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『ドローンベンチャーの壮大な計画』



電子デバイス・材料業界：『ドローンベンチャーの壮大な計画』

大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー証券
会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメント㈱
入社。

大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導体、半
導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を担当、モル
ガン・スタンレー証券会社では、電子部品の調査を開
始、産業アナリストとして17年の経験を有する。

2001年に日経アナリストランキングで1位になるなど、
各種ランキングで上位に名を連ねる。

村田 朋博

Tomohiro Murata

執行役員 マネージング・ディレクター

主な著書

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年）
『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年）
『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年）
『この本を読まずに死ぬな！人生を変える珠玉の15冊』（静山堂書店 2018年）
『図解入門業界研究最新電子部品産業の動向とカラクリがよ～くわかる本』（秀和システム 2018年）

台湾ハイテク企業の月次データは製品によって大きく異なる。
DRAM企業の売上高が大きく減少しているが、昨年の未曽有の
高値との比較でありもはやニュースにならない。iPhoneの次期
モデルの生産が開始された模様である。

さて、ドローンのベンチャー企業の創業者A氏が拙著を読ん
でご連絡をくださり、お話をお伺いする機会を得た。ドローン
は、交通、運輸、検査、レジャーなど多岐にわたる分野での応
用が期待されている、熱い分野である。同じくドローンの自律
制御システム研究所は、昨年末に上場し、時価総額は300億円
を超え（上場前直近期業績売上高8億円、3億円の営業赤字だ
が)、中国のDJIは急成長し、時価総額は1兆円規模である。

A氏は世界企業を創るという壮大な計画を持ち、大変面白
かった。ドローンが自動で飛び上がり、プラント、道路、電力
網などを自動的に撮影し、自動で帰還し、また充電する。撮影
したデータは無線で飛び、AIで分析し、その結果を顧客に送る。
ほぼすべて自動であり、未来社会をみているようであった。ま
た、顧客のニーズは多種多様であり、各地域でユーザーニーズ
を把握している企業に出資し(世界中で数十社)、グループ化を
していることも面白かった。今後の発展が楽しみである。
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経営全般：『最低賃金1,000円時代の経営戦略』

野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS証券会
社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフロンティア・
マネジメント㈱設立。

10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリストと
して活動。㈱産業再生機構においては、地方百貨店で
ある津松菱やうすい百貨店の事業再生に関与し、カネ
ボウおよびダイエーの案件では、取締役として事業再
生に関与。

1999年に国内外の複数のアナリストランキングにおい
て、小売部門でトップランキングを獲得。

松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年）
『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年）
『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年）
『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年）
『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年）
『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年）
『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年）
『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年）
『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）
『持たざる経営の虚実』（㈱日本経済新聞出版社 2019年）

2019年度の最低賃金引き上げが決定された。19年度に時給
が1,000円超なのは東京と神奈川だが、このペースで上昇する
と5年後には全国平均で1,000円を超過する。

最低賃金の上昇は短期的には企業の負荷となる。韓国で行わ
れたような急激な引き上げは論外だ。一方、マイルドな最低賃
金上昇は、経済にプラスをもたらす。

我が国には低収益の産業・企業が多く、ビジネスモデルの変
革や業界再編などが必須だ。にもかかわらず、協力的な労使関
係に甘えた産業・企業側が、従業員の低賃金維持によって糊口
をしのいでいる例が少なくない。最低賃金の上昇は触媒となり、
低収益企業の退出、低収益産業の業界再編などにつながる。

最低賃金の地域格差にも注目したい。19年度で見ると、最高
は東京の1,013円、最低は鹿児島の787円。東京の人件費が高
いのではない。経営者視点では、他の経営資源と比較して、東
京の人件費は安い。東京の繁華街の家賃は月坪50,000円前後、
一方、鹿児島など地方では5,000円前後と10分の1だ。

人と土地ではあまりに「地域格差の格差」が大きい。東京で
は割高な土地という経営資源を狭小で使い、割安な労働という
経営資源をより多く使うのが合理的だ。

地方では人件費が（土地と比較して）割高なのだ。今後上昇
する最低賃金によってビジネスモデルの変革を早期に求められ
るのは、東京ではなく地方である。その方向性は、東京とは正
反対。なるべく人件費を使わないというベクトルとなる。
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テクノロジー関連業界：『アジア経済成長率の鈍化は構造的問題？』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

