、全世界でも非常に競争の激しい商業地区であ

り、有数の不動産コストの高い地区である。投資した売場スペースから尐しでも多くの売上・利

益を得るよう、商品構成は入念に選定したい。 

また、繰り返しになるが、営業を開始してからも随時商品構成は見直しが必要である。自社の信

念が強い商品については、懸念があってもまずトライして初期段階の結果から次の戦略を立てる

のが米国式ビジネス方法ともいえる。 

 

(3) 色柄・サイズ展開 

日米の文化・嗜好の差が直接関係するので、要注意の領域だ。 

【色柄】 

日本にも存在するように、米国でも商品アイテムによって定番的・定型的な色柄が存在する。米

国の主流な色柄、デザインとは異なることでニッチ市場を確立し、売上を構築していくケースも

あるし、文化の壁を越えることが難しい場合もある。例えば、男児子供服は、日本ではブルー系

やダーク系だけでなく、女児によく使用されるピンク色や明るい色も好んで着させるが、米国で

は男児は小学校以上になると、ブルー系やグレー系、コンサバティブな色や柄を好む傾向があり、

デザイナー・ブランドやキャラクター・ブランド以外では派手な色柄は売りにくいといわれてい

る。 

市場調査を行い、顕著な傾向が見つかった場合には、自社の品揃えにそれを反映させることもよ

いだろう。 

【サイズ】 

前述のようなメートル法とインチ表示の違いだけでなく、文化的な理由で日本のサイズを受け入

れづらい場合もある。例えば、日本の食器類は全般的にサイズが小さいので、日本ではディナー
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皿として生産された商品が、アメリカではサラダ皿と認識され、購入機会が減ったり、サラダ皿

の割には価格が高い、という割高感を招いたりすることがある。 

何が売れて何が売れないかは、実際に営業をし、試行錯誤をしないと正確には予測できないが、

べンチマーク企業の品揃えをよく研究し、米国市場一般で見かけないので新鮮味をもって受け入

れられるものと、そうでないものを見極めていきたい。 

 

(4) 価格政策 

【小売価格設定】 

売上目標やマーケティング戦略をベースに、需要予測、原価、マージン計画、競合関係を検討し

ながら決定するが、日本で販売している商品を米国で販売する場合、日本や海外生産地からアメ

リカへの輸入コストがかかる。大量に商品を輸入しない限り、日本商品の小売価格は、比較可能

な米国の商品より高くなる。従って、米国の顧客が喜んで購入できるよう、商品の魅力や価値、

他では買えないユニーク性を明確に伝えていくことが重要だ。 

また、米国人顧客が一目で理解しやすい心理的な価格も考慮したい。例えば、低額商品であれば、

末尾は$0.99 や$0.90 と端数なので、逆に高額商品に端数を用いてしまうと心理的に安っぽく感じ

られてしまう場合がある。 

コストをベースにマークアップして$35, $43, $57 と価格をつけるよりは、$35, ＄45、$55 とした

方が、価格ヒエラルキーがすっきりと頭に入り、購入の際の判断がしやすい。他にも米国で一般

的に採用されている価格設定があるので、ベンチマーク企業の価格戦略を店頭やウェブサイトで

調べると参考になる。 

【セールス・プロモーションへの考慮】 

米国小売業界では、一部のラグジュアリー商品、デザイナー商品を除き、日本に比べて販促セー

ルやディスカウントの頻度が高い。その理由は、値下げを戦略的・計画的に販売促進および在庫

管理に活用し、売上伸長・在庫回転率の向上を目指すためだ。従って、セールス・プロモーショ

ンを戦略的に活用する企業では、予め計画的値下げを織り込んだ小売販売価格を設定している。 

また、小売市場で頻繁なセールになれている米国人顧客は、セールがあるという前提で買い物を

し、セールのパターンを熟知している。従って、米国小売業で一般に行われているセールのパタ

ーンを研究し、自社の販促計画に反映させると同時に、自社が決める販促計画によって生じる値

引きに耐えられる小売販売価格を設定することが重要である。 

(5) 在庫計画の作成 

事業計画から売上目標達成に必要な在庫高を求め、マーチャンダイジング計画のデリバリの回数

を勘案し、平均的な手持ち在庫数量を割り出す。 
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どの程度在庫が必要かは業種やブランド・コンセプトによって異なるが、共通して言えることは、

日本でのベストセラー商品が必ずしも米国でもよく売れるとは限らないことだ。経験値がある程

度積みあがるまでは、精度の高い在庫計画を実行することは難しいが、日本や他国での営業デー

タはあくまでも参考程度とし、過信しないことが重要だ。 

 

2.8.2  セールス・プロモーション計画 

【セールス・プロモーションの種類】 

 シーズン、商品年齢による値下げ： 米国の大手小売業者は売上動向によって自動的に

一定期間後に段階的な値下げを実行するシステムを導入している。例えば、消化率が目

標数値を下回る場合は、4 週間後に 20%引き、さらに数週間後にクリアランス売場に移

動、など。一日から数日間期間限定で実施する％オフや BOGO（Buy One, Get One for 50% 
off／1 点購入すれば 2 点目は 50%オフ） 

 クリアランス： 日本に比較して、早期に頻繁にクリアランスセールを実行する。米国

では基本的には商品はメーカーや卸売業者から商品を買い取るため、最終的には在庫は

クリアランスにかけることになる。 
 ロス・リーダー： 集客を狙い、特定の商品を他店舗より明らかに安い価格で販売する。

顧客の来店動機を高め、その他の商品を抱き合わせで購入させる動機を創り出すことで、

収益に繋げる。 
 季節の歳時や祝祭日セール： 販売促進イベントとしてのセール。 
 クーポン： 店頭や街頭で配布する印刷媒体のクーポン、メール・アドレスをデータベ

ース化し、e メールで配信する電子クーポンがある。最近は携帯電話に電子クーポンを送

り、ここからスキャンする方法も徐々に広がっている。 
 無料ギフト： 「Free Gift with Purchase of $100 or more（100 ドル以上購入すると無料ギ

フトがもらえる）」など。購入金額を上昇させる動機づけとなるが、ギフト商品を使っ

てもらうことで、その商品の次回購入のきっかけも作ることができる。 
 商品サンプル： 上記同様。 
 コンテスト： 最近はフェイスブック等のソーシャル・メディア・サイトで活発に展開

されている。顧客が興味を持つテーマで意見、作品等を募集し、賞金や商品を進呈。 
 懸賞： メールアドレスや連絡先を登録してもらい、くじ引きで賞金や商品を進呈。上

記同様、ソーシャル・メディア・サイトでよく展開されている。また、懸賞の賞品を他

企業とのコラボレーションで提供してもらい、広報宣伝効果でも相乗効果を狙う場合も

ある。 
 ロイヤリティ・プログラム： 自社カードを発行するものから、ソーシャル・メディア

を活用するものまでさまざまな方法が活用されている。 

【セールス・プロモーション・カレンダーの作成】 
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3－6 ヶ月前にプロモーション計画を作成し、広報や広告、商品調達、店舗運営上の対応を行う。

開店初日のセールは、バーゲンハンターがセールを期待して押し寄せるので、十分な在庫を準備

し、迅速な商品補充計画をする必要がある。 

 

2.8.3  ヴィジュアル・マーチャンダイジング計画 

ヴィジュアル・マーチャンダイジング（VMD）は、ブランド・イメージを構築し、購買を促進

するために重要な機能である。顧客の感情に訴える部分であるため、ここにも文化的な翻訳が必

要な領域であり、日本で確立した VMD をそのまま使用して大きな効果を得る場合と、そうでな

い場合がある。従って、ベンチマーク店舗の VMD を調査し、米国のインパクトある VMD に学

ぶことも有効だ。 

 

