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日本は、
非常に価値の高い強力なブランドを創る大きな

のではなく、優れたブランドの育成に注力し、そこから

Sonyが欧米市場にはじめて参入した頃、
「メイド・イン・

です。

ポテンシャルを持っています。約 50 年前、Honda や

ジャパン」
というシンプルなメッセージが、
こんなにも
力強い意味を持つようになる時がやってくることを誰が

成果を得ることこそがゴールであることを実証すること

今後、世界の経済は必ず回復するでしょう。
そしてその

時には、“Japanʼs Best Global Brands” にランクイン

想像できたでしょうか？

されたブランドが、
リーダーシップを発揮し、
人々の生活を

代名詞となり、
「日本製」
という表示はプレミアムの証

確信しています。

その後、日本製品は「イノベーション」
と「高品質」の
となりました。モノづくりに対する日本人の創造性と

変えるほどの価値を創り出すブランドになっていることを
￼￼

勤勉さは、かつて世界が見たこともないような大きな
成功をもたらしたのです。

今、未曾有の危機にある経済環境下、
ブランドの役割は

その重要性を増しています。
そこには、
日本企業が真の

力を発揮しパフォーマンスを高めるチャンスがあります。 ジェズ・フランプトン
それは、ヒット商品を生むことだけにフォーカスする グループCEO

この度、“Japanʼs Best Global Brands 2009”を発表

の力を再度ご認識いただき、現状を乗り越える手立て

させていただけることに感謝申し上げます。

にされることを願ってやみません。そして、“ Japan ʼ s

する“Best Global Brands”と同等の尺度でランクづけ

ければ光栄に存じます。

本ランキングはインターブランドグループが毎年発表

したものであり、ここにランキングされたブランドは

Best Global Brands 2009”をその一助にしていただ

そのどれもが日本を代表するに相応しいグローバル・

ブランドであると言えます。また、今 回ご紹 介でき
なかったブランドも含め、
日本にはグローバルで戦える

ブランドが他にも多数あり、世界に通じる日本企業の
実力と底堅さが伺えます。

昨今、景気の減速が世界的に加速し、
日本企業の皆様

におかれましても厳しい経営環境を余儀なくされて

おられることと思います。
しかし、
そうした今こそブランド

テレンス・オリバー

アジアパシフィックCEO
インターブランドジャパン代表取締役CEO
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Interbrand’s method
for valuing
Japan’s Best Global Brands 2009
インターブランドの“Japan’s Best Global Brands”評価手法

Criteria for
Consideration

Methodology
評価方法

評価対象基準
本 評 価においては、グローバルに展 開される

インターブランドのブランド価値評価手法は、 ＊ 本 評 価におけるアナリストの予 測 値は、株 式 会 社

明らかにし、世界基準でそのポジションを相対

そしてブランドによる将来収益の確かさ、
という

発表している“ Best Global Brands ”と同様の

20 年で 5 , 000 以上の評価実績が示すとおり、

日本発のブランドについて、そのブランド価値を
比較することを目的に、弊社が毎年グローバルで

財務力、
ブランドが購買意思決定に与える影響力、
観点からブランドを評価する。
その手法は、過去

条件にて、以下の基準を満たす企業を抽出し、 明快かつ実用的でブランド価値の本質を捉えた
方式となっている。
そして、
証券アナリストが事業の

評価を行った。

•

•

日本発のコーポレートブランドであること
̶ 日本の企業によって生み出されたコーポレート
ブランドであること

上場企業で各種財務情報が公表されて
いること
̶ 2008年11月30日現在で上場しており、
アナリスト
レポートが入手可能な企業であること

価値を分析評価するのと同じように、
「将来どれ

くらい収益を上げると予想されるか？」
という

視点に基づいて、
ブランドを分析する。
具体的には、
以下の3つの分析によって構成されている。

財務分析
̶ 企業が生み出す利益の将来予測を行う

まず、
ブランドが冠された事業の現在及び将来の

ブランドの役割分析
ブランドの貢献分を抽出する
̶ 利益のうち、

財務分析で算出された将来の経済的利益のうち、

ブランドによってもたらされた利益を抽出する
ために、
ブランドがどの程度顧客の購買意思決定
に影響を与えているかを分析する。

本評価においては、
私たちが過去20年に渡り実施

してきたブランド価値評価実績のデータ・ベース

を活用し、業界別にベンチマーク分析を行った。
そして、
業界ベンチマークを基にして、
独自の調査・

収益を予想する。
そして、
その売上から営業費用、 分析により個別ブランドの“ブランドの貢献分”
税金、
そして投下資本に応じた資本コストを差し のスコアを算出した。

•

日本以外での海外売上高比率が30％超
であること
（2007年度実績）

•

B2B 企業であっても、
グローバルで一般に

引き、将来の経済的利益を算出する。本分析は、

̶ インターブランドのグローバル各オフィスの
コンサルタントの認知が 10％以上あること

予測は、
アナリストによる予測値をベースとして

認知されていること

アイフィスジャパンの発表しているIFISコンセンサス
と呼ばれる主要アナリスト予想の平均値を用いている。
なお、IFISコンセンサスは、2008年12月19日現在の
ものを採用。

公開されている企業情報を基にしており、将来

いる。

ブランド力分析
̶ ブランド利益の将来の確実性を評価する

ブランド力分析は、
市場でのロイヤリティ、
消費者

の継続購入や囲い込みといったクライアントの

ニーズを喚起する力
（将来の収益を維持する力）
を測り、
ブランド利益を割り引いて現在価値に
換算するものである。この評価は、ブランドの

ブランド価値評価算定

リスクを判断する体系的な手法であり、市場での

財務分析

ブランドのポジション、消費者の認知・好感度、

評価対象ブランドの現在および
将来の収益予測

イメージ、ブランドに対するサポートといった、

ブランドに関わるさまざまな観点で評価している。

ブランドの役割分析
ブランドが消費者の購買意思決定
に与える影響力を評価するもの

評価されたスコアは、
それに対応した割引率へと
変換される。
その割引率で将来のブランド利益を

ブランド力分析

割り引くことで、
ブランド価値が算定される。

消費者の需要（ロイヤリティ、継続
購入、顧客囲い込み）を維持する
ブランドの能力を評価するもの

＊ ブランドの役割分析、
ブランド力分析は、公表されて
いるさまざまな報告書等を使用して行っており、弊社
グローバル各オフィスの専門コンサルタントの多面的な

ブランド価値
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評価を踏まえ算定している。
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＊ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社のブランド価値を合算して算出しています。
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Assessing Japanese brands
with global criteria
“世界基準”で見た日本のグローバル・ブランド