アジア全域の経済成長が鈍化している。中国のGDP成長率が
鈍化したのが直接的影響と推測されるが、米中間貿易問題や、
政治的な紛争・混乱、アジアから欧米への主力輸出品である製
品の需要減や部品輸出の停滞、なども影響していよう。

アジア主要13か国の直近四半期別GDP成長率を見ると、6％
台が中国・ベトナム・ミヤンマー、5％台がインド・フィリピ
ン・インドネシア、4％台がマレーシア。2％未満はシンガポー
ル・香港・台湾・韓国・日本。引き続き経済規模からは中国・
インドがけん引するものの、成長率は鈍化。前四半期比で成長
率が0.5%ポイント以上低下したのは、韓国・シンガポール・
タイ・インド・香港・フィリピン、と過半数に及ぶ。

成長率鈍化は、アジアから欧米等への輸出が大きい自動車関
連やスマホ関連の輸出が鈍化している影響が大きいと思われる。
世界的にこれら耐久消費財の需要は、G20地域を主に伸び悩み
～減少方向。普及が一巡しつつあることに加えて、これら耐久
財の伸び悩みは構造的な要因が顕在化しているのではないか。

スマートフォンは年間15億台の出荷があるが普及は一巡。機
能向上も限界の公算があり、新しいカテゴリーはハードよりア
プリやサービスが主体。長寿命化もあり、製造業として量的拡
大余地は限界で、今後価格競争激化により金額でマイナス成長
もあり得る。自動車はメガトレンドに加え、シェアリングや電
動化・自動運転化など技術革新が長期的にハードの需要量に対
しマイナスである可能性高い。さらに過去のエレクトロニクス
製品の例では価格も大きく下落する可能性があるのではないか。
モノづくり・輸出に依存した企業戦略も転換する必要があろう。
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大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メリ
ルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタイン
㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱
に入社。

22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト業務
に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精密機器、
ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企業をほぼ網羅。
その他、医薬品・小売り・繊維・サービス等の生活関
連産業、電子素材等を含む川上のテクノロジー関連業
界、汎用化学等へも調査対象を拡大。

1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ランキン
グ」や米国「Institutional Investor」誌等のアナリス
トランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。



メディア・エンターテインメント業界： 『Disneyのネット動画配信』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト
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三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）、興銀証
券㈱（現、みずほ証券㈱）、日興ソロモン・スミス
バーニー証券会社（現、シティグループ証券）、マイ
クロソフト㈱（現、日本マイクロソフト㈱）、日興シ
ティグループ証券㈱（現、シティグループ証券）、
フィールズ㈱を経て、2016年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

1998年から2016年までの18年間、アナリスト業務お
よび事業会社にて、一貫してエンターテインメント業
界に携わる。セルサイド・アナリストとしては、エン
ターテインメント業界の他、メディア業界、インター
ネット業界、ITサービス業界のリサーチも担当。

2003年から2005年に在籍したマイクロソフト㈱では、
同社のゲーム機Xbox360の日本ローンチ戦略、および
オンラインサービス「Xbox Live」のマーケティング
戦略を担当。2014年から2016年に在籍したフィール
ズ㈱では、IR、およびゲーム系子会社管理を担当。

米Walt Disney Companyは8月6日、米国で11月から開始す
る定額動画配信サービス「Disney+」のバンドルサービスと料
金を発表、Disney+、Hulu、ESPN＋の3サービスをバンドル
した料金は月額12.99ドルと発表された。これは、グローバル
動画配信の雄であるNetflixのスタンダードプラント同額である。

Disneyは、2019年3月にFoxを約710憶ドルで買収し、動画
配信サービスを提供するHuluに関しても、Fox買収によるHulu
持ち分増加に加えて、Comcastから2024年1月以降にHulu株
式を買い取るオプション契約を結んだことから、実質100%子
会社化した。Disneyは、Foxを含めた新作自社映画コンテンツ
を、Disney+以外の動画配信サービスには提供しない方針であ
り、自社スポーツ配信サービスのESPN+もバンドルすること
で、多様な独自コンテンツをネット配信する態勢が整ったと見
られる。

