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アンケート返送先 FAX 03-5572-7044   

 

日本貿易振興機構 海外市場開拓課宛 

● ジェトロアンケート ● 
「米国市場調査レポート ～家具製品の米国市場開拓に向けて～」 

 

ジェトロでは将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報

を日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお

読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。 

 

■ 質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「米国市場調査レポート」につい

て、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

 

 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■ 質問２：上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関するご感想をご記入下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社・団体名：                                   

部署名：                                      

 

★ ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本報告書の成果把握に利用いたします。 

ご協力ありがとうございました。 
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はじめに 

 

 
本調査レポートは、アメリカの家具市場を調査分析して、住宅用家具製品を扱う日本企業が

アメリカ市場に販売する道を探ることを目的としている。 

 

米国市場に製品を販売する時は、まず第一に行わなければならないことは、｢市場調査｣であ

る。日本企業は、日本市場においては、長い間に培った感覚、多くの情報、人的ネットワー

クで、改めて｢市場調査｣を行わなくてもある程度適正にビジネスを行なうことが出来る。そ

れは、日本の歴史、社会、時代を良く理解しており、かつ日本のビジネスの構造、家具業界

の情報を充分に持っているので、改めて｢市場調査｣をしなくても、ビジネスの方向を決める

ことが出来るのである。しかしながら、アメリカ市場でそれらの必要な情報無しにビジネス

を開始することは不可能である。多くの中小企業は、アメリカに出張して、関連店舗、展示

会を見ることによって、｢市場調査を行なった｣と安易に考えてしまう。ここに落とし穴があ

る。中途半端な戦略の元に展示会に出展したり、商談をしては失敗する可能性が大きい。 

 

市場の知識が中途半端で、販売体制、組織体制が整っていない状態では、いかに商品に自信

があっても、新しいマーケットを開拓することは出来ない。本レポートを土台にして、日本

企業が自社の製品にあった市場調査をさらに行うことがアメリカ市場を成功する出発点にな

る。 

 

この市場調査レポートは、｢アメリカ市場｣「アメリカの商品」「アメリカのビジネス」「ア

メリカの顧客」についての情報が書かれている。そして、適切なアメリカ戦略が構築できる

ように課題のポイントをまとめている。各章の後には多くの｢資料｣が添付されている。特に

これらの｢資料｣が非常に重要である。新しい情報が入手できた時、この資料に加えていくと

良いだろう。 

 

これらの内容で、現在のアメリカ市場のアウトラインが理解できる。本調査は、当社のアメ

リカ市場 11年のビジネスの経験をもとに、アメリカ市場の店舗訪問による調査、展示会調

査、雑誌、ウェブサイトの調査、アメリカのビジネス･パーソンからの聞き取り調査などに

よって約 3ヶ月間かけて得た情報をまとめている。一般の市場調査レポートにあるような統

計、数字、表の羅列を避け、できるだけ現実のビジネスに沿った内容になるよう心がけた。 

 

アメリカ市場の情報を得て、かつ販売の体制のイメージが整えば、後は実践により体験を積

んで、アメリカのおける販売活動に慣れていくだけである。商品が売れていけば、大きな喜

びになり飛躍していき、さらに海外市場開拓が企業の未来にとって大きな意味を持っていく

だろう。 

 

本レポートが日本の家具製品のアメリカ販売に貢献できれば幸いである。 

 

なお、本レポートは Mira Design Corp.に委託した。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外市場開拓課 

2010年 3月 
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第一章 市場調査とアメリカ戦略 

 

 

海外市場を新たに開拓するためには、まず第一に重要なのは「市場調査」（Marketing 

Research マーケティング・リサーチ）である。 

 

 

1 市場調査の重要性 

 

 

① 「アメリカ」の理解   

 

日本人の｢アメリカの理解｣は、一面的である

ことが多くビジネスの方向を誤りやすい。ア

メリカに商品を販売する時に、最も大切な点

は｢正確なアメリカの理解｣である。多くの日

本人は「アメリカ」について、ニュース、イ

ンターネット、テレビ･映画、短期滞在の中

からイメージを作っている。しかし、そのイ

メージの多くはニューヨークやカリフォル

ニアである。したがって、それは一面的で正確ではない。アメリカの実像をしっかり把握

しなくては、正確な市場動向をつかむことはできない。いかなるものでも、｢商品｣は「生

活を豊かにする｣ものである。アメリカのライフスタイルを豊かにするデザインやカラー、

または便利な機能を持たなければ、その商品はアメリカの社会で必要とされない。「アメリ

カ市場へ販売する」という計画を立てて、いきなり販売活動を開始するのではなく、アメ

リカのライフスタイルとアメリカのビジネスをしっかりと理解するところからアメリカの

ビジネスはスタートすべきである。 

 