自動車とエレクトロニクスのブランドが全体の80％を占めている。
一方で、独自の価値提供や新興国での積極展開で価値を高めた
ブランドもランクインしている。
インターブランドは、
ブランドの価値について啓蒙活動の

に区別なく、家族みんなで楽しめる新しいコンセプトを

している。
ここで用いられているものと同じ“世界基準”

また、
日本で長年使用してきたブランド名「松下電器」

30のランキングである。

統一した効果を評価に織り込んだ結果、Panasonicの

ブランド価値ランキング“Best Global Brands”を発表

でブランド価値を評価したものが、今回の日本のトップ

田中英富
エグゼクティブ・コンサルタント
大手証券系シンクタンクにて企業価値
評価にもとづく財務戦略コンサルティング
業務に従事。企業信用分析、企業・事業
価値の評価、事業再構築、M&Aプロジェ
クトに参画。2001年よりインターブランド
に参加以来、
ブランド価値評価に関する
プロジェクトを行う。

“脳トレシリーズ”や“Wii Fit”等の提案で、性別や年代

一環として、1999 年より毎年グローバル・ブランドの

示し、グローバルで独自のポジションを築きあげた。

ならびに「 National 」を廃止し、全世界でブランドを

これを見ると、“Best Global Brands 2008（
” 2008年

ブランド価 値は昨 年 9 月発 表 時の金 額がほぼ 維 持

また 、それ 以 外 を見ると、日 本 の 基 幹 産 業 である

自動車・エレクトロニクス以外では、
海外でプレステージ

8位には、Nissanが、続いて、9位に
多く名を連ねている。

シューズでグローバルで高い評判を持つ Asics（26位）、

日本のトップ30 のうち、
自動車ならびにエレクトロニクス

に浸透させた Kikkoman（ 30 位）
といったブランドが

2008年の“Best Global Brands”のトップ30における

さらに、
新興国における積極的な展開でブランド価値を

36％であり、
これら自動車、
エレクトロニクスに支えられた

いずれも、建機や空調機器などB 2 B 領域が主力事業

9月発表）に登場する7ブランドは同じ顔ぶれとなった。 されている。

自動車ならびにエレクトロニクス関連のブランドが

Toshiba、10 位にSharpが、
それぞれランクインした。

イメージの構築に成功したShiseido
（11位）
、
ランニング

早い段階から海外展開に取り組み、
日本の醤油を世界中

のブランドは 24と、全体の 80 ％を占めている。一方、 ランクインしている。

自動車ならびにエレクトロニクスのブランドの構成比は

高めたKomatsu（12位）
やDaikin（19位）
も注目される。

日本の産業構造の特徴が、
ランキングにも反映された

でありながら、
グローバルな事業拡大を通じて、
ブランド

世界的な景気後退が進む中、
ここ数年の日本の経済成長

国内市場が縮小傾向にある中、多くの日本企業が海外

ものとなっている。

価値も大きく増加させた。

を担ってきた最大の輸出市場である北米の落ち込みと、 市場に活路を見出そうとしている。今後は、新興国に
それに伴う円高の進行を受けて、自動車、エレクトロ

おいても、
足元の経済の減速は免れないが、
中長期的な

Brands”にランクインしたトップ 7ブランドのうちの多く

におけるブランドポジションを確立するかが、
引き続き

ニクス業界が業績を下方修正しており、“Best Global

伸びしろは大きく、
欧米勢に先行して、
いかにして新興国

がブランド価値を落とす結果となっている。
こうした中、 重要と言えるだろう。
第5位のNintendoは、
唯一、
ブランド価値を増加させた。

トップ30のうちの自動車・エレクトロニクスの構成比

日本
（JBGB 2009）
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＊エレクトロニクスとは、
Consumer Electronics, Computer Hardware,
Optical, Diversiﬁed（Yamaha除く）
セクターの総称として
インターブランドにてまとめたもの。

グローバル
（BGB 2008）

Seizing opportunities for
brands in times of crisis
危機の中の好機を活かすブランド戦略

世界経済の悪化は
「選択尺度のリセット」
をもたらす。
この消費者意識のパラダイムシフトを、
ブランド戦略に活かすことが、
今後の成長の可能性を高める。
不安の中での意識変化

世界経済が悪化の一途をたどり、消費者の購買意識が
抑制される中、企業は、消費者の購買喚起と環境問題

ということができる。この不況下で消費者の意識に

さらされている。企業は予算や経費の削減等によって

されるなら、
不況は、
企業にとって、
持っているブランドの

等の社会対応を強いられるという厳しい時代の波に

矢部 宏行
エグゼクティブ・コンサルタント
自動車メーカーで10 年、
自動車ブランド
のコンセプトメイキング、マーケティング
およびグローバル・ブランドの商品企画
に携わる。インターブランドにおいては、
多岐にわたる分野のコーポレート・ブラ
ンド、
プロダクト・ブランドのアイデンティ
ティ構築、
ブランド・マーケティング戦略
に関するコンサルティングを行う。

不況下におけるブランド育成の意義

強いブランドは、消費者の頭の中にある「選ぶ尺度」
変化が起こり、
選択する際の意識のパラダイムが再構築

「守る」ことを余儀なくされているが、体力を温存し、 存在を消費者の意識に強く植えつける絶好の機会と
体質の転換を図ることへ注力することは当然であり、
荒れ
狂う海の上で船が沈むことを避けることは最も優先

すべきテーマであろう。
ただここで考えたいのは、
荒波が

言える。言い換えれば、
ブランドが再度ふるいにかけら

れる時代を迎えているからこそ、従来とは異なる好機が
訪れていると捉えられる。

しずまった時、即座に次の目的地に向かうため、今、 グローバル化、情報のボーダレス化等により消費者の
何をすべきかということである。

ニーズが多様化していく中、消費者から「選ばれる」

消費者の心に将来への不安を引き起こし、
購買を抑える

ことを前提としながらも、
そのブランドは何ものなのか

サービスに対する固定概念を再認識させ、選択する

にとどまるのではなく、
「変化させる部分」
と
「守り続ける

不況は、
給与のダウン、
永続的な雇用への不透明感など、 ために必要なこと。
それは消費者のニーズに応えていく

という行動に至らせる。一方で、不況は、従来のモノ・
際の判断基準を再考させるという副次的な影響を

を再度明確化していくことであろう。
ニーズに迎合する

部分」を明確化し、中長期的にブランドを育てていく

及ぼす。
それは、
何かを検討・購入するプロセスにおいて、 活動を進めることである。そのためには、ブランドの

人それぞれが培ってきた価値観や一般的な評判を

強みを再整理・再編成し、存在価値を明確化した上で、

を改めて考えるというステップを踏まえての選択、
という

そこから生まれる具体的な活動や商品・サービスは、

通じた選択から、
「 何が最も自分にとって適切なのか」 社内で共有していくことがまず出発点である。そして、

意識のパラダイムシフトをもたらすとも言える。

従来は困難だった購買を実現してくれる可能性を秘め

ている。消費者のブランド選択の尺度に変化が起こる
今だからこそ、
その実効が期待されるのである。

「ブランドをどう伝えるか」ではなく
「ブランドの何を
伝えるか、何を武器にしていくか」
ということを再度

明確化・共有し、適切な行動を、先駆けて実施していく

ことが、次代における成長の可能性を高めてくれるで
あろう。
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Brand Profiles
1

