Poised to Sprint
CNN スペシャル・
インタビュー

コロナ禍でも絶好調！
「クロックス」急成長の秘訣とは？
アンドリュー・リース CEO
ポップでカラフルなデザインと快適な履き心地で、

。
日本でも若年層を中心に人気を誇る「クロックス」
新型コロナウイルス流行の影響で打撃を受けるアパレル企業が多い中、
クロックスはかなり堅調な成長ぶりを見せているようだ。
その背景にはどのようなビジネス戦略があるのか。
アンドリュー・リース CEO に聞いた。
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クロックスへの入社前は、イギリスの経営コン
サルティング会社 L.E.K. の専務理事を務め
た。その間の2013 年から2014 年まで、後
に入社することになるクロックスのコンサル
ティングも行った。その後、英ファッションブラ
ンドのローラアシュレイや 靴メーカーのリー
ボックで要職に就いたのち、2014 年に社長
としてクロックスに入社し、2017 年に CEO
就任。インペリアル・カレッジ・ロンドンで学
士号を取得。

経済番組「ファースト・ムーブ」のアンカーを
務め、ニューヨーク証券取引所から金融市場
の動きと最新経済ニュースのリポートを行う。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業後、
モルガン・スタンレーに入社。その後、2012
年 に CNBC インターナショナルに 入 局、
2017 年 にブルームバーグに 入 局、翌 年
CNN に入局。
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Footwear brand

ing a pretty ugly situation around.
Its initially divisive colorful clogs
are now streetwear icons, thanks
to
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KFC. Latest earnings suggest the
brand is also a pandemic winner,
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chief executive officer and director of Crocs.
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す。最近の業績は、
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たことで、収益が約16％急増したの
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る注目のコラボレーションの成果で

range from A to B:
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congratulations

す。当初は賛否両論だったカラフル
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最高経営責任者兼取締役です。
アンドリューさん、素晴らしい業
績の達成おめでとうございます。こ
こで注目すべきは、これが1 四半期
だけではないという点です。昨年は
御社にとっては全体的に素晴らし
い1年となりましたね、この好転のさ
なかで。実は、アメリカ国内よりも
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overall:

好転、
（黒字への）転換

う前に、新型コロナ患者が再び増加
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STEP 3

revenue surging some 16 percent
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