② 生活の実像 

 

アメリカの生活を理解することが、「市場調査の原点」である。アメリカ人が住んでいる住

居、使っている家具、インテリア、日用品がどのようなものであるか、生活の内容を知ら

なくては適した商品を準備できない。生活に合わない家具を仕入れる店舗はないのである。

この「生活感覚」は想像で行うのではなく、根拠のあるものでなければならない。様々な

資料を集めて整理すると、アメリカ人の「生活の実像」は見えてくるはずである。 

 

③ 日本の商品 

 

日本の商品は、日本の住居、ライフスタイルに合わせて、日本の消費者に向けて生産され

ている。家具も同様である。日本の家具製品をアメリカに輸出して、アメリカの生活に溶
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け込み、アメリカ人消費者を満足させるかどうか・・・市場調査でこの点をしっかり調査

しなくてはならない。それは、単に商品そのものだけではなくて、商品ラベル、説明書な

ども含まれる。アメリカの消費者が、「アメリカの商品」のように、「日本の商品」を抵抗

なく買うことにより、日本企業は大きなビジネスに近づいていく。この核心の解明を怠る

と、小さな市場にとどまることになる。 

 

④ アメリカのビジネス 

 

日本企業は、日本市場においては、すでに得意先（店舗）がおり、その得意先を通して、

商品が消費者の手元にスムースに流れていく。流通方法も様々であるが通常納期通りに商

品は納品される。そして販売代金はその得意先から自社に入金される。アメリカ市場にお

いても、これと同じような流れを作り上げるために、アメリカのビジネスのシステムにつ

いて、はじめにしっかり把握しておく。それが中途半端なまま、販売活動を行うと、受注、

流通、回収の過程でトラブルに見舞われる。これは避けなければならない。立ち上がり時

の失敗は方向を誤らせる。この最初の失敗で、挫折、撤退してしまう日本企業も少なくな

い。販売を開始する前に、アメリカのビジネスに関する情報を蓄積して自社にあった受注

体制、流通体制、回収体制を構築しておく必要がある。 

 

⑤ 業界の状況 

 

日本でもアメリカでも「業界」というものがある。日本においても、業界の流れを知らず

してビジネスはできないのと同じように、アメリカでも業界の状況を把握しておかなけれ

ばならない。特に、似たような商品、同じカテゴリーの商品を販売しているアメリカ家具

企業の存在、商品、動向は重要である。全く同じ商品ではないとしても、同じカテゴリー

の商品として市場価値(市場におけるバランス)が必要である。いくら Made In Japan だっ

たとしても、価格が 2 倍以上したら商品はスムースに売れていくとは考えられない。店舗

での価格バランスもあるので、価格帯から大きく外れた商品は売れることはない。特に、

価格に敏感なアメリカ市場ではそう言える。「これは、特別な商品だから普通の商品の 2 倍

する」という商品はよほど特別なものでない限り、デザインが良い、品質が高いと言って

も、アメリカのバイヤー、消費者を納得させることは難しい。アメリカの業界の状況をで

きるだけ認識して、バランスの取れた商品を提案する必要がある。 

 

⑥ 競争相手の分析 

 

特に、自社とカテゴリー、デザイン、テイストが近い企業＝「競争相手」の分析は重要で

ある。むしろ、アメリカの同じカテゴリーの有力企業に対しては、敬意をもって「お手本

にする」と良いのである。彼らの商品、パッケージ、販売方法、販売ツール、販売先など

を調査するのが市場に慣れていく一番の近道と言える。製品の「ものまね」をする必要は

全くないが、少なくとも、彼らの動向はこれから市場開拓する日本企業にとっては価値あ

る「ヒント」になるのは間違いない。多くの企業は、取引先、一般顧客に向けたウェブサ

イトを持っているので、競争相手の研究は比較的行いやすい。 
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⑦ アメリカ市場形成の出発点 

 

市場調査は、アメリカ市場形成の出発点である。繰り返しになるが、この出発点をやらな

かったり、いい加減に行ったりしたら、アメリカ市場の形成はスタート時点から失敗して

しまう。実際、市場調査を行わないでいきなり展示会に出展する日本企業もかつては多く

存在した。多くの企業が失敗したか、中途撤退したのである。大手企業であっても、大き

く遠回りしたり無駄な時間と無駄な経費を浪費してしまう。 

 

