
 

USAビジネス通信 Vol. 1（08年 6月号） 
 

･･･特集：米国の展示会･･･ 
 

 

1. 本通信の内容 
米国市場に商品を販売する日本企業がますます増えてきました。この「USA ビジネス通信」は、米国

市場に関心の高い企業の皆様に、米国の現在のビジネスの状況、市場の動き、トピックスなどをまとめ

て、隔月にお届けするものです。皆様のビジネスの前進に役に立つような内容にしていきますので、ご

愛読下さい。 

 

米国市場の入口として代表的な手段に「展示会」（Trade Show）があります。2008 年 5 月には、ニュー

ヨークおいて二つの大きな展示会が行なわれましたので、このニュースを中心に日本企業の「米国展示

会出展のポイント」をお伝えできればと思います。 

 

 

2. National Stationary Show (ナショナル・ステーショナリー・ショー) 
① 展示会の内容 

毎年一回、5 月にニューヨークのジャビッツ･コンベンションセ

ンターにおいて開催される。この展示会は、名前の通り文具展

だが、様々な商品が出展されている。中心になっているのは「紙

製品」である。具体的なアイテムは、紙、本、カレンダー、グリー

ティング･カード、インビテーション･カード、紙袋、封筒、ラッピン

グペーパー、タッグ、リボン、ペン、スクラップブッキング、パッキ

ング用品、ノート、メモ用紙、ギフト製品など。紙製品を扱ってい

る日本企業には良い展示会である。 

 

② 展示会の概況 

 1

、イエロー、緑系、オレンジが目立つ。 

各ブースはプレゼンテーションに非常に気を使っている。きれいなブースを作っているところは、一様

に

 日本企業の出展 

本から約 10 社の出展者があった。出展企業数社からのコメントをご紹介する。 

 

出展者は一時よりも減っているとは言え、約 1000 社が出展して

いる。米国文具業界の中で一番影響力のある展示会である。初日、

二日目は多くのバイヤーでにぎわった。三日目、４日目は来場者

は減少したものの、各ブースではしっかりと商談が行われていた。

商品傾向としては、ナチュラル志向の色傾向、環境志向のデザイ

ンが目に付いた。ブースのデザインも、パステル系の黄緑、黄色、

オレンジという色のパネルを使っている。モチーフも、葉っぱ、木の

枝、鳥、蔓など自然系が多い、「何かエコ関連の商品はあります

か？」というバイヤーの質問が聞かれた。商品の色目は、白、ピンク

 

バイヤーでにぎわっている。米国の紙製品の業界は、ブース・プレゼンテーションで、商品のセンスを

表現しているようである。 

 

③

この展示会には、日
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クラフト･デザイン･テクノロジー社） 

、ハイエンド向けの洗練され

た

アーティミス社） 

、JETRO のブースに二度出展させてもらいました

が

、

マークス社） 

の出展で、市場を見るという課題を持って出展しまし

た

 出展方法 

ショナリー・ショーの主催者は GLM 社である。詳

細

（

「今回が初めての出展です。商品は

デスク･アクセサリーです。たくさんのバイヤーに来て頂き、大きな

反響に驚きました、約 200 社との商談が行われ、中には、ケイツペ

ーパリー社、ターゲット社など知名度の高い店舗もあり非常に喜んで

おります。大変勉強になりました。今後、商品企画も改良し、米国市

場に大きく販売して行きます。」（青木ディレクター） 

 

（

「NY ギフト展では

、この展示会は初めてです。商品は、可愛いステーショナリーや雑

貨です。今までの取引先も来てくれましたし、新規の取引先もかなり

増やすことができました。来客数から言うと、注文の率はよかったので

すが、申し込み時期が遅れてしまい、場所が後方で隅でした。次回は

よい場所をとり、雰囲気のよいブース作りをして、来客数を増やしたい

と思っています。」（原海外事業部部員） 

 

（

「今回初めて

。商品は、ノートなどステーショナリー商品です。デザインは多くの

バイヤーに高く評価されました。現在は、為替の状況が輸出には厳し

いと思います。今後の方針は為替の動向を見て考えたいと思いま

す。」（高城代表取締役） 

 

④

ナショナル・ステー

の情報は、次の WEB サイトをご参照下さい。 

http://www.nationalstationeryshow.com/ 

 