ネット動画配信に関しては、Appleも今秋から「Apple
TV+」を、AT&T参加のワーナーも2020年春から「HBO
Max」を開始する予定で、競争激化が見込まれている。映画制
作大手が独自サービスを開始し、自社コンテンツを差別化要因
と位置付けることとなるため、NetlixやAppleは、オリジナル
コンテンツ制作に多額資金を投じることとなろう（Netflixは、
2019年に150憶ドルをコンテンツ制作に投じる見込み）。

他の差別化要因としては、Netlixが本年の米国ゲームショー
E3で参入発表したゲームも挙げられる。同社は、オリジナルド
ラマをベースにしたゲーム制作を行う予定で、中期的にはネッ
ト動画配信とクラウドゲームがバンドルされる可能性もあろう。



機械業界： 『設備投資を手控える動きが強まる』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

７月下旬から８月半ばにかけて、機械主要各社の20年３月期
第１四半期決算が発表された。設備投資関連の機械メーカーで
は、多くの企業が下方修正を発表した他、修正発表はなかった
が通期予想の未達リスクの高い企業も散見された。この背景に
は、米中貿易摩擦の影響に加え、自動車、スマートフォンなど
の販売減速から、設備投資を手控える動きが強まっていること
が大きいと思われる。

設備投資の代表的な指標である工作機械の受注は、18年3月
の1,829億円をピークに下落に転じ、19年6月には989億円
（前年比38％減）と32か月振りの1,000億円割れとなった。
下落局面の初期段階では、中国のスマホ関連の投資縮小の影響
が大きかったが、直近では国内、海外とも米中貿易摩擦、自動
車販売の低迷、世界景気の減速懸念などの影響がでている。7
月の同受注は1,000億円台を回復したものの、先行きの不透明
感は払拭できてはいない。

また、ファクトリーオートメーション関連では、ロボット、
空気圧機器、直動システムなどの20年3月期第1四半期の売上
高が大きく落ち込んだ。自動化投資に対するニーズはあるもの
の、自動車、スマートフォン、半導体などの業界での増産投資
一服の影響がでている。ただ、ロボット用精密減速機で世界
トップのナブテスコでは、4～6月期の精密減速機の受注が前四
半期比でプラスに転じており、下期の回復期待を強調していた。

世界景気の減速懸念が燻る中で、手控えられている設備投資
が再開されるのか、あるいは消滅してしまうのか、設備投資を
取り巻く環境は依然として不透明である。
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日興証券株式会社（現、SMBC日興証券株式会社）に
入社し、同年、日興リサーチセンターに出向。INGベ
アリング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券
会社、メリルリンチ日本証券を経て、2016年フロン
ティア・マネジメント㈱に入社。

1987年から2016年までの29年間、セルサイドアナリ
ストの経験を有する。1992年からは日興リサーチセン
ター、INGベアリング証券会社（現、マッコーリー
キャピタル証券会社）、メリルリンチ日本証券にて、
機械業界を約24年間にわたって担当した。



小売業界： 『誰がためにポイント還元はあるのか』

流通小売業の現場では、10月に迫った消費増税の対応に追わ
れる日々が続いている。今回の消費増税では、①食品や新聞に
対する軽減税率の適用と②キャッシュレス決済に対するポイン
ト還元制度（9か月間の時限措置）という２つのイレギュラー
措置が導入される。しかも、①軽減税率では対象の「食品」か
ら酒や外食を対象外に、②ポイント還元では大企業の直営店を
対象外としており、流通小売業が対応すべきイレギュラー対応
は多層化の様相を呈している。

例外措置を導入する理由には、個人消費への悪影響の軽減や
キャッシュレス決済の普及促進が挙げられているが、これらの
メリットと複雑な課税制度がもたらす下述のデメリットを比べ
たときに、果たして社会的厚生が最大化されるのかどうか。議
論の余地があるように思える。

複雑化した課税のデメリットは、システム改修や販売現場で
の対応にかかる企業コストがある。加えて、事業者の規模や
サービス区分によって異なる間接税率が適用されることも、社
会資源の配分を歪ませるという点で好ましくない。例えば、軽
減税率の対象となるテイクアウト店は飲食品（非対象）よりも
（市場の失敗によって）不利な立場に置かれているわけではな
い。キャッシュレス決済のポイント還元においても、中堅規模
のスーパー等が適用外となる一方で、（中小企業を介した販売
サービスを行う）アマゾンや大手コンビニが国からポイント還
元の補助を受けるというねじれ現象さえ起こす見通しだ。

今回の消費増税は、「課税制度は徴収コストが安く、シンプ
ルであることが好ましい」という公共経済の基本原理に立ち
返った議論の良い契機なのではないであろうか。

© 2019 Frontier Management Inc. 