(1) 米国（ニューヨーク）の VMD の特長 

 空間のサイズが大きく、天井高が高い場合が多い。これらを活かしたダイナミックな

VMD が可能だ。 
 ニューヨークに顕著なのは、ショーウィンドーのインパクトの大きさだ。常にアッと言

わせるアイディアを盛り込んでいる店舗が多い。 
 クリエイティブさを演出するため、ウィンドーだけでなく、店内売場でもオブジェやプ

ロップを多く使用するケースが多い。 
 店舗全体のカラー・コントロールを重視する。これにより、空間全体にストーリーが生

まれ、すっきりと見える。 
 フォーカル・ポイント（ブランド・コンセプトや象徴的な商品をプレゼンテーションす

る場）のインパクトが強い。 
 業種業態にもよるが、照明は店内全体の照度が低い傾向にあり、スポットライトやダウ

ンライトで空間に表情をつけることが多い。 
 店内音楽のボリュームが大きいケースが多い。特に顧客層が若い場合は顕著。 

(2) 商品プレゼンテーション計画 

本社からのガイドラインを元に自社内で制作する場合と、現地でヴィジュアル・マーチャンダイ

ザーを採用して制作する場合がある。前者の場合であっても、寸法の違い、空間のサイズの違い

があるので、リース物件のサイズをよく確認すると共に、必要に応じて現地の専門家と共に調整

を入れることも考慮する。 

【陳列に関する注意事項】 

以下のような状況が起こらないように、ヴィジュアル・プラン作成には注意すると共に、従業員

のへの教育訓練も必要である。 
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 店内での従業員や顧客の怪我の防止 
o 陳列物の落下や転倒、什器から飛び出していて危険なサイン設置、陳列作業中の

機材による怪我、危険な陳列業務の防止 
o 有毒性を持つペンキ、のり、清掃用液体等の使用禁止 

 犯罪防止 
o 万引きや盗難を招きやすい陳列の回避 
o 陳列作業や終了後のゴミ廃棄の監督（ゴミ廃棄と見せかけて商品盗難の可能性が

あるため） 

なお、店内で従業員が商品を破損した場合、給与からその金額を差し引くことはニューヨーク州

労働法上違反となるので、注意されたい。 

【ヴィジュアル・マーチャンダイザーの採用】 

多くのヴィジュアル・マーチャンダイザーはフリーランスであるため、大手リスティング・サー

ビス・ウェブサイトに広告を出すか、業界専門ウェブサイトに広告を出すと良い。仕事の成果に

ついては実際に働いてもらわないとわからない部分が多い職種なので、過去の仕事のポートフォ

リオを確認し、過去の雇用主に連絡してポートフォリオの内容に誤りがないかを確認するとよい。 

 

(3) 店内サイン計画 

入居するビルによっては、店内サインの設置にもルールを定めているケースがある。リース契約

時に有無を確認する必要がある。 

 設置場所やサインの大きさについて 
 避難口のサインが見えなくなる場所でのサインへの規制 
 サイン落下等の事故防止に関するもの 

 

2.8.4  ショッピングバッグ、包装紙、レシート他の手配 

日本本社から日本で使用しているものを調達するか、日本と同じデザインで現地調達する。輸送

料、保管場所、補充の利便性などを考慮してどちらにするか決定する。 

 

【ショッピングバッグ】 

デザインを日本と変えるケースもある。どちらがよいかはイメージ作り、広告宣伝効果から検討

したい。多くの場合、ショッピングバッグにはウェブアドレスを入れ、歩く広告塔として活用し

ている。 
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【包装紙】 

包装に関する慣習や期待度が日本とは異なるので、日本と同様な包装材が必要かどうかを検討し、

合理化したい。米国では、一般的にショッピングバッグに商品を入れるだけが多い。中価格帯以

上の商品には、ティッシュでくるんで中身が見えないようにしたり、箱に入れる場合もあるが、

包装紙に包んで包装袋に入れる 2 重包装は滅多に行われない。多くの企業はギフト向けには有料

ラッピング・サービスを提供している。最近は、環境保護の観点からも、ますます包装材の簡素

化が進んでいる。 

【レシート】 

POS レジを購入する段階で仕様が決まってくるが、内容はカスタマイズできる。米国では顧客

からの返品※が非常に多い。従って、レシートには返品条件を明確に記載する必要がある。 

また米国ではレシートを活用した販売促進も多い。同じ業界の他社のレシートを複数集め、参考

としたい。 

※ 米国小売業の平均返品率： 2007 年 7.26%、 2008 年 8.70%、 2009 年 8.04% 
※ 2011 年クリスマスで受け取ったギフトの返品を予定している人の割合：33%  

（共に出所：全米小売協会） 

【ショッピング・バスケット、カート】 

米国では店舗の規模を問わず、販売員の数が日本より尐なく設定されているケースが多いので、

日本の店舗では不要であっても米国ではショッピング・バスケットやカートが必要となる場合が

ある。カートは通路幅に影響するので、これらの細かいオペレーションの状況を市場調査でも確

認したい。 

 

2.8.5  製品表示義務・ラベル 

製品について適切な表示・ラベルを付すことは、消費者が製品を購入する際に、情報に基づいた

意思決定をすることに資する点で重要な意味を持つ。連邦取引委員会（FTC）と米食品医薬品局

（U.S. Food and Drug Administration。「FDA」）が所掌する公正包装表示法（Fair Packaging and 
Labeling Act）は、様々な製品の表示について、①製品の識別情報、②製造業者、包装業者、販

売業者の名称と所在地、③内容物の純量を明記するよう定めている。 

公正包装表示法は、食品、医薬品、化粧品、医療機器のみならず、家庭内で消費・消耗されるも

の（例：キャンドル）にも適用される。一方、産業用・企業用製品には同法は適用されず、その

他に玩具やスポーツ用品など、同法の対象とされない製品もある 。 

連邦取引委員会のサイト 
http://www.ftc.gov/os/statutes/fplajump.shtm 

http://www.ftc.gov/os/statutes/fplajump.shtm
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(1) 商品カテゴリー別ラベル表示義務 

 主要商品には表示義務がある。例えば、テキスタイル、ウール、毛皮商品には、「原材

料（fiber content）、原産国（the country of origin）、メーカーもしくは販売業者名（the identity 
of the manufacturer or another business responsible for marketing or handling the item）」をラベ

ルに盛り込まなければならないい。加えてアパレル商品には取り扱い上の注意（care 
instruction）およびサイズ表示をつけなければ販売できない。 
 

o 衣料品とテキスタイル製品について 
http://business.ftc.gov/selected-industries/clothing-and-textiles 
 

o 食品のラベルについて（FDA 管轄：Food Labeling Guide） 
食品表示ガイダンス（日本語版） 
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guid

anceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/UCM254435.pdf 

栄養表示マニュアル 
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocum

ents/FoodLabelingNutrition/ucm063113.htm 

 
o パーソナル・ケアのラベルについて（FDA 管轄：Cosmetics Labeling Guide） 

http://www.fda.gov/Cosmetics/CosmeticLabelingLabelClaims/CosmeticLabelingManual/

ucm126444.htm#clga 

 
o ベッド用品および家具のラベルについて（Uniform Law Labels） 

http://abflo.info/usa_labels/bedding_furniture_files/USAULL%20Bedding%20Furniture.