初回展示会を、「最初は何もわからないのだから、注文が取れなくとも、マーケティングと

して位置づけよう」として出展する企業も非常に多い。この場合はどうなるだろうか。市

場調査をしていないので、価格がアメリカ市場と釣り合わなかったり、FOB 価格を提示し

ていたり、受注方法も日本的であり、流通方法、回収方法も明確に決まっていない。この

ようなブースで商品を仕入れるバイヤーはまずいないのである。その結果、商品の反応も

小さく、マーケティングにもならずに終わってしまう。そして、「マーケットには合わない

のではないか」という結論になり、アメリカ戦略は挫折してしまう。本当に｢もったいない｣

ストーリーが数多く見られる。激しい競争の日本市場の中で生き残ってきた商品であれば、

市場調査を行い展示会の準備を緻密に行ってさえいれば商品はある程度売れ、市場を形成

できる見込みができる。 

 

⑧ バイヤーの不安 

 

アメリカのバイヤーは、「確実な仕入れ」が仕事である。販売員が仕入れも担当していると

いうのは、パパママ・ストア(小規模な専門店)である。企業的な店舗は、規模が小さくとも、

バイヤーが存在する。そのバイヤーが、少しでも不安を感じたら絶対に仕入れることはな

い。仕入れることができるアメリカのサプライヤー(生産者)はたくさんあるのだから、何も、

リスクが伴う会社から妥協して仕入れることはない。もしも、納期が遅い、商品が来ない、

品質が低いなどというトラブルになったら、それらはバイヤーの責任になる。そのため、

彼らは、非常に慎重に、安心して仕入れられる企業から商品を仕入れるのである。たとえ、

デザイン、品質が少し落ちても、全体的にバランスが取れて安定している企業から商品を

仕入れたい。したがって、ビジネスの体制が整っていない、マーケットに馴れていない・・

という不安定要素を感じた場合は、バイヤーがいくら商品が気に入ってたとしても、注文

はしない。しても、それはテスト・オーダーである。市場調査を適正に行い、きちんと体

制を準備して、バイヤーが納得できる商品提案を行なうべきである。 

 

 

2 市場調査の方法 

 

 

本レポートは「家具の市場調査レポート」である。したがって、日本の家具企業は本レポ

ートを「基礎的な市場調査」として活用し、さらに「自社の商品」を軸とした市場調査を
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行うべきである。代表的な市場調査の方法を紹介する。 

 

① 自社で市場調査を行う 

 

自社で市場調査を行うことは充分可能である。しかし、アメリカに長期的に滞在できない

からと、中途半端に行っては意味がない。日本でできることも少なくないので、まず日本

でできることを徹底的に行い、その後にアメリカにある程度の期間滞在して市場調査をし

たらよいだろう。 

 

ⅰ 日本でできること 

 

・ 自社商品に近いアメリカの競争相手（以降「競合企業」と呼ぶ）を探し、3 社程度限定

する。 

・ その企業のウェブサイトを研究する。商品は全てプリントアウトする。 

・ その企業の得意先を探し、リストとしてまとめる。多くのアメリカ企業は、「当社の商

品はここで買えます」という情報を Store Locator（当社の商品が買える店舗リスト）

で公開している。その会社の取引先情報をリストにまとめる。 

・ インターネットを使って、自社商品の対象となる「販売先リスト」を作成する。 

・ 「販売先リスト」の店舗でウェブサイトを持っている店舗も少なくないので、店舗のウ

ェブサイトから、取扱商品を取り出し、プリントアウトする。できたら Excel に商品リ

ストとしてまとめると、デザイン、色、価格などを検討する時には大変役に立つ。そし

て、アメリカに流通している商品群の全体像を把握できる。 

・ アメリカの雑誌を購入して、アメリカのライフスタイル、文化、トレンド（流行）の 

流れを掴む。 

・ アメリカのトレンド・カラーも把握する。 

・ アメリカで他社商品を扱う可能性のあるアメリカ企業を探す。これは、ディストリビュ

ーター、エージェントを見つけるためである。 

・ その他、ビジネスに関わるあらゆる情報を探し出す。 

・ 特にアメリカのライフスタイルを知るためには、アメリカの人気小売チェーン店のウェ

ブサイトを常に見ておくことで流行の商品の流れ、業界の動向が分かる。 

 