山手 剛人

Taketo Yamate

シニア･アナリスト

1999年にウォーバーグ・ディロン・リード証券会社
（現UBS証券会社）に入社。2003年に同社株式調査
部で小売セクター担当のシニア・アナリストに就任。
2010年にクレディ・スイス証券会社に移籍。小売セク
ター担当のアナリストと消費関連産業の調査グループ
リーダーを兼務。2017年にフロンティア・マネジメン
ト（株）に入社。

1999年から2017年までの18年間、消費産業（小売、
食品、消費財）の産業・企業調査に従事。50社以上の
上場企業の株式格付を担当。

UBS証券会社では2002年に史上最年少でシニア･アナ
リスト（食品、消費財セクター担当）に就任。 日経
ヴェリタス「人気アナリストランキング」では継続的
に上位にランクイン（最高順位は2010年の総合小売セ
クターで2位）。

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）
主な著書



消費財業界： 『キャッシュレス還元が化粧品市場の混乱を招く？ 』

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト

消費税率が10月1日から10%に上昇する。今回の消費税増
税では、キャッシュレス支払いに対するポイント還元という前
例のない施策が行われることで、化粧品業界では販売チャネル
を跨いだ需給の混乱が懸念される。

化粧品はデパート、ドラッグストアなどのチェーン店、EC、
化粧品専門店等で売られているが、金額構成比で3割程度とみ
られる専門店やECモール内店舗には中小小売店が多く存在し
ている。メーカーは各チャネルでの取り扱い製品を戦略的に振
り分け、特に中高価格帯製品はブランド管理の観点からどの販
路でも同一製品同一価格で販売しているが、これが10月1日か
らは購入店舗によって事実上の価格差が発生することになる。

単価の高い化粧品はそもそも買い溜め対象となりやすい。今
回の消費税増税では、増税時に加えて増税後も2020年6月まで
需要への影響が継続するとみられる。加えて、今回は従来の仮
需・反動減といった動きにとどまらず、大手デパート・ドラッ
グ等と、中小資本の専門店・EC店舗などを跨いだ販路のシフ
トが発生する可能性が高い。

化粧品市場はプレステージ領域の好調を受けて成長基調が続
いており、資生堂等の主要メーカーでは供給能力不足が問題と
なっている。ここでさらに販路を跨ぐ需要シフトが発生した場
合、各社は一層複雑な供給管理を強いられることになろうる。

政府による5%還元という前例のない施策は、販売チャネル
と製品カテゴリーの最適管理が極めて重要な化粧品市場では、
10か月にわたる戦略のかく乱要因となる恐れがある。
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バークレイズ証券会社（現バークレイズ証券㈱）、ス
ミスバーニー証券（現シティグループ証券㈱）、ドレ
スナー・クラインオート・ベンソン証券、クレディス
イス・ファーストボストン証券（現クレディ･スイス証
券㈱）、三菱UFJ証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタン
レー証券㈱）、有限責任監査法人トーマツを経て、
2019年にフロンティア・マネジメント㈱入社。

1990年から2009年までセルサイド・アナリストとし
て、化粧品・トイレタリー業界およびヘルスケア業界
を担当。

有限責任監査法人トーマツでは、財務分析・ESG開示
を含むIR関連コンサルティング、クロスボーダー・オ
ファリング助言に加え、デロイト・トゥシュ・トーマ
ツがグローバルで実施するベンチャー企業顕彰プログ
ラムの日本におけるプログラム・マネジャーを兼務す
るなど、幅広く活躍。