pdf 

 その他、州によっては独自の商品表示義務がある。 

 

(2) ラベルの作成 

商品ラベルや値札は、当然ながら英語表記、ドル表示が必要だ。表示義務内容が日本と異なる場

合もあり、また日本で販売する商品のラベルを付け替え作業はコストと時間がかかるので、あら

かじめ計画が必要である。 

 

【ポイント】 

 日系を含む世界の大手小売業ではグローバル化の影響で、日本、中国、韓国、米国、英

国、欧州等、各国の言語でラベル表示するケースが増えている。サイズについてもそれ

http://business.ftc.gov/selected-industries/clothing-and-textiles
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/UCM254435.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/UCM254435.pdf
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm063113.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm063113.htm
http://abflo.info/usa_labels/bedding_furniture_files/USAULL%20Bedding%20Furniture.pdf
http://abflo.info/usa_labels/bedding_furniture_files/USAULL%20Bedding%20Furniture.pdf
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ぞれの国のサイズを１つのラベルに入れる企業が増えている。このようなラベルのグロ

ーバル化により、ラベルの制作コスト、取り付けコストを押さえ、グローバル企業のイ

メージをアピールしている。 
 ファッション性の高い商品の中には、敢えて日本語をラベルに残すケースもある。多く

の顧客にとっては読めないが、昨今ジャパン・デザインへの関心が高まり、日本語表記

をデザインとして認識される場合もある。この場合でも、法や規制の準じた正しい情報

伝達を英語表記によって行うことが必要である。 

 

(3) サイズ換算表 

細かいサイズが重要な衣料品、靴、下着、家具、ベッド・リネン等には、ラベル表示だけでなく、

店内にサイズ換算表のサインを用意することが望ましい。インターネット・サーチをすると衣料

品や靴のサイズ換算表を簡単に調べることができる。ただし、特に衣料品は同じ米国の商品であ

ってもメーカーによって商品の実寸が異なることがある。従って、自社の商品サイズと、ベンチ

マーク企業の商品サイズを比較しながら換算表を作成することが好ましい。 

一般の米国人顧客はメートル法に慣れていないため、長さ（インチ、フィート、ヤード）、面積

（スクエアインチ、スクエアフィート）、重量（パウンド）、容量（オンス、パイント、クォー

ター、ガロン）、温度（華氏）表示は必須といえる。 

 

2.8.6  製品の安全性 

 
製品の製造業者、輸入業者、販売代理店、小売店としてビジネスを行う場合には、安全性に問題

がある製品から消費者を保護するための連邦および州の消費者製品安全に関する法令、規則等を

熟知しておく必要がある。米国消費者製品安全委員会（U.S. Consumer Product Safety Commission。
「CPSC」）は、米国での販売を目的として製造または輸入された製品の安全性を監視する機関

で、1 万 5,000 種類以上の製品の安全性を管轄している。 
 
CPSC は、連邦有害物質法（Federal Hazardous Substances Act）、可燃性織物法（Flammable Fabrics 
Act）、毒性容器防止法（Poison Prevention Packaging Act。「PPPA」）、冷蔵庫安全法（Refrigerator 
Safety Act）、消費者製品安全改善法（Consumer Product Safety Improvement Act）など、製品安全

に関する各種連邦法を所掌している。 
 
このうち、消費者製品安全改善法の可決によって CPSC の権限が大幅に拡大されており、米国の

製品安全に関する環境が大きく変化している点には、近年特に留意が必要である。消費者製品安

全改善法の下では、民事制裁金が従来の違反 1 件当たり 180 万ドルから 1,500 万ドルに増え、ま

た、CPSC 所管法の違反について刑事責任を追及することが容易になっている。消費者向け製品
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を取り扱う企業はすべて CPSIA の適用対象となる。しかし、主として 12 歳以下の子供向けに設

計された製品の製造業者、輸入業者、販売代理店、小売店は、消費者製品安全改善法の内容とそ

れが自社のビジネスにどのように適用されるのかについて、十分認識しておかなければならない。 
 
製品安全については、上記の各種連邦法に加え、州法の適用がある場合がある。ニューヨーク州

においては、1970 年に設立されたニューヨーク州の消費者保護局が消費者保護・教育を扱い、

消費者の代理も行っている。州とは別にニューヨーク市（マンハッタン）にも、ニューヨーク市

消費者保護法に消費者保護に関する規定が置かれている。 

 米国消費者製品安全委員会 
 http://www.cpsc.gov/businfo/businfo.html 
 
 

2.9  マーケティング計画 

開店日は、営業が始まる日というだけではなく、米国市場でのブランド戦略が始まる日でもある。

米国では工事終了日がぎりぎりまでわからないケースが多いので、業界慣習として「ソフト・オ

ープニング」と「グランド・オープニング」の 2 段階を設定することも多い。前者は営業開始日、

後者は数日から場合によっては数週間後に開店を祝うイベントやプロモーションを行う。 

新店オープンは、米国人顧客や現地プレスにとっては非常に興味深いニュースであるので、ぜひ

この機会を有効活用したい。 

なお、米国でのマーケティング活動については、罰則を伴う法規制があるので、「3.2 マーケテ

ィング活動に関する法規制」を計画立案の前に参照されたい。 

 

2.9.1  ターゲット顧客へのコミュニケーション 

米国小売業界では、しばしば「誰が自社の顧客か（Who is your customer?）」を尋ねられる。マ

ーケティング活動においても、明確な顧客像とアプローチ方法を用意しておくことが効果的な広

告宣伝、販売促進の立案につながり、また販売員への指導にも役に立つ。 

そのためにはコミュニケーションのポイントを整理し、複数のマーケティング活動が常に統一さ

れたメッセージを伝えていくようにしたい。 

【コミュニケーションのポイント（例）】 

 ターゲット顧客のプロフィールを表現するキーワード 
 ターゲット顧客が好むメッセージ 
 ターゲット顧客が好まない・無関心であろうメッセージ 

http://www.cpsc.gov/businfo/businfo.html
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 自社のストア・コンセプト、ブランド・コンセプト 
 米国市場でのユニーク性 
 価格帯 

 

2.9.2.  広報 

米国、特にニューヨークのリテーラーは広報活動を非常に重視し、パパ・ママ・ストアのような

小規模の商店であっても積極的に宣伝活動を行っている。新商品販売、ミニ・イベント、販促キ

ャンペーンのプレス・リリースを用意して、プレスにコンタクトしたり、自社のターゲット顧客

に影響を与えそうなブログにリリースを送ったりする。 

 

(1) 出店者が社内業務化する場合 

【プレス・リリース作成】 

 インターネット上で無料のプレス・リリースが掲載されているので、これを活用する。

あるいはベンチマーク企業のプレス・リリースを参照し、作成する。 
 作成者が英語を母国語とする人であっても、広報やライティングの専門家でない場合は、

複数の人に内容を確認してもらうのがよい。 
 なるべく目立つようなデザイン、写真、レイアウトを工夫する。 

【専門家にプレス・リリース作成を委託する場合】 

 どのような内容で書いてもらいたいか、ポイントは何か、のディレクションを明確に与

える。 
 各商品情報、イベント情報を詳しく、整理して渡す。 
 任せ放しにせず、必ず最終原稿の確認を行う。 

【メディアへのコンタクト】 

 ターゲット顧客が読みそうな印刷媒体（地元新聞、雑誌）、業界専門誌、コミュニティ・

ウェブサイト、ショッピング情報ウェブサイト、ブログ、ソーシャル・ネットワーキン

グ・サイト等の編集部宛にプレス・リリースを送付する。相手が興味を持ちそうなタイ

トルやカバーレターをつける。 
 メディアが、送られてきたプレス・リリースに対して返答したり、取材につながるケー

スは、メディアが大企業であればある程尐ないが、継続的にコンタクトすることが機会

の拡大につながる。 
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(2) PR エージェントと契約する場合 