ⅱ アメリカに出張して行うこと 

 

・ 本レポートにある店舗、販売先に行き、自社に近い商品を観察する。デザイン、カラー、

サイズ、パッケージ、価格、売り場構成、什器などきめ細かく観察しメモを取る。 

・ アメリカのライフスタイルを肌で感じるために、スーパー・マーケット、デパート、人 

気小売チェーン店を訪問し調査する。 

・ 必要な雑誌、業界紙などをできるだけ多く購入する。 

・ 競合企業のサンプルを購入するのもパッケージ方法、表示方法が良くわかり役に立つ。 

・ 関連展示会を視察する。 

・ 関係者に会う。小売店バイヤー、ディストリビューター、セールスレップ、ショールー
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ム、ウェアハウス（倉庫シッピング配送業者）、バイイングオフィス(仕入れ代行会社)

など。 

 

ⅲ 小売店訪問のポイント 

 

小売店に訪問したら、漫然と店内を見てまわるのではなく、次ぎのような調査を行う。 

 

・ 店舗の名刺をもらう。 

・ 家具担当のバイヤーの名前、Emaiｌアドレスを聞く。（これは可能） 

・ 全体の商品構成を観察し、家具製品の売り場構成比

率を見る。 

・ 競合メーカーの会社名をメモする。 

・ カタログをもらう。 

・ 価格をチェックする。 

・ パッケージを観察する。 

・ 店のディスプレイを見る（特に什器）。 

・ できたら写真を撮る （店舗の承諾が必要）。 

 

ⅳ 市場調査をまとめる  

 

市場調査の内容をバラバラにファイルしておいては、使うべき時に使えない。厚手のファ

イルにきちんと中表紙や目次をつけ、内容を整理して保管する。自社で市場調査をしても、

これをきちんと整理しておかないと何もならない。このファイルが、充分な量になれば、

次のステップが見えてくるはずである。おそらく、調査レポートは全部で 100 ページ以上

になるはずである。日本での調査からアメリカでの調査、そしてそのまとめまで、おそら

く 2 ヶ月以上は要する。ここまで徹底して行うと、アメリカ市場がグッと身近になり、多

くのことが見えてくる。その結果、無駄な試行錯誤は大幅に削減される。 

 

② 市場調査会社に依頼する 

 

自社で市場調査を行う時間的な余裕がない場合は、アメリカの企業に依頼することも可能

である。アメリカの企業も、日系企業とアメリカ系企業があるが、できるだけ日系企業に

したほうがよいだろう。それは、言語の問題もあるが、アメリカ系企業は日本企業が欲し

ている情報、日本企業が知らない情報をよく理解していない場合が多く、必要な情報がな

かったり、不必要な情報があったりでうまく噛みあわないことが起こりやすいからである。

また、日本の家具製品の知識（それが伝統的なものであれば特に）が希薄だと、市場調査

のポイントがぼやけてしまうという点もある。 

 

いずれにしても、市場調査をアウトソーシングするのであれば、コミュニケーションをし

っかり行い、調査会社の過去の実績も確認して納得の行く市場調査を依頼すべきである。 

「市場調査がアメリカ市場の第一歩」であるから、これが中途半端な結果になってしまっ
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たら、その後がうまく行かないのは自明の理である。くれぐれも慎重に内容のある市場調

査が可能な調査会社を選択する。 

 

 

3 アメリカ市場戦略構築 

 

市場調査をしっかり行えば、アメリカ市場における

ビジネスの重要なポイントが浮かび上がってくるは

ずである。日本市場との違い、これから準備しなけ

ればならないことも明確になる。それらを、「アメリ

カ市場戦略」として文章化してまとめる。市場戦略

の骨子は、どのような商品をアメリカに提案するか

という「商品戦略」、販売方法を決定する｢販売戦略｣、

そして商品を販売する体制を形成する｢組織戦略｣に

なるであろう。 

 

① 商品戦略 

 

ⅰ 商品の違い 

 

自社と同じカテゴリーの「アメリカ企業の商品」を分析してみると、自社製品との違いを

発見する。むろん、違いがないと、商品の魅力がないということになり市場性に問題があ

るのだが、「差別化」という商品の価値に属する「違い」はあるべきである。しかし、あき

らかに日本市場向きの要素や、アメリカの消費者へのインパクトが不足している場合には、

アメリカ市場にあわせて商品を改良する必要が生じる。例えば、｢和｣の雰囲気が強過ぎる

商品である。 

 

