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略 歴
上智大学経済学部経済学科、イェール大学大
学院国際関係学科卒業。在アメリカ合衆国日
本国大使館勤務後、アクセンチュア株式会社
で戦略コンサルタントとして各種業界へのコ
ンサルティングサービスを提供。その後、ウォ

2020年11月より副社長執行役員COOの任にあたるこ
ととなりました飯田健作です。
当社は昨年90周年を迎えました。リテールテックを軸とし
た企業変革経験を活かし、この歴史あるラオックスグルー
プをリードできることを光栄に思います。

ルマート・ジャパンホールディングス合同会社
バイスプレジデント、日本トイザらス株式会社
バイスプレジデント執行役員、ウォルト・ディ
ズニー・ジャパン株式会社バイスプレジデント
を歴任後、2020年11月より現職。

2021年度も引き続き変化への対応力とスピードが優勝
劣敗に直結する年だと考えています。当社が得意とする
高成長近隣海外市場と洗練を求める国内市場の双方に、
高い専門性を有する多様な人材と最新のイノベーションを
投入していくことで大きな成長を目指してまいります。

2020年12月期は、期首より新型コロナウイルス（COVID-19）の影響を受け、特に4月-12月の訪日外国人数前年対
比が▲99.2%となる中、当社主力事業であるインバウンド事業を中心に厳しい結果となりました。未曾有の変化に対応
すべく、年間を通じてインバウンド事業の構造改革を急ぎ、収益体質の改善に取り組んでまいりました。また、グローバル
事業におきましては、引き続き旺盛な中国および東南アジアの需要を取り込むべく経営リソースを当該事業に集中して
まいりました。その結果、グローバル事業は貿易の拡大や越境ECにおいて順調に推移しました。今後も、日本企業で初の
中国・山東省済南市の自由貿易区への進出など、当社の強みである中国市場に加えて、東南アジア市場での事業拡大を
加速してまいります。インバウンド事業においては、営業継続店舗は、日本在住のお客さま向けの品揃えに変更を急いで
おります。生活ファッション事業は堅実に推移し事業収益の改善に加えて、強みを活かした新商品開発を進めております。

ラオックス株式会社 第45期第4四半期 株主通信

2021年2月12日 （東証2：8202）

グループ各事業トピックス

グローバル事業

11月１日から11月11日にかけて、中国最大のECセールイベントである「ダブル
イレブン」が開催されました。本年は、グローバル事業、インバウンド事業の事業
間の垣根を超え、各越境ECプラットフォームでのセールに加えて、日本から中
国に向けたライブコマース配信などを実施しました。
期間中の総売上高は、前年比+134％と過去最高売上高を更新。中でも従来か
らの取引関係の下に実現した日本の大手家電メーカーとコラボレーションした
温水便座は約1万台の販売実績となったほか、炊飯器は約1,000台、歯磨き粉
は30分で６万本、合計約15万本が売り切れるなど日常生活に関連性の高い日
本商品を中心に引き続き熱狂的な支持を集めました。
また、蘇寧Laox海外旗艦店のほかカルフール等において日本酒の販売も行い、
着実に日本酒の中国輸出の実績を積み重ねています。

2020年は新型コロナウイルスの影響で一時は休業を余儀なくされたくろぎ上
海。しかし、中国での感染終息後は徐々に予約も回復し、7月には過去最高の入
店客数を記録しました。富裕層の支持を大きく集めるくろぎ上海は、その後も
来店客数を着実に伸ばしており、現在では予約が取れない、上海で最高級の日
本食レストランとして知られる存在にまで成長してまいりました。
また、2021年1月16日にはくろぎ南京もプレオープン。お客様のお好みやご
要望に合わせてカスタマイズされたトップレベルの日本料理を上海とは違った
コンセプトで提供し、非日常的なひとときをお過ごしいただけます。
くろぎ上海
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グローバル事業

秋葉原本店ライブコマーススタジオ

中でも、当社執行役員で上海子
会社の総経理である傅禄永
（フ・ロクエイ）と、メーカーの責
任 者 が 出 演 す る 「 中 日 BOSS
LIVE」は中国時間22時台の配
信ながら、特に人気を博してい
ます。日本のメーカーからの問
い合わせは急増しており、ブラ
ンディングチャネルとして着実
に実績を重ねています。

当社では昨年3月よりライブコ
マース先進国である中国にてライ
ブ配信開始し、以後、今後の需要
拡大を見据えて日本から中国やベ
トナム、タイへ向けた配信を行って
おります。そして、7月には秋葉原
本店6Fを改装し、ライブコマース
専用のスタジオを設置。定期的に
配信を行い、年間の当社における
総配信実績は日本企業トップレベ
ルの358回となりました。

「中日BOSS LIVE」の様子

2020年8月、東南アジア最大級のプラット
フォーム、Lazada内のLazMallにてインド
ネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシ
アの４カ国に旗艦店を出店しました。商品拡
充やオペレーションの改善を継続しつつも
想定を大幅に上回る実績となっています。
今後は、他国にも水平展開を急ぎ、販売を
更に加速していきます。
また、タイ、ベトナムに向けたライブコマース
配信も開始しました。今後も当社強みであ
る中国に加え、東南アジア市場への戦略強
化を行ってまいります。
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インバウンド事業
Laox道頓堀店では厳選された日本の食品はもちろん、アジアン食品や
話題の韓国コスメ・中国コスメを多数取り揃えております。現在はバレンタイン向けの特別コーナーをご用意しております。
この機会にぜひ足をお運びください！
JUNG SAEM MOOL
（ジョンセンムル）
メイクアップアーティス
ト、ジョン・センムルさん
のブランドです。クッ
ションファンデーション
は密着力とカバー力が
あり、人気の韓国コスメ
になっています。