【PR エージェントの選定】 

 以下のような点を確認し、複数企業から見積もりを取って決定する。 
o 業務サービス内容と料金 
o クライアント・リスト、過去の代表的なプロジェクトの例 
o PR エージェントがコンタクトできるメディアのリスト 
o 出店者のブランド戦略に対するマーケティング・プランの提案書。これにより自

社ブランド戦略への理解度を評価 
※ 提案書作成が有料の場合もあるので確認が必要 

【プレス・リリース作成】 

 出店者のマーケティング・カレンダーに基づき、広報計画を立案する。PR エージェント

とプレス・リリース作成や広報のスケジュールを確認する。 
 ガイドラインやディレクションを提出する。 
 PR エージェントがリリース作成に必要な情報や写真類を早めに整理して渡し、必ず最終

原稿の確認を行う。 

【メディアへのコンタクト】 

 どのメディアにプレス・リリースを配信するのか、事前に確認する。リリースの内容に

よって配信先も変わるので、毎回チェックすると共に、コンタクト・リストが常にアッ

プデートされ、目的に相応しい相手であるかを確認する。 

【結果分析】 

 プレス掲載された結果報告書の提出を求める。契約の段階で、報告内容と提出スケジュ

ールを合意し、盛り込んでおく。この際、リーチした数や発行数、など数量化できるも

のは数値で提出を求め、営業が始まった後の分析資料とする。 

 

(3) 継続的な人的ネットワークの構築 

開店前は全ての業務が開店日に向けて集中してくるので、地元のイベント等に出席することは難

しいかもしれないが、理想的にはターゲット顧客が集まるイベントに参加し、ターゲット顧客に

ついての理解を深め、店の情報を口コミで広げることは効果的だ。 
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2.9.3.  広告 

ニューヨークでの広告出稿は全般的に非常に高コストだ。経済危機後、大手リテーラーでもコス

トの高いテレビ広告や印刷媒体への広告を減らし、インターネットやソーシャル・メディアの活

用を広めている。 

(1) メッセージ内容 

米国の広告は一般的に、メッセージが明確で誰にでもわかる内容が多い。特に市場での知名度が

低い外国ブランドの場合は、一目で理解される内容が好ましい。 

【一般的な広告内容】 

 タッグライン16、メッセージ（特長） 
 名前の明示： 企業名、店舗名、商品名 
 店舗ロケーション 
 （価格が重要な要素である場合は）価格帯 
 コンタクト先： ウェブサイト・アドレス、電話番号、e メールアドレス 

 

(2) 媒体選定 

既存の印刷媒体、TV・ラジオは費用が高いとして、最近はインターネットやソーシャル・ネッ

トワーキング・メディアへの広告が注目を集めている。実際の広告の費用対効果は、指標を決め

て一定期間モニターしないと判断が難しい。また米国市場で知名度を高めるためのブランディン

グ広告の場合は、効果そのものの測定が困難である。 

多くの企業が実行しているのは、計画売上高に対する広告予算の比率（％）を設定する方法だ。

これに基づいて広告計画を立案し、広告媒体を選定する。広告測定のために、数値化できる目標

を設定し、継続的に目標に対する結果をモニターして、自社にとって適正な広告戦略を絞り込ん

でいくことである。そのためには、広告メディアのコストだけでなく、それぞれの広告メディア

のオーディエンスや発行部数、リーチ数等の資料を入手し、特長を把握することが重要である。 

【媒体種類】 

 印刷媒体 
 TV・ラジオ 
 インターネット 
 ソーシャル・ネットワーキング・メディア 
 モバイル・インターネット 
 E メール 

                                                             
16 広告スローガンの１種。ブランドや商品について最も重要な情報を記憶に残るような表現で簡潔に表した文章。 
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 ダイレクト・メール 
 口コミ（知人、従業員、取引先） 
  

図表 27 フェイスブックの国別ユーザー数（2012 年 3 月 19 日現在） 

順位 国 ユーザー数 過去3ヶ月の増減 

1 米国  1億5,588万6,800  -0.97% 

2 インド  4,501万8,540  8.74% 

3 インドネシア  4,352万1,320  4.17% 

4 ブラジル  4,219万9,700  20.03% 

5 メキシコ  3,359万9,040  8.42% 

6 トルコ  3,152万6,380  1.83% 

7 英国  3,048万4,380  0.05% 

8 フィリピン  2,771万8,720  2.53% 

9 フランス  2,406万9,240  2.23% 

10 ドイツ  2,325万1,880  5.10% 

25 日本  768万5,340  22.64% 

出所： www.socialbakers.com 

 
 
(3) 広告制作： 出店者が社内業務化する場合 

【広告媒体の選定】 

 選んだ広告媒体にコンタクトし、料金表（price list）と掲載日・入稿締切日カレンダー、

入稿フォーマットを確認。場合によってはすぐに返事がこないこともあるので、余裕を

もって時間管理を行う。 

【制作】 

 フリーランスのグラフィック・デザイナー、コピー・ライター、フォトグラファーを広

告（印刷媒体、インターネット）、人材派遣会社、知人の紹介によって採用する。 
 予め、広告の目的・内容について、ガイドラインを与える。仕上がってきた広告イメー

ジについて、絵や写真、文章が米国の文化や常識の上で誤解されることがないか、正し

く内容を伝えているかを、誤字・脱字を確認する。 

 

(4) 広告エージェンシーを採用する場合 

NY には世界中からエージェンシーが集まっており、大企業からブティック・エージェント

（boutique agent）と呼ばれる個人企業まで数多く存在する。 

PR エージェントの選定土同様、以下のような点を確認し、複数企業から見積もりを取って決定

する。 

http://www.socialbakers.com/
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o 業務サービス内容と料金 
o クライアント・リスト、過去の代表的なプロジェクトの例 
o PR エージェントがコンタクトできるメディアのリスト 
o 予算を提示し、出店者のブランド戦略に対するマーケティング・プランの提案書 

 

2.9.4.  オープニング・イベント    

開店時のオープニング・イベントは、アメリカでは広く実施されているが、日本での行う開店イ

ベントと海外でのイベントでは、若干事情が異なる。日本では既に実績がある企業・ブランドで

あればプレスの動員も比較的スムーズに行うことができ、日頃からつきあいのある取引先や業界

者の出席も見込めるであろう。 

しかし米国で出店者のブランド認知度が低く、人的ネットワークがまだ確立していない場合は、

プレスを始め、動員には工夫が必要だ。またニューヨークは世界中でも最もイベントの多い街の

１つであり、招待客が来たくてもこられないという難しさもある。 

闇雲に参加者数を求めるだけでは、参加者のプロフィールによっては、その後のブランド戦略や

営業面での実効性が薄い場合もあるので、企画内容、招待客をよく選別することが大切だ。 

(1) イベント種類 

ただ開店を祝う会とするより、招待客が参加したくなる目的を明確にする方が好ましい。以下の

うち複数を行うケースもある。 

【イベントの例】 

 開店前の店舗プレビュー： プレスと一部の VIP 顧客、取引先等を招待し、一般顧客よ

り先に優遇的に店舗を紹介。この間にショッピングの機会を提供する場合もある。 
 プレス・コンファランス： プレスのみ招待し、店舗や企業についての記事掲載を促進。 
 レセプション・パーティ： 開店を祝う会。セレブや地元の VIP を招くケースもある。 