ⅱ 価格の違い 

 

自社と同じカテゴリーのアメリカ企業の商品の価格と全く同じである必要はないものの、

極端な差になると問題である。デザインの違い、機能の違い、サイズの違いなどでリーズ

ナブルな価格差があるのはよいだろう。しかしながら、ただ品質の良さ、材料の違いだけ

で、価格に大きな違いがあるというのは、バイヤー、消費者を納得させるのは難しい。ま

して、自社商品だけが、飛びぬけて高いということでは、バイヤーは仕入れないだろうし、

店頭に置かれたとしても、手を出す消費者は少ない。アメリカに商品を販売する一番の意

義は、ある程度の「量の販売」である。少量の販売ではアメリカ市場開拓に費やす費用と

時間と釣り合わないので遅かれ早かれ挫折してしまう。アメリカ商品の価格を入念に調査

して、「量のビジネス」につながる「市場にあった価格帯｣を決めることは重要である。 

 

このような違いを乗り越えて、商品、価格を工夫し、アメリカ市場にあわせていく努力が

必要である。この道のりは、大手企業を含め全ての日本企業が通る道である。しかし、単
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に「安くした方が売れる」｢アメリカ的にしたほうが売れる｣ということを意味しているわ

けではなく、競合会社との距離も考えた「市場にあったバランスの良い商品戦略」が必要

ということである。 

 

② 販売戦略 

 

ⅰ 販売体制 

 

市場をきちんと調査すると、どういうお店に販売し

たらよいか、どのような販売方法が良いかが見えて

くる。販売対象をはっきりと見極めて販売するのと、

とにかく買ってもらえるならば誰でもという方法は

大きな差が出てくる。販売戦略も、まずは「3 年間

の販売計画」を作成するとよいだろう。市場調査を

よく理解していないはじめの段階で固定的な長期計

画を作ると、実態に合わないということもありうる

ので、段階的な計画でかつ常時改良を加え柔軟に対

応するとよい。 

 

ⅱ 初年度の販売対象 

 

市場に慣れていない初年度は、「一番販売したいターゲット」には販売しない方がよい。製

品の改良が完全に終わっていない時に売ってしまうと、相手にとってあまりよいビジネス

にならない可能性がある。その結果、途中で切られてしまい、その後が大変難しくなるの

である。本当はチェーン店を中心に市場開拓して行きたいという商品の場合、いきなりチ

ェーン店のバイヤーに商品のプレゼンテーションを行った時、カラーコーディネイトの不

十分さ、商品ラインの不十分さを指摘されて断られてしまう。そうなると、次にアポを取

るのは非常に難しくなる。ベンダーC クラスの烙印を押されてしまう結果になってしまって

は次の営業ができない。そのためにも、大手へのアプローチは、市場に充分慣れて、かつ

商品体制、流通体制が完成してから行動に移すべきである。初年度は、まず販売体制の準

備を行い、専門店、小規模小売店に力を入れて市場に慣れていき、かつ商品を調整してい

く。 

 

③ 組織戦略 

 

ⅰ 日常営業 

 

日本から展示会ごとにアメリカに出張して年間売上げを作るというのでは無理がある。商

品を販売するためには、常時「誰が売るのか」が必要なことは言うまでもない。展示会で

はすぐに注文しない店舗、少量を発注し、後は少しずつ注文をしていく店舗、展示会に行

かない店舗など様々であるから、毎日の日常的な営業活動が必要不可欠である。展示会だ

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.　 本レポートの無断転載を禁ずる。 8



  

けでアメリカのビジネスを大きくしていくということは不可能である。したがって、日常

的に営業を行なえる「販売組織作り」が必要になる。 

 

ⅱ 流通 

 

流通についても、日本から各得意先に少量の納品を行うと、送料が高くなりビジネスにな

らない。やはり、アメリカの拠点に一度に全発注量の商品を送り、そこから全米の各店舗

に納品する｢流通拠点｣が必要になる。 

 

ⅲ 代金回収 

 