（申込み方法） 

Application に必要事項を記入して提出する。商品の写真を求

め

日本企業） 

テーショナリー企業 

業 

企業 

ただし、米国市場の紙のサイズと、日本市場のそれとは違いがあるので、市場調査を緻密に行ったう

え

上記 Web サイトを開き、Exhibit Space 

られるので送る。出展すること自体はさほど難しくはない。自社の商品に合ったロケーションになるよう

に依頼することが大切。 

（この展示会にふさわしい

 

ス

グリーティング･カード企

紙製品企業 

ラッピング用品

リボン、テープ企業 

 

での出展が大切である。 
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. ICFF 展（International Contemporary Furniture Fair）（アイ・シー・エフ・エフ展） 

ニューヨークで行われる展示会である。この展

示

 展示会の概況 

ヤー、インテリア業界、建築業界の関係者でにぎわった。主催者発表の統計による

と

ースを構成して

 日本企業の出展 

リアの企業が組織した Design Boom Mart「若いデザイナーのコーナー」があり、

そ

WACCO 社） 

できるコットンと和紙製のバッグです。お客さ

ん

 

共栄社） 

、アート的なライト、省エネのランプです。展示会には大変

満

 出展方法 

3
① 展示会の内容 

毎年一回、5 月に

会は、名前の通り家具展だが、「家具中心のあらゆるホーム製品

の展示会」とも言える。この展示会の特徴は、「コンテンポラリーの

デザイン」のみの展示会ということであり、伝統的なデザインや現代

的ではないデザインのものはこの展示会に入ることはできない。出

展者の選択レベルが非常に高く、よいものが集まっている。アイテ

ムは、ベッド、ソファー、テーブル、いす、ライト、キッチンシステム、

ドア、カーペット、壁紙、床材、暖炉、バスなどホームの中の製品は

ほとんどある。 

 

②

会期中多くのバイ

、入場者数 25000 人中店舗バイヤー28％とインテリア･建築関係者 52％という比率ということである。

ブース一つの大きさは、他の展示会と違って、大きく、平均 10 フィートｘ20 フィート（3ｍｘ6ｍ）くらいある

のではないか。ゆったりしたブースにモダンにデザインされた家具、インテリア、照明器具がきれいにデ

ィスプレイされている。この展示会に参加するには、かなりのデザイン力が要求される。 

イタリア、スペイン、デンマークのナショナル・パビリオンは広さも充分にとって、力強いブ

いる。 

 

③

ICFF 展の中に、イタ

の中に数社日本企業が出展していた。以下各社のコメントをご紹介する。 

 

（

「商品は、折り畳みが

の反応は思ったよりは良かったのですが、作品をより良くするに

は？という点で、勉強になる事も多く参加して良かったと思います。お

客さんやバイヤーなど沢山の方と作品を通じてコミュニケーションが 

でき、またダイレクトに感想が聞けて改良点なども深く考える事ができ

勉強になりました。作品を気に入って購入してくださった方が、また翌

日にまた違うデザイ ンの物を買いに戻ってきて下さったり、直接作品

を手にしてくださる方 の反応が見れてとても勉強になりました。準備

や情報提供（プレス対応）が不十分だった事が反省点です。また英 

次回からは、改善していけるよう、頑張りたいです」（喜多デザイナー） 

 

語での応答が不十分だった事です。

（

「商品は

足しています。米国市場の大きさに驚きました。当社のユニークなア

ート･ライトがよく売れました。店舗ばかりでなく、ミュージアム、ギャラリ

ーからもビジネスのオファーが来て充実した出展になりました」（岡本営

業部員） 

 

 

④
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項のステーショナリー展と同じ主催者（GLM）なので、申し込み方法も同じである。商

品

 米国の展示会 
展示会に出展するのは珍しくない。どの展示会でも、必ずといってよいほど数社

出

 出展の前に 

を販売するには、確かに「展示会出展」は良い方法だが、その前に必ずやらねばな

ら

、

 展示会の位置づけ 

得る｣ことである。決して、「商品の反応を見るための市場調査｣と

位

。

展示会出展は、受注を得てこそ意味がある。最初は多くの注文が入らなかったとしても、ラインの中で

よ

 展示会の準備 

場進出の成否を握っている。十分な市場調査をすればするほど展示会の成果も

大

作成 

出展方法は、前

を審査されて、出展が決定される。詳細の情報は、下記の WEB サイトをご参照下さい。 

http://www.icff.com/page/home.asp 

 