 

(2) イベント開催スケジュール 

9 節冒頭で述べたように、いくつかのパターンがある。 

【スケジュール設定の例】 

 開店日前日か 2、3 日前に実施。プレビューはこの日程となる。 
 工期が遅れることが事前にわかっており、マイナーな工事を継続しながら営業を開始す

る場合は、営業開始初日を「ソフト・オープニング」と呼び、体制が整った段階で「グ

ランド・オープニング」としてイベントを行う場合も多い。 
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(3) 企画： 出店者が社内業務化する場合 

目的に沿い、かつ米国の顧客を驚かせたり、珍しがらせるような要素を盛り込むことで、注目を

集め、参加者の数を増やす。 

【企画】 

 テーマの選定 
 メイン・ゲスト（VIP、セレブリティ等） 
 ショーやパフォーマンス 
 自社の事業内容に関連する、またはイメージを向上する要素の選定 

o パネルディスカッション 
o 会場にパンフレットや説明のパネル展示 

 飲食と歓談 

【オペレーション】 

 店舗以外で行う場合は、イベント・スペースを予約 
 ケータリング・サービスとスタッフ 
 コートチェック 
 マイクロフォン、スピーカー等音響関連 
 チェックイン・カウンターとスタッフ 
 記録をとりたい場合には、カメラやビデオ 
 音楽 
 花、その他のデコレーション 

【管理（規制、申請、保険）】 

店舗で行う場合は、以下を確認する。 

 法的に認められる最大収容人数 
 アルコール飲料を振舞う場合、スペースでの許認可 
 タバコ：ニューヨーク市内では全面的に禁止 
 イベントのための設営、開催中に事故が起こった場合の Liability Insurance 

 

(4) 招待状発送と広報活動 

広報活動については 2.9.2 広報を参照されたい。 
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招待状については、①印刷物の郵送、②デジタル招待状の E メール配信、③Evite.com のような

インターネット上のパーティ招待管理ウェブサイトがある。最近は①は印刷代や郵送費のコスト

面、印刷・郵送スケジュール管理の難しさの理由から、②、③も多く利用されている。 

【印刷物、デジタル招待状】 

 招待状リスト作成 
 招待状制作、印刷 

o 郵送 
 E メールによる招待状制作 

o 配信 
 RSVP 管理（参加人数を限定する場合は必要） 

 

(5) イベント専門家への委託 

イベントの多いニューヨークではフリーランスのイベント・プランナーから専門企業まで多数存

在する。専門家に委託する場合は仕事に関する信頼性が重要であることは当然だが、企画力とイ

ベントを魅力的にするアイディアをもっているか、コスト管理力等を確認したい。 

2.9.5.  オープニング・プロモーション 

米国の小売業界にも「開店時の売上の大きい程、その後の売上高が成長する」との認識があり、

初日、開店第１週の売上高を重視する。このために開店イベントや広告に投資するわけだが、開

店プロモーションは実際の売上に直接つながるという意味では重要だ。 

米国でも日本同様、初日の目玉商品を目当てに大行列ができるという光景をよく見かける。店舗

コンセプト、商品内容に応じてユニークなプロモーションを計画し、一人でも多くの顧客に新店

舗でのショッピングを経験してもらいたいものである。 

 

(1) オープニング・プロモーション 

様々な企画があるが、ブランド戦略面、販売促進面で効果の高いものに焦点をあてて展開する。 

【プロモーションの種類】 

 目玉商品のスペシャル・プライス（special offer） 
 懸賞（sweepstakes）顧客カードもしくは名刺の収集 
 コンテスト（contest） 
 クーポン（coupon） 
 価格プロモーション 
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 先着○○名様への無料ギフト（giveaway） 
 ○○ドル以上の購入客へのギフト無料（gift with purchase） 

 

(2) 宣伝媒体の選定 

【一般的なオープニング宣伝媒体】 

 ポスター、チラシ広告 
 ダイレクト・メール 
 E メール 
 地元新聞や雑誌への広告 
 インターネット広告 
 自社ウェブサイト、フェイスブック等 

 

(3) 準備 

開店前の多忙な時期に、諸々の作業が発生するので、十分余裕をもって準備を開始することがポ

イントだ。 

【チェック項目】 

 スケジュール設定と管理 
 プロモーション対象商品選定 

o 値引率決定 
 宣伝媒体類（ダイレクト・メール、店内サイン、ポスター等）の制作・印刷 

o ダイレクト・メールや e メールのデータベースの購入 
o 郵送／e メール配信手続き 

 広告（印刷媒体、オンライン等） 
 広報 

o メディアにプレス・リリースの配信 
o 自社ウェブサイトやフェイスブック等オンライン媒体での告知 

 POS システム上の小売価格変更手続き 
 無料ギフト進呈の場合は、景品の手配 
 店舗スタッフへのプロモーション・ルールやレジ作業に関する指導マニュアル作成およ

び研修 
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第 3 章 出店業務プロセスに関する注意事項 

 

3.1  出店業務関連 

外国企業として海外市場に出店するにあたって、予測外のトラブルが発生することは避けられな

い。以下は、ニューヨーク市への出店に際し、特に重要である「出店までのスケジュール管理」、

「予算管理」、「従業員の管理」に関連する一般的な注意事項を紹介する。 

 

 (1) 物件選定 

 賃料だけでなく税金や諸々のサービス手数料等、全ての費用を洗い出し、諸経費を総合

的に試算し、判断する。 
 物件の条件によっては、施工段階で追加費用がかかることがある。（例：建築使用許可

証の変更、反差別法への対応としてエレベータの設置等）。 できるだけリース契約前

に専門家による建築診断やアドバイスを求め、予想される追加コストを把握し、これを

考慮しながら選定する。 
 ニューヨーク市内での店舗事業にかかる経費は、上昇することが前提と言っても過言で

はない。事業計画はこれを前提に、立案する。 
 市場調査の際、店舗周辺の通行量に目がいきやすいが、自社のターゲット顧客が多く来

店する地区かどうかを重視したい。ニューヨークでは、地区によって顧客層や消費行動

が異なるので、この点を留意したい。 
 地域活性化のための大型プロジェクトが入るとがらりと街の表情や人の流れが変わるこ

とがある。リース契約期間が比較的長いのでプロジェクトの有無を確認し、プラス･マイ

ナス両面で将来の立地条件を予想する。 

 

(2) リース契約 

 契約書は専門用語が多く、長い資料であるが、詳細を専門家と共に読み込み、細かい内

容まで理解することが重要である。 
 条件交渉は、弁護士等の専門家に一任するのでなく、積極的に関与する。必要な条件に

ついては、あきらめず交渉する姿勢を見せることが、より有利な条件獲得につながる。 
 リース期間中には撤退はできないという条件が一般的であるが、現実にはリース契約終

了前に撤退する店舗も多い。将来撤退の必要が出た場合に備え、予め契約内容や事例等、

関連情報を貸主や専門家から入手するのもよいだろう。 

(3) 施工管理 
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 工事費用は、総合的なメリットを評価しながら予算化したい。例えば、日本と異なり作