代金の回収も、「商品を送る前に日本の当社に銀行振

り込みしてほしい」というオファーに納得する店舗

は少ない。アメリカでは、代金の支払いを「銀行振

り込みする」という方法は行われず、仕入先に「小

切手を郵送する」という方法が一般的である。アメ

リカの拠点に小切手を送ってもらい、アメリカの銀

行口座で現金化するためには、銀行口座を保有する

ことが必要となる。代金の回収、信用調査をスムー

スに行うために、アメリカにはファクタリング会社（後述）が存在するが、ファクタリン

グ会社との提携もアメリカに登録された企業しかできないことから「アメリカ法人である

拠点」が必要である。 

 

以上の理由により、アメリカ市場においてビジネスを行うには、アメリカ国内に「拠点」

が必要なのである。そこで、ビジネスを開始するはじめの段階から拠点作り＝「組織戦略」

が不可欠である。 

 

上記に述べたように、アメリカ市場戦略を構築するためには上記の 3 つの戦略（商品戦略、

販売戦略、組織戦略）が必要となる。これらの点を曖昧にして販売をスタートしてしまう

と、すぐに壁にぶつかる。アメリカ市場戦略を構築するために、時間をかけた内容の濃い

市場調査が鍵になる。 
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第二章  アメリカ市場 

 

 

アメリカの市場は日本とは違う。歴史、文化、ライフスタイルが異なるのであるから、生

活の中で使う「物」そして｢デザイン｣｢サイズ｣｢色｣も違う。アメリカの商品と日本の商品

が違うということをまず理解する必要がある。「アメリカ市場の概要」をこの章では説明し

ていく。 

 

 

1. アメリカのライフスタイル 

 

家具製品は、アメリカのライフスタイルの中の一

部であるので、全体のライフスタイルの傾向をま

ず把握する。全体の雰囲気と、家具のデザインが

合っていることによって商品は売れていく。小さ

な違和感が｢売れない｣ということにつながるので

「ライフスタイルの理解」が必要なのである。 

 

① 人気チェーン店 

 

アメリカのライフスタイルを研究する一番良い方法は、アメリカの人気小売店(日用品店、

家具店、生活提案型ホーム店)のウェブサイトを定期的に見ることである。アメリカの人気

チェーン店のウェブサイトをあげる。これらのウェブサイトには、アメリカ人が好むライ

フスタイルが表現されている。家具もたくさん登場するので、アメリカ人の｢好み｣がよく

わかる。 

 

(参考 Web サイト)  

http://www.crateandbarrel.com/ …Crate and Barrel（代表的な家具、日用品店） 

http://www.williams-sonoma.com… Williams-Sonoma（ハイエンドなキッチン店） 

http://www.potterybarn.com/… Pottery barn（洗練されたホーム店） 

http://www.westelm.com/…West Elm（洗練された家具店） 

http://www.surlatable.com/…Sur La Table（おしゃれなキッチン店） 

http://www.bedbathandbeyond.com/… Bed Bath & Beyond（大衆的な日用品雑貨店） 

http://www.waterworks.com/…Water Works（洗練されたバスルーム専門店） 

http://www.containerstore.com…Container Store （都会的なオーガナイザー専門店） 

http://www.wholefoodsmarket.com/…Whole Foods Market（ナチュラル系スーパー） 

http://www.restorationhardware.com…Restoration Hardware(洗練された日用品家具店) 

http://www.abchome.com/…ABC Carpet（個性的なホーム・家具店） 

http://www.moma.org/…Moma Museum Shop（アート志向のミュージアム・ストア） 

http://www.cb2.com ・・・CB2 （オシャレな日用品雑貨家具店。Crate and Barrel 系） 
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アメリカにあったデザイン、色、感覚を理解するのにこれらのウェブサイトを定期的にチ

ェックするとよいだろう。 

 

② 標準的な住居      

 

都市部の人々は、一戸建て住宅、コンドミニアム（所

有）、アパートメント（賃貸）のいずれかに住まいを持

つ。一戸建て住宅は、建物によってもちろん違いは

あるが、一般的に、ベットルーム（マスターベッドル

ーム、子供部屋1、2部屋）があり、バスルーム（トイレ

とバス）が近接している。リビングルーム、ダイニング

ルーム、ファミリールーム（リビングと共通のところも

ある）、ストーレッジ（倉庫）ガレージ（車庫）というの

が一般的だろう。一般の一戸建て住宅の広さは、

3000-5000sqf (84-140坪)という大きさである。 

 

ニューヨーク・マンハッタンのような都会では、アパートメント（Apartment）に住んで

いる人が多い。シングルは、リビング、ベッドルーム、ダイニングルームが一つになった 1

ルームとバスルームのみの「ステュディオ」、カップルの場合は、1 ベッドルーム+リビング

+バスルーム、子供がいる場合は 2 ベッドルーム+リビング+バスルームに住むのが普通であ

る。 

 