2005年度および2006年度エコノミスト誌アナリスト
ランキングでは化粧品・トイレタリー部門1位を獲得。



中国担当：『インスタントラーメンにみる景況感』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

中国は世界最大の即席めん市場で全体の約4割消費している。

（3位がインドである点は、別の機会で分析したい）

消費量は2013年をピークに下降。理由は,不健康、低所得者
向けのイメージと、消費者の主体である90后（90年以降出
生）が高額志向、外食産業のチェーン化とECケータリングの
発達、さらに都市部のCVS中食強化によるとみられている。

ところが、2017年以降同商品の消費が再度拡大傾向となっ
ている。中国最大メーカーの康師傅の即席めん販売額は’18年
売上が約240億元（3,720億円）5.7％対前年比増で出荷額
市場シェアは48.2%だが市場全体は同比8%増。同社利益額は
17億元（260億円）と同比14.6%増とグループ全体に貢献。

これは、①健康（安全）、②高額付加価値商品、③社会貢献
性にあると考える。使用原料明示（フードセーフティ）、10-
20元（150-300円）高額商品の開発（袋めん1.5元、カップめ
ん5元）、廉価で必要栄養を摂取できる（ノーハンガー運動）
の成果と言え業界第二位の統一も同様の動きで特に高額商品に
より業績を上げている。

更に社会消費品小売額が’16年対前年比＋15%から’18年＋
10%に鈍化。ECケータリング業が寡占化され値上げ傾向にあ
る事、中心消費者の個人、屋内での余暇時間長期化も追い風と
言える。

今後の経済スローダウンが20元カップラーメンの拡大につな
がるのか。単価と商品特性にこだわりを持つ消費者層に、簡便
である要素のアピールがまず必要といえる。
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㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤務。
Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本社、
Tomen（America）Corp.シカゴ支店、㈱トーメン食
料本部、東棉（北京）駐在事務所に勤務。東棉（北
京）（大連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司 総
経理を経て豊田通商㈱との合併。豊田通商（天津）有
限公司 副総経理に就任。豊田通商㈱食料本部食品部、
食料事業部に勤務。その後、サンヨー食品㈱海外事業
部勤務。2014年にフロンティア･マネジメント㈱に入
社。

豊田通商㈱入社後は、食料本部にて畜産、食品、食糧
トレーディング、同海外法人にてマネジメント、現地
でのトレーディング、新規ビジネス開発業務に従事。

豊田通商㈱食品部部長としては、投資案件立案や実行
に従事するとともに、各関連企業取締役として企業運
営を行う。

サンヨー食品㈱では、海外事業部部長として米国、中
国事業管理を行う。



ASEAN担当： 『ASEAN各国の4-6月GDP経済成長率が語るもの』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

米中貿易戦争のみならず、Brexit・日韓問題・G7共同宣言中
止など、その影響はASEAN諸国にも影響を与えることは想像
に難くないが、その影響度に明確な差が出始めている。

ASEAN主要6か国の4-6月GDP成長率（前年同期比）を並べ
てみると、比較的好調維持のグループ（ベトナム：＋6.71％／
フィリピン：＋5.50％／インドネシア：＋5.05％／マレーシ
ア：＋4.90％）と、不調のグループ（タイ：＋2.30％／シン
ガポール：＋0.10％）と、歴然とした差がある。

好不調の差の大きな要因の一つに、各国GDP成長ドライバー
の違いが挙げられる。不調グループには、主要な成長ドライ
バーが外需（輸出）且つ中国向けが大きく、また中国対比で人
件費を含む生産コスト高を背景に中国からの生産シフトが進み
にくいとの特徴がある。タイ（対中国輸出（輸出全体の2割
弱）：HDD・半導体部品等／バーツ高も輸出競争力低下要因）
やシンガポール（対中国輸出（同3割弱）：集積回路・電子機
器等）は顕著である。中国輸出上位はPCや通信機器であり、
その多くが米国にも向いていることから見れば、米中貿易戦争
に直結してダメージを受けることを意味する。当面これが回復
する見込みは薄いだろう。一方、好調グループの場合、個人消
費等内需主導の成長モデルや中国からの生産シフトが進んでい
ることで好調を維持しており、今後も一定成長が期待出来る。

タイでは、①政策金利の引き下げ、②個人消費刺激策、③公
共投資（インフラ策）、④設備投資減税などを矢継ぎ早に打っ
ており、同国に既に拠点がある日系企業では対米輸出の中国か
らの生産移転も進むなど一部改善の可能性も全くないわけでは
ない。が、国全体では主要輸出製品のPC・通信機器メーカー
による生産移転が見えない状況は、やはり懸念が残る。
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㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）、香港上海銀行
（東京支店）等を経て、2014年フロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