31,570 $m

トヨタ自動車は、2008 年の自動車世界販売台数に

おいて、GMを抜き、世界トップの座を獲得する偉業を
達成した。GMがトップの座から降りるのは、実に77年

ぶりのことである。
しかし、
自動車業界を取り巻く環境は

-7%

強化に取り組むとともに、強みである環境対応車の

拡充を計画している。
世界初のハイブリッド車“プリウス”

で獲得した
「環境にやさしいトヨタ」
イメージを、積極的

に活用していく姿勢を示しており、具体的には、ハイ

31,570 $m
34,050 $m

-7%

2008年の世界的金融危機と原油高、 ブリッド車を2010年代に10車種程度投入し、2012年
厳しい状況にある。

そして円高、株安と言った複合的なマイナス要因に
見 舞われ、
トヨタも販売台数が前年割れした中での

世界首位の実現であった。また昨年末には、2009 年

3月期における大幅な売上減少と戦後初の営業赤字を

発表するなど、
トヨタとしては過去にない状況に直面

しており、
ブランド価値も“Best Global Brands 2008”

までに電気自動車の新型車を日米欧で発売するなどの

計画を表明している。今年 1月には豊田章男副社長の

6月社長昇格を発表、
「原点回帰」
を掲げ、
社員の求心力

を高めることで、この苦境に立ち向かおうと決意を
新たにしている。

発 表 時 点と比較して 7 ％ダウンさせることとなった。
今後は、生産システムの見直し、海外事業のさらなる

現地化など、
トヨタのＤＮＡとも言える
「体質改善」の

2

17,673 $m

-7%

世界的に自動車業界への逆風が強まる中、ホンダも、 そして中国では、市場に受容される可能性を見込んで、

2008 年度は減収減益が見込まれている。その中で

「The Power of Dreams」
を掲げるホンダの象徴とも
言えるF 1の撤退を昨年末に決断した。今後、ホンダは

“シビック”などの低燃費車を増産する計画が現在立て

られている。
またホンダのもう一つの特徴は二輪車の

グローバル・トップブランドという顔を持っていること

「環境車」
に資源を集中させていく計画を表明している。 である。モータースポーツの顔はもちろんだが、インド
本年 2月6日にはハイブリッド専用車“インサイト”を国