業の専門化・分業化の度合が高いので、それぞれを連携し、管理する機能が重要とされ

ているが、ここに十分な投資をしなかった結果、工期が遅れ、開店が遅れる場合もある。

建設技術のクオリティについても、入居後時間の経過と共に明らかになる。 
一方で、予算は管理しなければ膨らむ一方なので、専門家や経験者から情報を得て、判

断したい。 
 2.5 ハード計画に既述のとおり、様々な理由によって、工事が遅れるケースが多い。また

既述以外にも、労働規範が日本とは異なるので、作業工程の途中でも終了時間になった

ら作業を止めてしまうなど、工事遅延要素は非常に多い。この点を十分考慮して全体の

スケジュール管理を行いたい。 
 後続の第 4 章インタビュー調査からは、プロジェクト・マネジャーや現場と頻繁にコミ

ュニケーションをすることで、遅延を防いだり最小限に留めたという事例があり、現場

の管理責任者との良好な関係を持つことが、工期管理に有効な場合もあるようだ。。 
 

(4) 物流ロジスティクスと商品管理 

 商品の多くが輸入品となるため、関係する輸入規制、税制、製品表示義務を学び、製品

の安全性を確保する。特に子供用商品や食品、化粧品は規制が厳しいので、十全な準備

が必要である。 
法規制については、フォワーダーや専門家から常に最新情報を得るように心がけたい。 

 商品輸送について、海外からの輸入の場合、通関検査で時間がかかるケースがある。一

方、国内輸送については、天候不順やストライキ等、予想外に時間がかかるケースがあ

る。開店日に商品を確実に間に合わせるためには、スケジュールに余裕を持ち、フォワ

ーダーや専門家に状況を確認することが望ましい。 
 商品保管について、自社店舗内で保管する際、保管場所の状態をよく確認する必要があ

る。ニューヨークに多い古いビルでは、地下フロアでの洪水や古いパイプの破損等で、

商品に被害が出ることがある。 

 

(5) 店舗運営 

 防犯対策について、前述 2.6.6 にあるように日本に比べて従業員が関わる盗難が多い。清

掃員やゴミ回収業者と組織ぐるみで商品を盗むようなケースもある。また場所によって

は強盗への対策も必要である。 
ただし、立証できない従業員による盗難の可能性については、非常にセンシティブな状

況なので、弁護士や労務専門コンサルタントに相談することが先決である。 
 店内での事故は、たとえ小さな怪我であっても訴訟対象となる場合もある。従業員の店

内作業中の事故も同様だ。施設、設備、什器やサイン類の安全確認を定期的に実施した

い。 
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(6) 労務管理 

 日本の職場環境と大きく異なり、モラール管理に重要な部分は、「公平性の重要性」で

ある。日本語と英語、様々な人種の従業員が１つのチームとして働くためには、目に見

える公平な制度、公平なコーポレート・カルチャーを作り上げることが重要である。こ

のため、前述 2.7 にあるような様々なツールを用意することは、組織作りにとっては積極

的な投資となるだろう。 
 日本に比べて、従業員が企業を訴えるリスクが高い。訴訟となりやすい行為・行動、シ

ステムを把握し、リスクを下げるような教育・訓練の導入が望ましい。 

 

3.2  マーケティング活動に関する法規制 

近年、米国ではソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用など、広告やマーケティングの

概念が大きく変化している。大手小売業者も、既存のテレビや印刷媒体からデジタル・マーケテ

ィングにシフトしており、ニューヨークに出店の際にも、短期間に比較的低予算で実施できるウ

ェブサイトや E メール・キャンペーン等は魅力的なツールだ。 

デジタルな世界での新しい「顧客づくり」をリードする米国において、有効なマーケティングを

していくために、小売ビジネスを展開する日本企業が留意しなければならない法規制、法的リス

クの基本について説明する。 

 

3.2.1  不公正な取引慣行または欺瞞的な取引慣行に関する規則 （FTC 法第 5条） 

連邦取引委員会 （Fair Trade Commission。「FTC」）法第 5 条は、企業の不公正または欺瞞的な

マーケティング、プロモーション、広告、セールス活動から消費者を守る権限を FTC に与えて

いる。  

企業の取引慣行は、以下の場合、①不公正（unfair）17または ②欺瞞的（deceptive）18 とみなさ

れ、違法となる。 

① 重要な事実を省略したり、虚偽または誇大な表明もしくは主張をした場合。結果と

して実際に虚偽や消費者に損害がなくても、誤認を生じさせるだけの欺瞞的な取引慣

行を行っていたという事実が同法の違反となる。 

                                                             
17 http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-unfair.htm 
18 http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-decept.htm 
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② 消費者が合理的に回避できず、かつ消費者または競合にもたらす利益を上回るよう

な実質的損害を企業が消費者に与えた場合。 

 

広告の表現が虚偽または欺瞞的とされることを避けるため、広告は原則として、(1)真実に基づ

き、誤解を招かないこと、(2)実証可能であること（Substantiation）、そして(3)公正でなければ

ならないと考えられている。広告の実証19 とは、広告を出す前に宣伝内容を実証する証拠や裏

づけが必要とされることである。実際どこまでの実証が求められるかについては、宣伝内容や使

用する表現によって変わってくる。 

米国において、虚偽広告から消費者を保護する法律として特に重要になるのがランハム法と FTC
法である。この二つの法の概要については、図表 28参照。 

 

図表 28 ランハム法と FTC 法（概要） 

 

 

 

 (1) オンライン広告 

オンライン広告は、小売ビジネスをニューヨークで行う日本企業にとって今後大きなビジネスツ

ールとなりうる。このようなインターネットを通した広告に対しても、基本は、従来型の宣伝メ

ディアに適用されるのと同じ規則が適用される。しかし、後に説明するプライバシー・個人情報

保護の問題など、オンライン上のマーケティングだからこそ気をつけなければならない法的リス

クも当然存在する。従来のメディアより比較的に簡単に、そして安価なコストで始められるオン

                                                             
19 http://www.ftc.gov/bcp/guides/ad3subst.htm 

ランハム法 FTC法

目的 自社または競業相手の特質、特徴や品質を

欺き、不正確に伝える行為の禁止 

企業の不公正または欺瞞的なマーケティン

グ、プロモーション、広告、セールス活動

等 の禁止

原告 競合相手 FTC

証明要件 原告は、広告内容が真実ではなく偽りであ

ること、または消費者の誤認を導く可能性

が高いことのいずれかを証明

FTCは、消費者の誤認を生じさせ、欺瞞的な

表現と考えられる広告内容であることを証

明

主な救済方法 -Injunctive Relief（差止救済）

-Monetary Damages（金銭賠償）

-Attorneys' Fee（弁護士費用の負担）

-Cease and Desist Order（排除命令）

-Civil Money Penalty（民事制裁金）

-Consumer Redress

（消費者の損害を補償）

-Corrective Advertising

（広告内容を修正し、虚偽表現があったこ

とを伝える）
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ライン・マーケティングであるからこそ、事前にどのような「落とし穴」があるかだけは確認し

ておく必要がある。 

また、FTC はオンライン広告に関し、「Dot Com Disclosures: Information about Online advertising 』
（ドットコム開示：オンライン広告に関する情報）20と」「Advertising and Marketing on the Internet: 

Rules of the Road」（インターネットにおける広告およびマーケティング：その規則）21というガ

イドラインを公表している。 

 

(2) 欺瞞的価格設定22 

広告には、商品やサービスに対して支払われる価格に関し、消費者を騙す、あるいは誤解させる

ような価格情報を含めないよう注意しなければならない。 

欺瞞的価格設定の例として、ある商品の購入を条件に無料の商品を提供する場合、無料商品のコ

ストを吸収するために購入する商品の定価を引き上げるような行為は禁じられている。また、

7.50 ドルで販売する商品を、売れないことを承知の上でわざと一定期間 10 ドルで販売し、その

後「10 ドルから大幅値下げ」と表示するような方法も、二重価格表示として禁止されるので注

意が必要である。 

 