 

 

4
日本企業が米国の

展している。だが、それらの日本企業が全て、米国市場でうまくビジネスを行っているかと言うと、必ず

しもそうではない。うまく行っている日本企業は大きく数字を伸ばしている。それはどこが違うのか？ 

米国の展示会で成功するためには、どうしたらよいか？ 

 

①

米国市場に商品

ないことがある。それは、2-3 ヶ月かけて自社商品に関わる「市場調査」を行うことである。日本企業の

多くは、商品には大きな自信があるからか、それを省いてしまう傾向にある。または、１週間程度の出張

で店舗を見て回り、市場調査を簡単に行ってしまう。市場に商品を販売するためには、市場のシステム

デザインの傾向、色のトレンド、価格調査、店舗調査などしっかり行うことが大切である。総合的な市場

調査を行うことによって、遠回り、無駄な経費出費を抑えることができる。米国企業が持っている市場の

情報、感覚をできるだけ持っていなければ、競争相手との競合には勝てない。米国市場開拓の第一歩

は徹底した市場調査である。これを軽視して失敗する日本企業は少なくない。 

 

②

展示会出展の位置づけは、｢注文を

置づけない方が良いだろう。今まで、少なくない日本企業が米国の展示会に出展して失敗している。

それは、「うちの商品のありのままの姿を米国のバイヤーに見てもらおう。その結果を見て、その後にい

ろいろと準備しよう」という姿勢で出展する企業である。これは、まずうまく行かない。商品が、米国のライ

フスタイルにきちんと合っていない、また米国市場における「ビジネスの準備｣が不足しているからである

バイヤーは、商品だけを見て注文するわけではない。会社の姿勢、流通体制、販売体制を見て、信頼

できる会社から商品を仕入れたいのである。さらに、市場調査無し、商品の工夫無しに出展しても、バイ

ヤーからの良い反応は得られず、多くのバイヤーは素通りしてしまい「展示会で市場調査」の意味も成さ

ない。多くの日本企業は、バイヤーからの反応が少なく、結果が悪いと、次回に工夫して再度挑戦という

気にはならない。問題点が明確にならないからである。 

 

く売れる商品グループは出る。その比率をたくみに増やしていくことは、競争の激しい日本市場を戦っ

てきた日本企業には困難ではない。「この商品は素晴らしいですね！」という声があっても、注文しない

場合は全くの「おせいじ」「礼儀」である。展示会で売れていけば、必ず次の方向が見えてきて、ビジネス

は前進していく。｢売る｣目的をしっかり立てた展示会出展にしなければならない。｢売れるもの｣が出てく

れば、売れないもの、商品の問題点が分ってくる。「売上げ」が「次の売上げ」を作るのである。 

 

③

ⅰ 市場調査実施 

市場調査が米国市

きくなる。 

ⅱ 商品戦略
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イルに合う商品が売れるのである。市場にあったデザイン、色、価格などの良いバ

ラ

品は違う。」のである。ここがポイントの一つである。 

 組織戦略作成 

ることは米国のビジネスの土台を形成する。ブースで販売するための通訳だけで

は 、

 サンプルを米国に送る 

、郵便、運送会社を利用して直接送るのは大変危険である。紛失してしまう

こ

 ブースのデザイン 

な要素である。むろん、センスの良いデザインほど

集

 ディスプレイ 

であるが、商談しやすい、仕入れやすいディスプレイも重要である。日本には

米

 販売員の準備 

であれば、ブースの中にいるスタッフは 2 人で充分で、それ以上は多すぎる。商品

を

米国人販売員をあらかじめ準備することも可能である。その場合は、展示会直前に、即席に商品説明

す

 ブースの広さ 

x10’(3mx3ｍ)である。できれば、10’x15’（3ｍx4.5ｍ）あったほうが、「安定した有力な

ラ

米国のライフ･スタ

ンスが受注に結びつく。店内に販売員の少ない米国市場では、「パッケージ」も非常に重要である。市

場にあった卸価格（米国国内価格）の算出も重要である。日本の商品は、米国商品と比べて商品のレ

ベルが高い。しかし、この点が「落とし穴」である。商品のレベルがいくら高くても、ライフスタイルに合っ

ていないと売れないのである。米国の消費者が気に入る、デザイン、色、パッケージ、価格に近づいて

いけば、日本企業の商品は必ず売れていく。 

分りやすく表現すると、「日本の商品と米国の商

 