などアジア地域での生活必需品としての二輪車の雄

内で発売、2010 年中にはスポーツタイプのハイブ

としての顔は、今後もホンダブランドを支える太い軸足

1970 年代ホンダ“シビック”が、爆発的にヒットする原

可能なエネルギー技術の開発とその商品化により、

リッド車 を展 開していく予 定 である。思 い 返 せば 、 としての役割を担うことが期待される。ホンダは、持続

を目指して走り出し始めた。
動 力となったのは 、1 9 7 2 年 に開 発した 低 公 害 の 「環境にやさしいブランド」

「CVCC」
エンジンであった。

6
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17,673 $m
19,079 $m

-7%

3

12,438 $m

-8%

グループ内に7つの1兆円規模のビジネス
ソニーは、エレクトロニクス、ゲーム、携帯電話、映画、 などを含め、
音楽といったハードからソフトにいたるまでの事業を

を創出させる構想を発表。“ Best Global Brands

の求心力を高めようとしてきた。2007 年はエレクトロ

しかし、今回の世界的景気後退による影響は、売上の

shot ”の販売が好調に推移。ゲーム分野では“プレイ

業績の大きな下方修正を強いられている。主軸のＴＶ

DVD 競争は、事実上｢ブルーレイ・ディスク
（ BD ）｣の

という強みを先進国、新興国でいかに発揮できるか、

いる｢ HDワールド｣の進展にさらに弾みがつくことに

かが注目される。

展開し、
「ソニーユナイテッド」
という旗印の下、
グループ

ニクス分野の主力ブランド“ Bravia ”、“Vaio ”、“Cyber-

ステーション３”や“ PSP ”の販売台数が増大。次世代

勝利に収まり、
ソニーがグループを統合してすすめて

なった。2008 年発表の中期経営計画では、BD 関連

2008 ”では、ブランド価値を前年より5％増加させた。

近年、著しい成長を遂げてきたデジタルカメラ市場に

発揮してきた。2007 年まで米国、東欧、
アジアや南米

市場の顕著な伸びなどにより大きな成長を見せてきた

-8%

13,583 $m

約 8 割を海外に依存するソニーにとって深刻であり、

事業等の収益改善を乗り越え、
グローバルでの販売力

危機を脱した後のソニーグループとしての姿をどう描く

4
おいて、Canonはトップブランドとして大きな存在感を

12,438 $m

10,484 $m

-4%

は不透明。ただ、
レーザープリンターやインクジェット
複合機等に関連する消耗品や保守サービスなどは

比較的安定需要が見込めるとされ、キヤノンは、環境

変化の中で収益を支える太い柱をグローバルな中で

10,484 $m
10,876 $m

-4%

が 、2 0 0 8 年 秋 以 降の需 要に急ブレーキがかかり、 備えているという強みがある。また、今後の研究開発

2009年はキヤノンにとっても厳しい状況となることが

費用等、攻めるための投資を継続することを計画して

予測されている。一眼レフタイプのデジカメの売れ行き

おり、今後の巻き返しをはかるための源泉を積極的に

人気が集中する傾向が一層強まり、低価格化競争が

事務機という太い柱をベースに、デジカメ事業、ある

は好調だが、
コンパクト型は、北米中心に安価モデルに

育てようとする意志が見られる。

激化している。収益の柱である事務機市場は、2008年、 いはさらなる成長分野で次なる柱を創造できるかが

世界出荷額が初めてマイナスに転じるなど、その動向

今後期待される。
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5

9,182 $m

ゲーム業 界が 長 年 、ゲーム市 場の拡 大に苦 労して

いたにもかかわらず、日本・米国・欧州とどの地域に

ライバルがゲーム機ハードの本 体 価 格の引き下げ
など行 い、販 売拡大に苦労する中でも、任天堂の勢

おいてもわずか数ヶ月という短い期 間で、“ W i i ”と

いは留まらない。世界景気急減速の逆風下でも順調

“脳トレシリーズ”や“ Wii Fit ”等の提案で、性別や年代

るゲーム人口の拡大に向け｢ Wiiは一家に一台、DSは

を示して、見事にゲーム人口の増加を実現。競合とは

続、強化しようとしている。
これらの活動により、今回発

ソフトともに販売数を増やしている。
さらな
“Nintendo DS”の販売台数を驚異的に伸ばした任天堂。 にハード、

に区別なく、家族みんなで楽しめる新しいコンセプト
差別化された独自のポジションを築きあげた。
これら

の成功によって、Nintendoブランドの存在感がより
強固なものとなり、
さらに“ Wii ”と“ DS ”という商品ブラ

5%

9,182 $m

5%

8,772 $m

一人に一台｣を目標とし、家族全員に訴える活動を継

表するブランド価値は、“Best Global Brands 2008”
時点よりも5％の増加となった。

ンドはグローバルで確たる評判を得ている。

6

4,287 $m

パナソニックは、家電製品や産業機器などの電気製品

の製造販売を中心に、暮らしを取り巻く幅広い製品や
サービスを提供している。2007〜2009年の中期経営

スポンサーとなり、世界にその名を広く知らしめると

ともに、北京オリンピックの影響によって需要増となっ
た薄型テレビやDVDレコーダーが好調に推移した。

計画では、
グローバルエクセレンスカンパニーを目指し、 しかしながら、今回の世界同時不況の中、
パナソニック

売上高 10 兆円、営業利益率 10 ％以上を目標として

も多大な影響を受け、今期の業績は大幅な減収減益と

長 年 使用してきたブランド名「 松 下 電 器 」ならびに

電 機買収合意による太陽電池という将来に向けた

掲げるとともに、創業 90 年を迎えた昨年には、
日本で

「 National 」
を廃止、全世界をPanasonicで統一する
ことによって、
グローバルで戦えるブランドを育成する

ことを発表した。2008年の北京オリンピックでは主要

8
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0%

なりそうである。今後は、ブランド統一効果や、三洋

強力な武器を備えることで、
グローバル市場でいかに

存在感を示せるかが期待される。

4,287 $m
4,281 $m

0%

7
1989年、
トヨタは米国でToyotaを冠しないプレミアム

ブランド“ Lexus ”をデビューさせた。直近では米国の

高級車カテゴリーで8 年連続トップシェアを維持する

3,233 $m

機能的価値の比較では、差が実感できにくいことなど

が指摘されている。そして、
レクサスの主戦場でもある
北米市場の冷え込みからの回復はまだ先が見えにくい

までに成 長 。そして、米 国での 成 功 体 験 を踏まえ 、 状況でもある。

2005 年に日本への逆 上 陸を果たしている。しかし

しかし、
「 最高性能、最高品質」を掲げ、展開してきた

まで大きな影響を与えている。
レクサスの世界販売は

おける
「自動車の品質信頼度調査
（2008年版）
」
において

昨 今の世界的な景気減速は、
プレミアムカー市場に

前年販売台数を割りこんでおり、
日本国内における1月

-10%

3,233 $m
3,588 $m

-10%

活動は、消費者の高い信頼を生み出しており、北米に

14年連続トップの評価を獲得している。今後は、
トヨタ

から6 月までのプレミアムカーの販売成績を見ると、 で培った環境対応技術を投入し、現在のレクサスでは、

ＢＭＷやベンツなどに比べ、
レクサスの減少幅は大きい。 一 部 車 種 にとどまるハイブリッドの 設 定を早 期に
日本市場では、
トヨタブランドの高級車クラウンとの

全体に広げていくことを計画している。

8

2,901 $m

日産は、ゴーン体制のもとで、
リバイバルプラン以降、 として掲げている。ゼロエミッション車については、
新型車の投入、
チャネルの統一、部品調達系列の解体

ハイブリッドで環境イメージをつくりあげたトヨタへ

技術の日産としての存在感を証明したと言える。
また

としており、
イスラエルにおいては、
インフラを手がける

徹底し、Nissanブランドの強化に取り組んできた。現在

提供に着手し始めている。

2007年末の“GT-R”ブランドの復活は、 対抗するため、電気自動車で勝負する戦略を進めよう
などを進めてきた。
ブランドのトーンやイメージを一貫して訴求することを

米国企業と共同で、電気自動車や専用充電スタンドの

の強い逆風下では、減益を余儀なくされる見通しだが、 日産・ルノーのアライアンスを基盤に、新興国市場の

昨年から新たな中期計画に基づき活動を進めている。 拡大と環境対応車でのリーダシップの発揮を通じて、

5年間の中期計画「GT2012」
では、新興国等で生産設

備を新設することによって販売台数を大幅に拡大する

ほか、
ゼロエミッション車でリーダーになることを目標

次代に向けたNissanブランドの独自性を創りだそうと

動き始めている。
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9

2,404 $m

東芝は、パソコンなどのデジタル商品、半導体などの

るデジタル 商 品 市 場 においては 、ポータブルパソ

電子デバイス事業、エネルギー関連の社会インフラ

コンでグローバルシェア４位（ 2007 年）のポジション

将来の成長事業へ経営資源を集中するという攻めの

を展開している。
さらに、PGAツアーへの協賛、ニュー

事業を展開し、最近では半導体やエネルギー関連など

を獲得。
また、TV 事業では世界統一ブランド“ Regza ”