(3) 比較広告23  

日本では比較広告はあまり実施されていないが、米国では、宣伝内容が明確かつ真実で欺瞞的で

ない比較広告は、市場の活性化に繋がり、また消費者の重要な情報ソースと捉えられ、逆に奨励

されている。しかし、ランハム24法により、商業広告において、自社もしくは競業相手の特質、

特徴や品質を欺き、不正確に伝える行為は禁止されている。自社の広告に他社と比較する表現が

含まれる場合は、それなりの裏づけを用意しておかなければならない。 

 

(4) 子供を対象とした広告  

子供は大人ほど消費者としての情報を持っておらず、騙されやすいため、売り手は子供を相手に

宣伝する際は、商品やその性能について不正確な情報を伝達しないよう特に配慮しなければなら

ない。子供向け広告の問題について、FTC は、1974 年に創設された自主規制機関、Better Business 
Bureau 理事会の子供広告審査ユニット（CARU）と協力している。子供を対象とする広告に関す

                                                             
20

 http://business.ftc.gov/documents/bus41-dot-com-disclosures-information-about-online-advertising 
21

 http://business.ftc.gov/documents/bus28-advertising-and-marketing-internet-rules-road 
22 http://www.ftc.gov/bcp/guides/decptprc.htm 
23 http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm 
24 15 U.S.C. 1125 条 (a)(1)項  
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るガイドラインが CARU から公表されているので、対象となる小売ビジネスを展開する企業は

必ずこれに留意しておく必要がある。25  

 

(5) プロモーション  

コンテスト、懸賞、景品や無料サンプル、クーポン、リベートなどに関する商品やブランドのプ

ロモーション戦略については、連邦法および州法が適用されることになる。 

米国において「ロッテリー（富くじ）」は一般的に連邦・州政府が運営するものであり、非営利

団体が行うラッフル（くじ）を除いては、すべて禁止されている。また、日本でいうクローズド

懸賞（一般懸賞や共同懸賞）は、米国においては富くじとみなされ、禁止されているので注意が

必要である。例えば、商品を購入すると懸賞に参加できる、というプロモーション企画は、米国

では富くじとされるため、行うことができない。したがって、確率や運で賞品や賞金が当たるプ

ロモーションを米国で行う際は、参加者が何らかの対価を支払うことを参加条件としないような

企画（いわゆるオープン懸賞）にしなければならない。そのため、例えば懸賞企画への参加方法

としてアンケートを行う場合も、簡単に答えられるような内容としつつ、他の参加方法も設ける

といった方法がとられることが多い。 

また、米国で懸賞を行う際は、連邦そして各州法に定められた表示や手続に関する規制に則るこ

とが重要である。すなわち、懸賞企画をはじめる前に、懸賞期間、参加条件、当選方法や当選後

の手続などについて、懸賞イベントの公式ルールを設定して、参加者に明確に伝えることが必要

とされている。また、ニューヨークでは、懸賞の賞品価値の総額（小売価格）が 5,000 ドルを超

える場合、州への事前登録と、賞品の確実な交付を保証する担保の設定、当選者の開示と当選者

リストの保管が求められている。 

 

(6) 証言広告 

「証言広告（Advertising Using Testimonials）」とは、消費者、著名人、専門家等の推薦証言を利

用する形での広告であり、商品やサービスの優れた点や実際に利用した感想等を第三者が語るこ

とによって、消費者に対する説得力が増す、購買意欲を促す等の効果が期待できると考えられて

いる。 

他方で、近時日本で口コミサイトにおける“やらせ”書込みが「ステルスマーケティング（いわ

ゆる“ステマ”）」として問題となっているが、米国では、証言広告をマーケティングに利用す

る際には、それが FTC 法第 5 条が違法とする「不公正または欺瞞的な行為もしくはは慣行」に

当たらないように留意しなければならない。具体的には、2009 年 12 月に FTC が出した「広告

                                                             
25 http://www.caru.org/guidelines/guidelines.pdf 
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における推薦・証言の利用に関するガイドライン」26（以下「FTC ガイドライン」という。）が、

広告主と証言者との間に「重大な関係（Material connection）」がある場合、すなわち、広告を見

た消費者が通常合理的には期待しないような、証言の重みや信用性に重大な影響を及ぼす可能性

のある事実が存在する場合には、その関係を明白に開示する必要がある旨を定めている。 

例えば、芸能人にテレビ番組内で自社商品を推薦してもらうよう委託してマーケティングを行う

場合、一般の消費者が、従来からのテレビコマーシャルと同じように広告主からその芸能人へ広

告料や他の対価が支払われていることを想定しないような状況であれば、「重大な関係」に当た

るとして、委託関係があることの開示が求められると考えられる。 

 

(７) ユーザー・ジェレネイテッド・コンテンツ（UGC） 

また、消費者によって表現されるコンテンツ、すなわち「ユーザー・ジェレネイテッド・コンテ

ンツ（User Generated Contents）」（以下「UGC」という。）を利用した広告・プロモーション

が行われることも尐なくない。例えば、Facebook のファンページや、Amazon のレビューなど、

ソーシャルメディアにおける消費者やファンの書込みも、UGC の一種である。UGC には、証言

広告と同様、実際に商品やサービスを利用した消費者やファンの感想等を他者に伝えることによ

る広告・マーケティング効果が期待できることがある。特に、近時は、ソーシャルメディアの隆

盛とともに、様々な形で UGC が活用されている。 

しかし、企業が広告・マーケティングに UGC を利用する際には、いくつか留意すべき点がある。 

まず、情報の発信主体が企業自身ではなくユーザーであることから、ユーザーの書込みが他人の

ウェブサイトを許諾なくコピーしていたり、ライバル企業の商品を誹謗中傷するものであったり

と、第三者の著作権や名誉等の権利を侵害するコンテンツが発信される可能性がある点である。

このような場合、当該第三者からは、書き込んだユーザーに加え、サイト等を運用して UGC を

活用している企業に対しても責任を追及される可能性がある。また、ユーザーが書き込んだ内容

が、実際の根拠に欠けるものや事実に反する内容である可能性も否定できない。 

したがって、企業としては、このようなリスクをできる限り減らすために、通信品位法

（Communications Decency Act。“DCA”）やデジタルミレニアム著作権法（Digital Millennium 
Copyright Act。“DMCA”）のようなプロバイダの責任を制限する法律の免責ルールを活用する

か、あるいは、第三者の権利侵害につながる可能性のあるコンテンツを削除できるよう投稿内容

をモニタリングするなどの十分な検討と対応が必要である。 

また、UGC を活用する場合にも、上記証言広告の FTC ガイドラインに違反しないように注意す

ることが重要である。例えば、有名ブロガーに高価な商品を無料で送付して、その感想を書いて

                                                             
26 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=4c948134fc9d5e7a93f803388c53c5bc;rgn=div8;view=text;
node=16%3A1.0.1.2.22.0.5.1;idno=16;cc=ecfr  

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=4c948134fc9d5e7a93f803388c53c5bc;rgn=div8;view=text;node=16%3A1.0.1.2.22.0.5.1;idno=16;cc=ecfr
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=4c948134fc9d5e7a93f803388c53c5bc;rgn=div8;view=text;node=16%3A1.0.1.2.22.0.5.1;idno=16;cc=ecfr


119 

 