CACAO SAMPAKA
（カカオサンパカ）

タイ食品（即席麺、カッ
プトムヤムクン、他）

ス ペイン王室 御 用達 の
ショコラテリア、カカオ
サンパカ。高級感とかわ
いい見た目が人気です。
現在期間限定で人気ブ
ランドのチョコレートを
多数取り揃えていま
す！

タイの即席麺など、自
宅 で 手 軽 に楽し め る
食品 が人気とな っ て
います。タイ食品だけ
でなく中国・韓国の食
品 も 多 数 取 り揃 え て
おります！

2月10日より、【Laox-お酒専門店JA NO ME通販サイト】にて日本酒、お米以外にも韓国コスメを中心とした化粧品や期間限定のチョコレー
トの取り扱いを開始しました！ https://www.laox-online.jp/

© 2019「天気の子」製作委員会

2021年2月27日～5月9日、Laox道頓堀店（道頓堀ゼロゲート）３階 展示スペースにて、アニ
メーション監督・新海誠の最新作「天気の子」の展覧会を開催いたします。「天気の子」は観客動員数
1000万人、興行収入140億円を突破し、2019年公開映画No.1の大ヒットを記録した話題作で
す。本展では、作画、美術背景をはじめとした制作資料を約400点以上展示し、作品のさらなる魅
力に迫ります。また、作品の重要なモチーフである天気について楽しく学べるコーナーもご用意。日
本気象協会の協力のもと制作した映像や実際の観測器を通じて、より深く作品世界を知ることが
できます。本展オリジナルグッズも会場内にて多数販売される予定です。クリエイターが作品からイ
ンスピレーションを受けて制作したコラボグッズもお楽しみに。皆様のご来場をお待ちしておりま
す！
ラオックス道頓堀店（道頓堀ゼロゲート）URL：https://www.laox.co.jp/dotonbori/
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2020年度のお歳暮は、新型コロナウイルスの影響で地方への帰省が自粛されたことによる 「帰省暮（きせいぼ）
」需要が増加。特に、自宅にて家族で楽しめる洋菓子やお肉・産地直送の商品などが好調となり、お歳暮の受注について
は前年を超える実績となりました。シャディはそれら需要に対応すべく、年間を通じてお客様に喜ばれるPB商品および
スイーツ開発を追求し、ご提案してまいりました。新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間が増えている昨今、ご
自宅でご褒美スイーツはいかがですか？

“Patisserie
Present”は、90年以
上ギ フトを 取 り扱 って
きた「シャディ」発の完
全オリジナル洋菓子ブ
ランドです。

お申込みされたお客様より
たくさんの嬉しい声を
お寄せいただきました
「家族全員、大喜びでした」
「普段気持ちを伝えられない
母に送りました」
「感謝の気持ちを忘れずにい
たいです」

昨年１２月より販売を開始したPatisserie Presentの
「-極み-濃厚ベイクドチーズケーキ」は12月に1,000本限
定で販売し、即完売した大人気商品となっています。
2021年より「-極み-ショコラノワール」が新登場となりま
す。「大切な人に喜んでほしい」、その想いを贈りものとい
うカタチで伝えてきたギフト専門店が開発する「贈りたく
なるスイーツ」をぜひお試しください。

大切な人に直接会えない今だからこそ、「ギフト」で感謝の
気持ちやエールを送りたい方々を応援するプロジェクト
「＃いま贈ろう」。
昨年6月～7月に実施した第1弾のご好評にお応えして、
第2弾として11月6日から募集を開始し、12月10日まで
に約5,000名のご応募をいただきました。多数のご参加
をいただき、ありがとうございました。
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生活ファッション事業（靴事業/加古川ヤマトヤシキ）
10 月 20 日 ～ 10 月
22 日 の ３ 日 間 、 百 貨
店バイヤー向けに
2021 年 春 夏 物 の 内
覧会を開催。テーマは、
「 Staple Park ： お
きまりの公園。心地よ
く、自分らしく過ごせ
るいつもの場所」
新商品や、品質高い丁寧な仕上がりに対してお取引先から
ご好評をいただきました。また、本展示会よりサスティナブ
ルへの取り組みも打ち出し、SDGｓ名刺（環境に優しい素材
を使用した名刺）の使用やＨＡＶＡＲＹ‘Ｓ Ｗａｔｅｒ（日本初の
紙パックナチュラルウォーター）の提供など企業姿勢につい
ても高い評価いただきました。
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加古川ヤマトヤシキでは、
10月23日～11月3日
にかけて「秋の大北海道
展」を開催。本年は春に
開催を予定していた「春
の大北海道展」が中止と
なったため、約１年ぶり
の開催となりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止として会場の拡大等
を実施し、ソーシャルディスタンスに注力した上での開催
となりましたが、「秋の大北海道展」を楽しみにしていた地
域の多くのお客様にご来場いただき、前年比124.5％と
過去最高売上を記録しました。また、当該感染症の拡大以
降、売場に来られないお得意様向けに外商も強化してお
り、ご好評をいただいております。

エス・エー・ピーは、主に世界遺産や文化遺産に指定されている日本を代表する
歴史遺産を舞台に、コンサートや古典芸能・民族芸能の上演、講演会等の企画・制
作を行っています。2020年度は新型コロナウイルスの影響により、中止を余儀
なくされたイベントも多数ありましたが、10～12月の第4四半期にかけては、富
岡製糸場(群馬）、長谷寺（奈良）等において様々なイベントを開催し、日本の文
化・芸術の向上と発信に取り組みました。
※開催に当たっては感染拡大防止に最大限努めて実施しております。