ⅲ

販売組織体制を作

不十分である。当初は現地に販売、流通、回収を代行してくれるエージェントが必要である。日本から

全米に散らばった店舗にバラバラに商品を送るわけには行かない。米国のエージェントに送り、そこから

全米の店舗に送らねばならない。代金の回収もエージェントがいないと、米国の安全な代金回収システ

ムを利用できない。 

 

ⅳ

サンプルを展示会会場に

とが頻繁に起こる。サンプルが紛失して展示会ができなくなったというようなことは米国では良く見かけ

る。サンプル搬入は細心の注意が必要である。前もってエージェントに送っておく方法が一番よい。 

 

ⅴ

ブースのデザインは、バイヤーをひきつける重要

客効果は高い。「ブースにお金をかける」と、それだけの効果はあるかどうかというと、売れるかどうか

は商品や価格もあるので一概に言えないが、「集客が大きくなる」ことは間違いない。必要以上に豪華に

する必要はないが、ある程度よいものにすると、レベルの高いバイヤーは訪れる。｢うちは商品で勝負だ｣

と言っても、バイヤーを引き付けないのでは意味がない。 

 

ⅵ

ブース・デザインも大切

国よりも優秀なデコレーターがいるのでディスプレイを依頼することもよいのではないか。インパクトが

あり、センスの良いディスプレイはバイヤーを引き付ける。 

 

ⅶ

ブースが 3ｍｘ3ｍ

ブロックしてしまうだけでなく、威圧感があってバイヤーが入りにくい。バイヤーが入りやすく、明るく応

対できる雰囲気作りをすると良い。展示会の種類によるが、米国ではダーク･スーツをきちんと着て、ネク

タイを締めているという販売員は少ないので、ある程度カジュアルのほうが良い。 

 

るのではなく、しっかり時間をとって、商品説明、受注方法の説明を行わなくてはならない。 

 

ⅷ

最低単位が 10’

イン」という印象がでる。問題は、デザイン数とのバランスである。ブースが広くてもデザイン数がつい

てこないのでは逆効果である。 
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 展示会搬入 

日が搬入日（Move In ムーブイン）である。会場の裏の荷受口（Dock ドック）から、搬

入

荷物がブースに届くと、梱包をといてディスプレイ準備にかかる。時間は 5-6 時間ほどあるが、ラベル

を

ⅺ 当日 

でもなく、ビジネスに集中して、あらゆるビジネスチャンスを見逃さないようにすべ

き

会話をしたバイヤーには必ず名刺をもらい、リアクション・メモにとめて会話の内容を書いておくと後日

の

初日が終わったら、注文の入った商品の傾向を見て、ディスプレイを変えるべきかそのままで行くべき

か

 受注時の注意 

は、注文書（米国では PO と言う）に記入していく。PO には、注文内容のほか、支

払

 米国市場では、価格は国内価格でないと店舗は注文しないので、必ず米国国内の卸価格にする。 

・ 米 で、米国のトレンド･カラーに

 

 展示会成功に必要な 3 つのポイント 

ⅹ

通常、展示会前

される荷物が運び込まれる。NY のジャビッツ・コンベンション・センターでは、ユニオンの人々が荷物

をブースまで運び込むことになっている。誤配されないように荷物に常時人が付いていたほうが安全で

ある。手荷物は自分で運んでもかまわない。NY ピア 94,92,90 が会場の場合には、表から搬入する。搬

入時間が決まっていることが多いので、「ショー･マニュアル」をよくチェックする。 

 

つける等できることはできるだけ日本でやってきたほうが良い。搬入日には、できるだけディスプレイ+

打ち合わせに時間をかけたい。ディスプレイが完了すると、盗難防止用に商品にカバーをかけて帰った

ほうが安心である。 

 

展示会

展示会当日は言うま

である。色々なビジネスを持った人がブースにやってくる。熱心に質問するバイヤー、さらっと見るだけ

のバイヤー、商品をじっと見詰めるバイヤーなど反応は色々である。しかし、できるだけ、フレンドリーに、

「Hi! How are you?」（ハーイ、ハウ・アー・ユー？）と声をかけて、リラックスして商品を見てもらう。 

 