アメリカの住宅デザインもトレンドに左右される。根底にあるシンプル+クリーンは大きな

変化はないものの、アメリカの消費者が単にシンプル+クリーンだけを求めているわけでは

ない。常に｢何か新しいもの｣への追求はある。だからと言って、トレンドに偏りすぎるの

も住宅デザインでは危険である。そのあたりの微妙なバランスを理解して住宅にあった家

具製品のデザインを企画、提供しなければならない。 

 

ⅰ リビング･ルーム 

 

リビングは、おおよそ 400-600Sqf(11-17 坪)程度の広さで、日本のそれよりもかなり広い。

都市部のアパートメントのリビングが日本と同じ程度である。リビングには、ソファ･セッ

ト（Sofa、Upholster）、L 字組み合わせ式ソファ（Sectional）、コーヒーテーブル（Coffee 

Table）、一人用ソファ（Arm Chair）、飾り棚（Console）、コーナーテーブル（Side Table）、

イス（Chair）、オットマン（Ottoman）、TV 台（TV Cabinet）小いす（Sitting Stool）、

TV や DVD,ステレオの台（Media Base）、扉付本棚（Hutch）、収納棚（Chest）などが置

いてある。TV キャビネットと本棚、整理棚が組み合わせた Full Media Suite もある。リビ

ングの他に、リクレーション･ルーム、ファミリー･ルームが別にある大きな家もある。 

 

リビングルームにあるインテリアは、壁に額や、アートポスターなどの額、絵画、鏡、壁
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飾りなどがあり、コーナーテーブルの上にテーブルランプ、飾り棚の上にアートやアンテ

ィックな置物飾り、ソファセットにはクッション、ひざ掛け、中央の床の上にはじゅうた

んというようなインテリアがある。 

 

ⅱ ダイニング･ルーム 

 

都市部のアパートメントでは、ダイニング･ルームはリビング･ルームと一体になっている

が、一戸建ての家では普通ダイニングルームはリビングルームとキッチンの間にあり独立

したスペースになっている。この部屋には、ダイニングテーブル（Dining Table）、イス

（Dining Chair）肘掛つき（Armchair）と肘掛無し（Side Chair）、ワイン置き付きキャビ

ネット（Wine Buffet）、酒類を置く飾り棚（Console Bar）、飲み物のキャビネット（Bar 

Cabinet）がある。ガラスで全ての食器が見える Glass Cabinet を置く住居もある。 

 

インテリアとしては、ランプ、ろうそく立て、かびん、置物、ワインラック、壁には、ア

ートなどの額、壁飾り、鏡などが飾られている。 

 

 

ⅲ キッチン、サービスルーム    

 

都市部のアパートメントのキッチンは、2-5 坪程度しかないが、一戸建てになると 5-10 坪

くらいあり、大きいサイズで広々としている。中には、キッチンの中央に調理用の備え付

けテーブルが置いてあり、多人数のディナー、パーティにも対応できる。こういう家では

収納もかなりゆとりがある。キッチンとは別に、支払い、小さい家事などを行うサービス･

ルームがある家もある。もの入れがセットのテーブル (Project Table)、高めのいす

（Barstool）、食器棚と整理棚を組み合わせた Modular Wall Suite をおく住居もある。 

 

多くのアメリカ人は、キッチンを閉塞感のある場所にはせずに、家族とのコミュニケーシ

ョンができるようにオープンキッチンにするのが多い。キッチンの中は全て統一された素

材（木材やスティール）を使いよい雰囲気を出している。家具・アイテムはアート的な料

理関連のものやかごを置くことがある。 

 

ⅳ バスルーム 

 

バスルーム（トイレと浴室）は、大抵ベッド･ルームに併設されている。マスター･ベッド

ルームには、必ずバスルームがついているが、子供部屋などには二つのベッドルームで一

つのバスルームの場合が多い。バスルームをエレガントな雰囲気にしたい人は多く、キャ

ンドルや小さな置物などアクセントを置く。シンク付キャビネット（Sink Console）で、

良い雰囲気を出している住居もある。 

 

ⅴ ベッドルーム    
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この部屋には、ベッド（Bed）、ベッドサイド・テーブル（Bedside Table, Chest）、引き出