活動を展開してきた。
そして、
「 Leading Innovation」 ヨークのタイムズスクエアにLEDスクリーンを設置する

というコーポレートスローガンを掲げ、
あらゆる活動に

など、
「Leading Innovation」
のスローガンの下にブラ

おいてイノベーションを起こしていくことを信条として

ンド強化を図っている。直近では経営資源を投じた

具体的な活動の一例としては「日本における150 万本

インフラ事業等の柱が、今後、イノベーションの波を

いる。また、地球を意識した経営を目指すとしており、 半導体の市況悪化という苦難に直面しているが、社会
の森づくり」
プログラムの実施、地球温暖化抑止プロ

ジェクトへの参加を始めている。
熾烈な競争を繰り広げ

起こし、成長エンジンとして稼動することが期待される。

10

2,344 $m

社名がシャープペンシルに由来することにあるように、 推し進めるとともに一 層の性 能 向 上を図ることで、

シャープはこれまで日本初、
世界初の商品を数多く世に
送り出してきた。独創的な部品を生み出し、それらを

“Aquos ”ブランドの競争力を向上させようとしている。

省エネ・創エネ機器は、健康・環境家電と太陽電池を

活用した特徴的な商品を創出するという流れの循環

含んだ事業を指す。
シャープは、
単なる白物家電ではなく、

液晶ディスプレイで真のユビキタス社会を実現する」
と

スターイオン発生装置付のエアコンなどの
「健康・環境

世 界に貢献する」を軸とする創業 100 周年に向けた

家電を現在の4倍となる売上高一兆円の事業へと育成

2008年には「世界No.1の
によって成長を遂げてきた。
「 省エネ・創エネ機 器を核とした環 境・健 康 事 業で

蒸気で加熱するオーブン“ヘルシオ”やプラズマクラ
家電」を手掛けるとしており、2012 年には健康・環境

ビジョンを策定した。

することを目標にしている。

により液晶ＴＶ用パネルの減産を余儀なくされている

いう新分野を大きな柱に育てることを軸とした「価値

投資効率の向上を目指した新工場を大阪に建設する

している。

液晶分野は、直近、世界同時不況の中での需要減退等

液晶ビジネスに加え、健 康・環境家電と太陽電池と

が、今後は液晶パネル工場の再編に着手し、生産性、 あるオンリーワン企業」としてグローバルで戦おうと
予定をしている。
これらの活動によってコストダウンを

10
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2,201 $m

14

1,533 $m

1872年に創業された日本における化粧品のリーディングブランド。 Nikonは、90 年の長きに渡って、カメラ事業を深耕し、その高い

「資生堂ブランドを光り輝かせる」
という目標を2005 年に掲げて

以来、
数多くあった商品ブランドの抜本的な見直しを含め、
「資生堂」

ブランドの価値を向上させるための活動を展開している。海外

品質によって、世界中のプロフェッショナルから高い支持を得て

きたブランドである。
また、半導体露光装置製造における世界３大

ブランドの一つという顔をもっており、世界をリードする光学技術

への展開は約 50 年前の台湾進出をスタートとするが、現在では

と精密技術を基盤としたグローバル・ブランドと言える。

としての成長を目標とし、世界各国で積極的に展開、
スキンケアで

を強いられているが、
キヤノンとしのぎを削るデジタル一眼レフの

「日本をオリジンとしてアジアを代表するグローバルプレーヤー」
強みを発揮している。重点市場である中国では、
「オプレ」の育成

現在は、デジタルカメラのコンパクトタイプの価格下落等に苦戦

分野では、強力なブランド力を発揮。今後は、需要拡大を見込める

に注力、好調に推移している。資生堂の存在意義の共有を基盤に、 ロシアやインドなどの新興国での販売強化を進めている。また、
一貫した表現や情報発信を徹底させ、真のグローバル・ブランド

Shiseidoの育成に企業全体で取り組んでいる。

12

グローバルにおける存在感を高めるため、
メジャーリーグやフィ
ギュアスケートなど世界的なスポーツ大会への協賛活動や、世界
各地での屋外広告も合わせて展開している。

2,005 $m

15

1,376 $m

コマツは、建設重機業界における巨人キャタピラーに次ぐ世界

これまで、Ricoh は、欧州・米国へと積極的な海外展開を進め、

超える売上高を達成しているが、驚くべきはその成長率である。5

着実に成長してきた。昨年には、米事務機大手の買収により販売

シェア 2 位を誇る。2008 年 3 月期には過去最高となる2 兆円を
年前と比べて、同社の売上高は2 倍に、そして営業利益は10 倍に
達している。売上における海外比率は70％を超えるが、キャタピ

ＯＡ機器のグローバル市場におけるリーディングブランドとして
基盤を強化するとともに、
アジア地域の新興市場への本格進出

に向け、
生産拠点等の設立を進めている。
現在は
「地球にやさしい」

「知識創造を簡単に」
というリコーバリューに基づ
ラー社が君臨する北米以外の中南米、中国、
アジア・オセアニア、 「人にやさしい」

トータルなオフィス
中近東・アフリカの比重も高く、新興市場ではトップシェアを獲得。 いて活動を展開、商品ラインナップの拡充、

GPS搭載の“Komtrax”や、世界初のハイブリッド・フォークリフト

ソリューション提 案力等の向 上に取り組んでいる。欧 州では

記した「コマツウェイ」の浸透とグローバルな人材育成など基盤

いった分野で European Business Award を獲得するなど、

など、他社に先んじた商品力に加え、現在、コマツの考え方を
固めにも注力しており、Komatsu がさらに強いブランドとして

育っていくことが期待される。

13

1,562 $m

"Environmental Awareness", "Corporate Sustainability"と

環境面が評価されている。

16

1,267 $m

「小さなクルマ、大きな未来」
というスローガンの通り、スズキは、 オリンパスは、価値創造の基盤を
とし、
「Opto-Digital Technology」
小型車市場における巨人である。国内軽自動車市場では、2007年

デジタルカメラ等の映像事業、内視鏡を中心とする医薬事業、

グローバル展開においては、1980年代から、誰も手をつけなかっ

グローバル戦略を展開し、
グローバルな一貫体制の確立と、現地

るまでに至っている。主力市場であるインドにおいては約５割の

においては、高額一眼レフカメラの分野に注力するとともに、小型

にトップの座を明け渡すまで、34年間軽シェア首位を守り続けた。 ライフサイエンス事業、情報通信事業等を展開。1960 年代から

た新興市場に積極的に進出し、現在、海外売上比率は７割を超え

シェアを占有しているが、安価な小型車への依存から、高所得者

スタッフに委任するローカライゼーションを進めてきた。映像事業

軽量化をさらに追及。世界シェア7 割を占めるトップブランドの

層の獲得に向け、
セダン、SUV、世界戦略車“スイフト”等の導入を

地位を確立した内視鏡分野では、外科事業、低侵襲治療領域の

への対応が注目される。
またオートバイの分野でもしっかりとした

ACMI」
を買収、外科分野における更なるシェア拡大を狙っている。

スタートさせた。今後は、
タタ・モーターズ、
トヨタ、ホンダの攻勢
事業基盤を備えており、
欧州・米国ではMoto GPなど２輪モーター

強化と拡大を掲げ、北米市場で圧倒的な存在感のある「 Gyrus

スポーツイメージも強い。
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17

20

1,176 $m

953 $m
＊ ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社のブランド価値を合算して算出しています。