㈱日本興業銀行では、企業調査部門で小売業種を担当、
1998年～2005年までタイを中心に通貨スワップや現
地通貨建て起債環境整備、自動車業界の事業統廃合に
関わるプロジェクトなどに関与、香港上海銀行東京支
店では、コマーシャルバンキング部門で日系企業・ア
ジア企業のカバレッジを担当。

フロンティア・マネジメント㈱では、㈱五十嵐電機製
作所のインドの上場企業買収案件、大手上場建材メー
カーのアジア進出検討に係る市場調査案件、大手上場
菓子メーカーによるアジア進出検討支援案件、㈱スト
ライプインターナショナルによるベトナムのアパレル
事業買収案件、OATアグリオ㈱によるオランダの生花
栄養剤メーカー買収案件などを担当。



アメリカ担当： 『アパレル業界のサブスク競争』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

アパレル業界でサブスクリプション・サービスの競争が激化
している。

米GAP傘下のBanana Republicと米Macy’s傘下の
Bloomingdalesが、サブスクリプション・サービスの開始を立
て続けに発表。Banana Republicでは、月額85ドルで一回に3
着まで、一方Bloomingdaleでは、月額149ドルで女性向けの
高価格帯ブランドで勝負する。

背景には、アパレル業界の競争激化と消費者の消費動向の変
化がある。H&MやZaraなどのファストファッション志向と、
オンラインで直接消費者に販売するBonobos、Zapposなどの
D2C（Direct-to-Consumer）ブランドの台頭により、既存の
アパレル企業は、苦境に立たされている。Banana Republicや
Old Navyは約200店舗を閉鎖、Tommy Hilfiger、Polo Ralph 
Laurenもニューヨーク五番街の旗艦店舗を閉店に追いやられ、
新たな活路を探さざるを得ない状況だ。ちなみに、Bonobos、
ZapposはそれぞれWalmart、Amazonに買収されている。

米国におけるアパレル・サブスク・サービスでは、ベン
チャーのRent the Runwayが先行しており、女性用デザイ
ナーズドレス等のレンタル事業でユニコーン企業となった。

日本でも、ストライプインターナショナルが手掛ける「メ
チャカリ」は、アプリのダウンロード数は100万人を超え、有
料会員数も1万３千人に達している。基本プランは、月額5800
円で一度に3着までレンタル可能。新品の商品を借りることが
でき、ユーザーの8割が20－30代の女性という。

競争に勝つためには、いかに消費者の利便性・顧客体験の向
上に寄り添えるかが重要だ。今後も益々競争が激化する市場環
境では、スケールを求めるのではなく、ニッチな市場で一定の
コアなファンを獲得する戦略もありかもしれない。
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シティバンク銀行㈱に入社。その後、大和証券SMBC
㈱ 、会計系コンサルティング会社（香港・日本）を経
て、2014年にフロンティア・マネジメントに入社。
2017年6月～2019年3月までニューヨーク支店長。

大和証券SMBC(株)では、電機・機械等の製造業を中
心にM&Aアドバイザリー業務に従事。会計系コンサル
ティング会社ではマネージャーとして、DD・バリュ
エーション、クロスボーダー、M&Aアドバイザリー、
事業再生、日系企業のアジア進出における会計・税務
コンサルティング等の業務に従事。うち約2年半は香
港事務所に駐在し、ジャパン・デスクの立ち上げを担
当。

フロンティア・マネジメント(株)では、日立製作所に
よる日立セキュリティサービス株式の綜合警備保障
（ALSOK）への譲渡、日立製作所による米Genpactへ
の日立マネージメントパートナー財務ソリューション
事業の売却、ソニーの日本・タイ・マレーシアにおけ
る物流事業の三井倉庫ホールディングスへのカーブア
ウトに関するFA業務などを担当。

AI・IoT・モビリティ・シェアリング・フィンテッ
ク・フードテック・ヘルスケア・その他テクノロジー
関係に造詣深い。北米・アジアにおける動向をフォ
ロー。
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