営業に大いに役に立つ。積み重ねの市場情報は大変貴重である。展示会の時は仕入れる決断がで

きない顧客が後に違うデザインを気に入ってくれるというようなことは大いにあるので、「どんな店です

か？」とお店の内容まで踏み込んでいくとよりよい。リアクション・メモによって、デザイン、価格に対する

｢米国市場の反応｣が分り、会社への報告書も作りやすくなる。 

 

、商品が多すぎる場合はカットするかなどの検討を行う。この手順は二日目、三日目のビジネスに大き

く影響を与える。しかし、初日に来て、二日目や三日目に再度来るというバイヤーもいるので、途中で価

格を変えたりはしないほうがよい。 

 

Ⅻ

注文を受ける時に

方法、納品時期を必ず書く。先方がお店専用の PO を持っている場合もあり、キャンセル・デイト（この

日を過ぎたら自動的にキャンセル Cancellation date）を書く場合もある。PO には必ずサインしてもらう。

「うちの近くの店に売らないで」というリクエストをするお店もあるが、注文量にもよるのでその場で確定的

な答えは出しにくい。また、支払方法についてその場では信用状況を確認できないので、先方の希望を

PO に書いておき、後日問題があれば連絡するということでよいだろう。ディスカウントを求めるバイヤー

は多くない。その他、他の質問が出た場合、何かを依頼された場合も、全て PO の記入しておくと良い。

展示会が終わって一つ一つ処理する。 

 

・

・ 前もって、エージェントやディストリビューターを決めて、そこから各店舗に出荷し、代金を回収するよ

うにする。回収方法は、クレジットカード決済が多くなってきている。 

国は「色の市場」である。日本のカラートレンドとは違う場合が多いの

ついて充分調査する。 

5
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うことは、中々簡単ではないだろう。しかし、初回からしっ

か 。

 市場調査を行う 

、いきなり展示会に出展するのではなく、「市場調査」をしっかり行って、販売戦

略

 商品戦略を作る 

、ライフスタイルを快適にするために存在する。その「ライフスタイル」が違うので、

商

 米国国内にエージェントをつくる 

無理にしても、エージェントを作らねば、米国でのビジネスは難し

い

TRO New York コーディネイター 

通信に関して、ご質問があれば遠慮なくお問い合わせ下さい。 

米国の展示会で、初回から大成功するとい

りとした反応があり、多くはなくとも受注が入れば、その商品の米国市場での可能性は大きいと言える

その「手ごたえ」を得るためには、どういう点がもっとも大切かをここでまとめる。米国の展示会で成功す

るためには、次の 3 点が必要である。逆に、少なくともこの 3 点の準備が整っていない出展は、あまりに

も「冒険」である。 

 

①

すでに述べてきたが

と体制を準備してから出展すべきである。日本でビジネスするのと、米国でビジネスするのとでは、商

品ばかりではなく、色々な面で違いがある。その「違い」を市場調査で明らかにしておくことが、米国市場

戦略の中心軸となる。2-3 ヶ月かけて、自社の商品カテゴリーのあらゆる情報、米国市場のシステムに関

するあらゆる情報を集めるべきである。これが、米国市場開拓の第一歩である。これを行うことによって、

米国市場戦略が構築できる。市場調査は、自社で行うこと事もできるだろうが、米国の日系企業に依頼

することもできる。 

 

②

大部分の「商品」は

品も日本的な商品というわけには行かず、米国的なアレンジが必要になってくる。企画を全面的に変

える必要はないが、ある程度米国的な工夫が必要である。米国の消費者が、抵抗なく受け入れるように

したほうが当然店頭では良く売れる。一部の「日本マニア」に売っても、数量にはならない。その改良の

内容は商品によって異なる。それは、サイズであったり、色であったり、パッケージであったりするだろう。

そのポイントは、市場調査を徹底的に行えば自然と浮き上がってくる。 

 

③

いきなり、現地法人を作るというのは

。全米の各店舗へのシッピング、代金回収、カスタマーサービスなどは、米国国内に基盤がないと不

可能である。米国国内には、日系のエージェント機能を持った企業が存在するので、あたってみるとよ

いだろう。 
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