本評価においては、
自動二輪を主体とするヤマハ発動機と、楽器

三菱電機は、家電から人工衛星まで事業を手掛ける総合電機

メーカーである。
「 成長性」
「 収益性・効率性」
「 健全性」の３つの

を主体とするヤマハを、同じYamahaブランドとして評価している。

着手し、昨年、携帯電話と洗濯機の撤退を決定する一方で、太陽

基盤に、楽器、
ＡＶ機器、半導体など
「音・音楽」
に関連する事業を

視点による「バランス経営」を展開。選択と集中に早い段階から

楽器のヤマハは、120年の伝統に培われた高品質なものづくりを

電池やタービン発電機など環境・エネルギー関連の推進と中国・

中心に、
日米欧に加え、新興国も含めてグローバルに活動を展開

インドなどの新興国市場での事業拡大など、今後の成長に向けた

している 。一 方 のヤマハ 発 動 機 は 、主 軸 の自 動 二 輪 に 加 え 、

活動に取り組み始めている。

レジャーボートなどマリン製品も展開。
二輪市場において
「高品質・

海外においては、三菱グループのスリーダイヤをロゴマークに採用

高性能」
「 軽量・コンパクト」な製品によって、世界販売シェア

2007年
しているため、
「日本の三菱」
というイメージもあるようだ。

よりPGAツアーのオフィシャルスポンサーを務め、
ブランドイメージ
の向上にも取り組んでいる。

第 2 位というポジションに位置する。

ヤマハからヤマハ発動機が独立したのは1955年に遡るが、
ともに

「感動を創造する」
を企業目的に活動を続けており、人が移動する、
あるいは、人が奏でる際に、喜びや生活の豊かさを創りだすことを

目指しているという点で共通項が見られる。

18

1,105 $m

21

792 $m

世界のタイヤ市場の中で、
ブリヂストンは、
ミシュランとのシェア

コニカミノルタは、カメラ・フィルム事業から 2006 年に撤退し、

ビジョンを制定、タイヤ・ゴム会社として｢名実共に世界 No. 1の

タル家電向けの光学部品分野に資源を集中投下するとともに、

約180拠点までに拡大するなど、
グローバル展開のさらなる強化

はなく、
カラー化にフォーカスするなどの活動を経て、急激な業績

また、モータースポーツ活動に積極的な取り組みを展開。F 1 に

買収するなどグローバルでの販売網の強化を積極的に進めている。

トップの座を長年競い合ってきた。2002 年に新しいブランド

経営資源を成長分野に集中投下する戦略を展開してきた。デジ

ポジション確立｣をグループの目標に掲げ、
生産体制を世界26ヶ国、 主力の事務機事業においてもモノクロとカラーを並存させるので

を進めている。

回復を実現させてきた。
また米国・オランダの事務機販売会社を

おいては 2007 年から唯一のタイヤサプライヤーとなり、今後、 今回の世界不況の影響を受け、計画修正が見込まれているが、

Moto GPクラスでもブリヂストンのワンメイクとなるなど、
これらの

活動がブランドの品質や信頼のイメージ向上に大きく貢献してい

ると思われる。近年では、環境対応商品の開発やタイヤ再生事業、

攻めを継続する部分を再度見直し、同社が進めてきた「ジャンル

トップ戦略」
を完遂することが期待される。

環境啓蒙など新たな分野にも取り組んでいる。

19

1,074 $m

Daikinは、1924 年創業という歴史をもつ、グローバルにおける
空調分野のリーディングブランドである。2008年3月期の売上高

22

661 $m

日立製作所は、2010年に創業100周年を迎える日本最大規模の

総合電機メーカーである。家電から自動車機器システム、電力シス

は約 1 兆 3 千億円に達し、8 期連続しての最高益更新を実現した。 テム、鉄道システムなど幅広い事業を手掛けており、まさに社会

2000 年度当時は約 3 割だった海外売上高比率も、2008 年度は

インフラシステムの構築に尽力し、
その中でビジネスを大きく成長

6 割を超えるレベルにまで達しており、ポテンシャルの高い海外

させてきた。一つの事業に経営資源を集中する単品経営では実現

た結果となっている。

ンドの強みといえる。

市場開拓へ大きく舵を切ってきたことが、
ビジネス拡大に寄与し
世界的にみて環境対応基準が厳しい日本マーケットで培ってきた

インバーター製品やヒートポンプ技術は、世界マーケットで競争

を優位に進めていくための武器になりうる。特に今後は、世界的な

できない総合力と、そこから生まれるシナジーの発揮が日立ブラ
世界的な不況の中、自動車用機器、薄型ＴＶなど含め、影響は
少なくないが、今後は、原子力発電や省エネルギー技術など社会

インフラ系の事業に重点を置き、
真の総合力を発揮して、
グローバル

環 境 意 識の高まりや新 興 市 場における空 調 市 場の成 長など、 な成長を本格化させる活動を進めていく。

ダイキンにとって追い風となる動きは多い。

12
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628 $m

｢ダカール・ラリー｣や世界ラリー選手権｢ WRC ｣において幾度も
優勝をおさめるなど、モータースポーツにおける数多くの実績を

27

591 $m

Casioは、デジタルカメラ、“Ｇ-Shock ”、電波ソーラー時計、電子

辞書、電子楽器など、便利で革新的な製品をいち早く世に出す

通じて、三菱自動車ブランドや主力の“パジェロ”“ランサー”は、 ことで、世界中の多くのファンから親しまれているブランドである。

4 WD や SUV のカテゴリーにおいて、高い評価を獲得している。 理念である「創造 貢献」を貫き、需要創造型の商品を提供する
2000年に発覚したリコール問題は、大きな痛手となったが、その

ことで、イノベーターとしてのポジションを築くことに取り組んで

後トラックバス部門の分社化等を経て、再生のための活動を継続。 きた。昨年から中国での腕時計事業の拡大、ロシア市場の本格
海外展開においてもロシア等への注力など、戦略的に活動を進め