ほしいと委託した場合、一般消費者が、高額商品の無償提供の事実を想定しないような状況であ

れば、ブロガーは、ブログへの書込みに際し、広告主からの無償提供の事実を「重大な関係」と

して記載する義務がある。広告主である企業としては、ブロガーがこのような開示義務を果たす

よう、無償提供に際してかかる開示義務を説明し、実際の書込内容も確認するようなプロセスを

導入することが望ましい。 

 

(8) 商業目的の電子メールと、CAN-SPAM 法 

2003 年 CAN-SPAM 法（連邦スパム対策法）は、無差別な迷惑メールや商用電子メールを規制す

る法律である。商品やサービス、ウェブ上のコンテンツなどの広告や販売促進のために、企業が

詐欺的あるいは誤解を招くような商業用電子メールを送信することを禁止している。  

CAN-SPAM 法の主な内容は次のとおりである。 

① 全ての商業用電子メールに、それが広告あるいは勧誘であることを明確に、かつ目

立つ方法で示すことを義務付ける。 

② 虚偽あるいは誤解を招くようなヘッダー情報と、欺瞞的な件名の使用を禁じている。

また、商業用電子メールには、以後の送信を差し止める「オプトアウト」の通知を含

めることを義務付ける。「オプトアウト」を可能にするため、同法では、商業用電子

メールの送信元は、返信先を「明確に、かつ目立つ方法で示すこと」を義務付けてい

る27。 

③ 以下のような行為は「悪質な違反」として禁じられている。(a) プログラムを使用す

ることで無作為に受信者の電子メールアドレスを収集し、それらのアドレスに商業用

電子メールを送信、(b)違法メールの送信を目的とした 複数電子メールアカウントの

自動作成、(c) 不正アカウントを介した商業用電子メールの転送。 

④ 性的内容を含む商業用電子メールには、警告ラベルの添付を義務付ける。 

CAN-SPAM 法は州のスパム法に優先して適用され、FTC を中心に各州の司法長官も執行するこ

とができる。違反があった場合は罰金や罰則の対象となり、各違反電子メール 1 件につき最高 1
万 6,000 ドルまで罰金を科すことができる。また、例えば、ある企業の商品を宣伝する電子メー

ルが提携会社を通して送信された場合、その企業は提携会社の行為に対しても責任を負うことに

なる。よって、提携会社を慎重に選考し、CAN-SPAM 法を遵守するよう積極的に監視し、コン

トロールすることが重要となる。 

 

                                                             
27 15 U.S.C. § 7704(a)(3). 
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3.2.2  プライバシーの保護 

インターネット上のビジネスやプロモーション活動を米国で行う際、消費者のプライバシー・個

人情報に対する取扱いには細心の注意を払わなければならない。日本とは異なり米国には、個人

情報保護を規制する包括的な法律は存在しない。米国では、様々な連邦法や州法、判例法などが

特定の状況に応じながら消費者の個人情報・プライバシー保護を規定しているため、どのような

規制が存在するかを正確に理解するのは容易なことではない。例えば、消費者のプライバシーを

保護する連邦法だけでも、FTC 法、児童オンライン・プライバシー保護法（COPPA）、

Gramm-Leach-Bliley 法（GLB） 、Telemarketing and Consumer Fraud Abuse Protection 法、Fair Credit 
Reporting 法、Health Insurance Portability and Accountability Act （HIPAA）法など様々である。し

かし、中でも、米国で小売ビジネスを展開する日本企業にとっては、FTC 法と COPPA の遵守が

大切である。 

 

(1) FTC 法 

以下のような行為は、FTC 法違反として、FTC による取締りの対象となる可能性がある。 

① プライバシーポリシーに記載されている約束事項（収集したデータを第三者に配布

しないなど）に反する行為 

② 収集データを取り扱う従業員への適切な指導を怠るなど、収集データの適切なセキ

ュリティ管理を怠る行為 

③ 個人情報の所有者からの同意を得ず、個人情報を従来よりも開示することを遡及的

に認めるようプライバシーポリシーを一方的に変更すること 

④ データ追跡デバイスやソフトウェアの使用範囲に関して消費者への通知を怠るなど、

データを欺瞞的に収集すること 

 

(2) COPPA（児童オンライン・プライバシー保護法）  

COPPA は、インターネットのウェブサイトで 13 歳未満の児童から個人情報を取得する際、保護

者の同意を義務付けるなど、子供達の個人情報の収集、使用、開示を規制することを目的として

いる。 COPPA の要件は以下のとおりとなる。 

① 同法は、「児童向けのウェブサイトやオンライン・サービスの運営者」と、「児童

から個人情報を収集しているとの実知識を有している運営者全て」に適用される28。 

                                                             
28 15 U.S.C § 6502(a)(1). 
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② 同法の適用対象企業は、ウェブサイトでプライバシーポリシーを記載し、個人情報

を収集するすべてのページでプライバシーポリシーへのリンクを提供しなくてはな

らない。 

③ 同法の適用対象企業は、ウェブサイトでの情報収集慣行、収集する情報の種類、使

用目的、また、第三者にこれらの情報が開示されるかどうかについて、保護者に対し、

明確かつ目立つ方法で通知を提供しなくてはならない。  

④ 同法の適用対象企業は、子供から情報を収集しており、収集のためには保護者の同

意が必要であるとの情報を保護者に伝えるため、相応の努力をしなくてはならない。 

⑤ 同法の適用対象企業は、子供から個人情報を収集する前に、その保護者からの同意

（子供から得た個人情報の利用方法によって、電話などで保護者からの確認を得るな

ど、同意を取得する方法が異なる）を取得しなくてはならない。 

⑥ 同法の適用対象企業は、子供の個人情報を第三者に開示してもよいかどうか、保護

者に選択余地を提供しなくてはならない。また、保護者に、子供の個人情報を参照し

て削除できるアクセス権と機会を提供し、また、親がかかる情報の収集と使用をそれ

以降差し止めること（オプトアウト）ができるようにしなくてはならない。 

⑦ 同法の適用対象企業は、ウェブサイトの活動に参加するため合理的に必要とみなさ

れる以上の個人情報を収集してはならない。 

⑧ 同法の適用対象企業は、児童から収集した個人情報の機密性、セキュリティ、完全

性を維持しなくてはならない。 

COPPA の執行権限は FTC と州の司法長官が持つが、同法の違反行為に対する罰則については、

(i)違反がどれだけ悪質か、(ii)関連する児童の数、(iii)収集した個人情報の量と種類、(iv)情報が

どのように使用されたか、(v)情報が第三者と共有されたか、等の要因によって決定されるとさ

れている。 

また、海外のウェブサイトであっても、それが米国内の児童を対象としたものであったり、米国

の児童から個人情報を知りながら収集したりする場合には、COPPA を遵守しなくてはならない

点は注意が必要である。 

多額の罰金が科せられた例：(x)Xanga.com（2006 年）の件では、同ウェブサイトは 13 歳未満の

児童がプロファイルを作成しているとの実知識があったにもかかわらず、親の同意を得ることな

く児童がプロファイルを作成することを許していた。また、(y)Sony BMG Entertainment（2008 年）

の件では、ソニーが、一部のユーザー・ファン・ページが児童によって作成されていたとの実知

識があったにもかかわらず、プライバシー方針には児童は参加できないと事実とは異なる記述を

していた。Xanga の場合も Sony BMG の場合も罰金は 100 万ドルだった。FTC との和解には、こ

のほか、20 年間にわたって遵守状況を詳細に監視するなどの要件が盛り込まれている。  