開拓に向けた販売会社設立とブランド浸透のための広告宣伝活動

てきた。環 境 分 野にも精力的に取り組んでおり、電 気自動 車

の強化をスタート、
グローバルでの存在感の強化を目指している。

24

28

“iMiEV（アイミーブ）”を、先陣をきり、本年導入する計画である。

613 $m

583 $m

Mazda は、チャレンジングな活動を続けているブランドである。 セイコーエプソンは、1968 年、世界初小型デジタルプリンター

ロータリーエンジンの実用化、
ロードスターの導入など、個性的な

“EP-101”を発表して以来、改良を重ね、世界のプリンター市場で

デミオ）
が2008世界カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するという評価

であるインクジェットプリンター、
プロジェクターを含めた情報機器

でグローバルブランドキャンペーンを展開しており、走る歓びを

と謳っている通り、技術開発力には定評があり、独自技術を備え

から循環型エネルギーとして有望な水素に注目し、
水素ロータリー

される。今後は、
アジア、中南米などにプリンターを積極的に展開

技術・商品を数多く提供してきた。昨年は MAZDA 2（日本名：

を獲得している。1999年から
「Zoom-Zoom」
のキャッチフレーズ

提供するブランドであることを伝える活動を続けている。
また、早く

販売台数2位に位置するまでに事業を成長させた。
現在の主力商品

事業は同社の売上の約3分の2を占める。
経営理念に
「創造と挑戦」

た小型液晶ディスプレイの活用や有機 ELシステムの商品化が注目

エンジン車を開発、先駆的な取り組みが注目されている。

していくことを計画、
グローバルでのさらなる成長に取り組んでいる。

25

29

612 $m

ITインフラを支える企業として、誰もが、快適で安心して暮らせる

556 $m

2008 年に創業 100周年を迎えたBrotherは、
ミシンからタイプ

ネットワーク社会づくりに貢献するとともに、
常にITの新しい可能性

ライター、
ファックス、
プリンティング分野へと事業ポートフォリオ

グループの理念・指針である「 Fujitsu Way 」を改定し、新たな

比率が 7 割を超えるグローバル・ブランドであり、特に欧州、北米

2008年4月には、
を追求し、
新しい価値を創造し続けている。
富士通

「 Fujitsu Way 」をスタートさせた。事業買収も含めてさらなる
グローバル展開に取り組むとともに、
業務プロセスの可視化と改善

を継続的に追求し、
ビジネスソリューションをお客様に提供する

の大胆な転換を図り、
成長してきたブランドである。
現在は海外売上

で高い評価を得ている。海外で成長中のプリンティング市場は、景

気減速の余波に加え、大手企業の新規参入が相次ぐ厳しい競
争環境にあるが、
中長期ビジョン
「グローバルビジョン21」
の実現

ことに注力。
また電力消費量を抑えた製品や環境ソリューション

を目指し、強みであるSOHO 市場を中心に拡販を進めると共に、

26

30

の開発・提供等、環境面での取り組みも積極的である。

598 $m

欧州でリサイクル体制整備・環境対応力の向上に取り組んでいる。

539 $m

ランニングシューズで強みを持つブランド。世界的に活躍するトップ

Kikkomanは、1917年、醤油醸造を開始し、昭和30年代から、欧米

グローバル展開を強化するため、東欧やロシア、インドに販売会社

ブランドである。今年で、米国進出から52年、欧州は30年を迎える。

などに対抗するため、欧州市場開拓の拠点とする海外旗艦店を

をモットーに、醤油をグローバル・スタンダードの調味料にする

プレーヤーに愛用されており、欧州など海外でも高い評価を得ている。 への輸出を本格化。現在、世界 100カ国以上で親しまれている
などに拠点を設立、運動靴で本格参入する。また、Nike やAdidas

海外展開においては、現地生産を基本とし、
「食文化の国際交流」

英 国ロンドンに昨年オープン。シューズに加え、スポーツウエアや

ための努力を続けてきた。今後は、醤油の高付加価値化を進める

世界統一のビジュアルとブランドスローガン「sound mind, sound

刷新したコーポレートマークとブランドスローガン
「 Seasoning

トレーニング用品の存在感を高めることを計画している。2008年から、 とともに、ロシア、中東欧への開拓に取り組む計画である。昨年、

body」によるブランド広告を展開、
ブランドイメージの向上を図っている。

Your Life」
を掲げ、更なるグローバル化を推進していく。
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Global Insights
Aspiring to become a compelling global brand from Japan
日本発のグローバル・ブランドを目指して

世界のトップブランドとの距離

“ Japan ʼ s Best Global Brands 2009 ”にランキング

されたブランドと世界のトップブランドの差はどれくらい

あるのだろう。今回、ランキングされた 30ブランドの

ブランド価値比較

中で自動 車・エレクトロニクス関 連 企 業 の比 率 が

高かったことは前述の通りだが、それ以外のカテゴ

リーでランキングされたブランド、Shiseido（ 11 位）
と

Komatsu（ 12 位）を例に、それぞれのカテゴリーに

おけるグローバル・トップブランドのブランド価値との
比較をしてみた。

右図のように、化粧品カテゴリーのトップ、L'OREAL

（＊51 位）のブランド価値は、Shiseidoの3 . 4 倍、建設

機器・重機カテゴリーにおけるCaterpillar（＊68位）
は、

Komatsuの2.6倍というのが現状である。
グローバル・

トップブランドとの差が、まだ大きく開いているのは
確かだが、他の日本ブランドでは20 倍といった開きが

あることも珍しくないことを考えると2 社は間違いなく、
グローバル・ブランドとして、
トップブランドとしのぎを
削るポジションに位置すると言えるだろう。

グローバルで戦うブランドにとっての要件

＊ ブランド価値の算定数値およびランキングは、
日本ブランドはJapanʼs Best Global Brands 2009、
海外トップブランドはBest Global Brands 2008の評価

グローバルの中で、強力なコンペティターと戦っている

エリアにおけるCaterpillarへの優位性を、
さらに強化

まず言えることは、両ブランドとも、受け継がれてきた

さが、
グローバルで戦う力となっている。

ShiseidoとKomatsuの共通点とはどこにあるのだろう。 しようとしている。ブランドを価値付ける武器の明確
創業精神をベースに、お客様視点を重視した明確な

ブランドの考え方があり、社内への浸透・定着への取り
組みを徹底していることが挙げられる。
トップ自らが

率 先し社内外に方針を伝えるとともに、社内学校や

そして、何よりも、
ブランドを強化していくという強い

意志が社内に行きわたっているということが言える

のではないか。Komatsuは、
「お客さまからの信頼度の
向上を図るためのブランドマネジメントを導入に注力

教育プログラムを通じて、
「らしさ」の共有を徹底させ、 し続ける」とし、Shiseido は、グローバル・ブランド
加えて、
グローバルで仕事のできる人材の育成を実践

している。
ブランドの考え方に誇りをもった集団を継続

Shiseidoの育成強化のため、
ラインを順次集約し商品

体系を刷新していく計画を進行中である。

的に育成していることがブランド力の源泉となっている

それぞれのブランドに誇りを持った社員が、世界の

次に、育てる武器を絞り込み、磨き上げることを継続

ブランドを強くするという強 い 意 志 を備えている。

Shiseidoは、太く強いブランドづくりを目指し、4〜5年

に共存している姿が存在している。

と推測される。

しているということが言えるだろう。

人々に喜んでいただける明確な武器を育て、
さらには、

そしてそこに、
個性あるハードとソフトが一つのブランド

こうした姿の実現
前あった 100 以上のブランドの整理・見直しを進め、 当たり前のようなことかも知れないが、

27ブランドにまで集約、今後この育成すべきブランド

に向けた活 動をやり抜き、継 続していくことが真の

GPS 搭載の Komtrax の遠隔管理システムにおける

だろうか。

を21 まで絞る計画を進めている。また Komatsu は、 グローバル・ブランドの育 成に結びつくのではない
強みや、
インド・ロシア・東南アジアという絞り込まれた

14
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Samsung — from economic crisis to global brand
経済危機の中でグローバル・ブランドSamsungが生まれた

2008年の“Best Global Brands ”のSamsungのブラ

より、
マーケティング戦略、
地域戦略、
商品戦略を包括的

に位置している。
ところが、2000 年のブランド価値は

一貫した展開を推進するため、
それまで55社と取引の

ンド価値は17７億ドルと、Sonyの25 位を上回る21 位

に管理する体制が確立された。また、グローバルに

52 億ドルで、順位も42 位に過ぎなかった。わずか8 年

あった広告代理店を1 社に集中した。
さらに、
ブランド

Samsung がグローバル・ブランドとして頭角を現す

報酬の一部をブランド価値に連動させた。一方、事業

間のうちにブランド価値を3.4倍に増加させたのだ。

価値をマーケティングスタッフの業績評価指標として、

ようになったきっかけは、1997年に韓国を襲った近代

展開では、
ブランドの認知度を国際的に高めるための

市場は72％も下落し、
それまで2〜3％で推移していた

の品質とデザインの改善などを矢継ぎ早に実施した。

なった。
こうした中、経営トップがブランドの重要性を

に欧米でのプレゼンスを高め、
ブランド価値を大幅に

世界に通じるブランド戦略を進めてきた。

変革に中途半端はあり得ず、変えるときは一気に変え

史上最悪のアジア金融危機だった。
これにより、株式

失業率が6 . 8％に上昇するなど、韓国経済は大混乱と

重点セグメント
（携帯電話）への積極的な投資や、製品

その結果、携帯電話市場で高いシェアを獲得し、一気

見抜き、
ブランド価値を経営の中心に据えることによって、 増加させることに成功した。

サムスン電子の CEO 尹鍾龍 ( ユン・ジョンヨン ) 氏は、 なければならない。グローバル・ブランドへの飛躍を

「 21 世紀の競争に打ち勝つためには、卓越した製品や
品 質 以 上のものが 必 要 になる。企 業やブランドの

目指すSamsungの経営トップの不退転の決意を表す
ものとして
「新経営宣言」がある。
この中で、韓国国内

イメージといった無形資産が競争優位を達成するため、 だけの有力企業からグローバル企業に脱皮するために
決定的に重要な要因になる」
と考え、
ブランド価値向上

への重点投資を行うことを決断した。

は「量重視から質重視の経営に転換しなければなら

ない」
と解き、
「妻と子供以外は全部変えよ」
と訴えた。

金融危機の翌年の1998 年に実施したブランド価値

アジアだけでなく世界全体を巻き込んだ今回の金融

ている度合いが大きく、
ブランドによる差別化がなされ

しかし、Samsungのケースでも分かるように、最悪の

によって、ブランド価 値に大きな違いがあることも

でもある。

評価によって、Samsung製品は価格の安さで購入され

ていないことが判明した。
また、製品カテゴリーや地域

わ かった。そして、1999 年にグローバルにブランド

危機は、100年に一度の未曾有の事態と言われている。
事態は、
これまでのあり方を大きく変える最高のチャンス

マネジメントをする組織が新たに設置された。
これに

“Best Global Brands”におけるSamsungのブランド価値推移

Japan’s Best Global Brands 2009
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About Interbrand

インターブランドは、1974 年に設立された世界的な

近年、日本企業の多くは、
これまで競争優位の源泉と

ブランドコンサルティング会社です。
世界26 カ国・36 拠点

なってきた品質、技術力、価格競争力などによる差別化

さまざまな組織・団体に対し、
ブランディングに関する

す。
そのため、新たな競争優位の源泉として、
「ブランド」

ʻCreating and Managing Brand Valueʼのミッション

マネジメントに積極的に取り組まれております。

から
「ブランドを創り、その価値を高め、維持し、評価

世 界に先 駆けて、企 業の視 点（ 財 務 ）と顧 客の視 点

のオフィスを通じ、世界的に展開している企業をはじめ、 が困難になるという非常に大きな課題に直面していま
様々なサービスを提供しています。

のもと、戦略的な視点とクリエイティブの視点の両面

に注目し、その価 値を高めることを目的にブランド

そのような背景の中、インターブランドは1984 年より

する」
という一連のサービスを提供し、
クライアントの最も （マーケティング）の両面からブランドの価値を金額
価値ある資産であるブランドの価値向上をサポート

に換算する手法を開発し、
これまでに5 , 000 以上の

しています。
その事業内容は、
ブランド価値向上に向けた

ブランドを評価してまいりました。
さらに、
「ブランド価

ション、
さらにはブランド価値の社内外への浸透・定着

より毎年、全世界のブランドを対象とした“Best Global

おります。

インターブランドについてのさらに詳しい情報について

戦略の立案、
ネーミングやデザイン開発などのクリエー

の支援に至るブランドマネジメントまで多岐に渡って

値」
の重要性を認識して頂くことを目的として、1999年

Brands”を発表しております。

はhttp://interbrand.com/jpをご覧ください。

Contact Us
お問い合わせ
株式会社インターブランドジャパン
マーケティング：
中村正道
Tel: 03 3230 1075
Fax: 03 3230 8772
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掲載の記事・写真を転載する場合は、
インターブランドジャパンまでご連絡ください。
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http://interbrand.com/jp

Creating and managing
brand value™