しつきの整理ダンス（Drawer File Pedestal）、ドレッサー(Dresser)、バスケット（Basket）

一人用ソファ（Arm Chair）、デスク（Desk) などの家具がある。天蓋の付いたベッド

（Canopy Bed) を使う住居もある。ベッドの種類は、Twin, Full, Queen, King の 4 種類。 

 

広さは家によって大きく違うが、最低 5 坪くらいから 10 坪くらいが多い。洋服を収納する

Walk-in クローゼットが併設されている家が多い。クッション、ひざ掛け、かご、アロマオ

イルを置いたりする。壁には、絵画、ポスターの入った額などを飾る。 

 

ⅵ キッズ･ルーム 

 

子供部屋には、ベッド（Bed）、机（Desk）、本棚（Book Case）などが置いてある。それ以

外の家具はあまりおかない。 

 

ⅶ 書斎(Den) 

 

書斎が一部屋になっているうちもあれば、リビングのコーナーが書斎スペースになってい

る場合もある。デスク（Desk）、イス（Chair)、回転イス（Swivel Chair）、書類引き出し

(Drawer File Cabinet)、本棚(Book Case)、 一人用ソファ（Arm Chair）小テーブル（Accent 

Table) などがある。デスク、本棚などの組み合わせの Full Office Suite もある。 

 

ⅷ ランドリールーム 

 

この部屋には、普通洗濯機（Washing Machine）と乾燥機（Drier）が置いてあり、洗剤、

雑貨などを収納する棚がある。家具は置かない。 

 

ⅸ ガレージ 

 

ガレージは、自動車のみを置くスペースではなく、大工道具、ガーデニング用品を置くス

ペースでもある。家具は作業台以外置かない。 

 

ⅹ ストーレッジ(収納スペース) 

 

地下にストーレッジがあったり、天井裏がストーレッジになっていたり、庭に別棟として

物置があったりする。都会のアパートでは、別にストーレッジを借りることもある。家具

は置かない。 
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2 アメリカの社会 

 

 

日本企業にとって、アメリカ市場は魅力的な市場か、開拓しやすい市場かそしてどういう

課題があるのかをここでまとめておく。アメリカ市場を理解するために、その背景である

アメリカの社会全体についての概要を説明する。 

 

① 豊かな人口              

アメリカは、消費規模的には「世界一の市場」である。その市場の拡大は、毎年の人口の

増加によって明らかで、現在約３億人の人口を誇る。1967 年に 2 億人突破しているので、

40 年で 1 億人増えたことになる。これは、アメリカの「移民政策」と「高い出生率」によ

るものであり、人口は現在毎日 8000 人づつ増えている計算になり衰える傾向は無い。人口

が初めて１億人を超えたのは 1915 年で、その頃の日本の人口は 4500 万人程度であった。2
年前に 3 億人を突破し、４億人に達するのは 2043 年ごろとみられている。市場規模、購買

力においては、アメリカの市場が世界一である地位は揺るぎないばかりでなく、さらに市

場規模 2 位の日本を毎年引き離している。アメリカの経済的エネルギーは、この人口増加

から生み出されたものであり、アメリカの安定的な市場性の基礎になっている。 

 

② 多人種社会の生み出すエネルギー 

 

アメリカは「人種のるつぼ（Melting Pot）」とよく言われる。「サラダ･ボール（Salad Bowl）」

とも言われている。サラダのように混ぜてもそれぞれの野菜は変わらないように、人種が

混ざっても各人種は独自の文化を維持し続けて変わらないという意味だ。それほど「人種」

という要素が登場するのが、他の国に比べてアメリカ社会の大きな特徴である。アメリカ

の現在の人口構成は下記の通りである。 

ⅰ 人種構成 

2005 年に発表された人口統計によると、 

・ 白人 67.9％ 

・ アフリカ系アメリカ人  13.3％ 

 ・ アジア系  4.8％ 

・ その他の人種（主にヒスパニック）  14.5％ 

 

ⅱ 多文化による社会      

 

白人の人種構成比率は約 70％であるが、その中には英国、ドイツ北欧のラテン系、東ヨー

ロッパのスラブ系が混在している。また、ユダヤ系アメリカ人も多く、ユダヤ系もいくつ
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かに分かれる。このように様々な文化、習慣が共生しており、アメリカの社会はこの人口

構成＝「多文化による社会構成」という要素抜きには語れない。そこには、ヨーロッパか

ら移民してきた白人社会の文化が主流を形成したというよりも、白人文化を軸にいろいろ

な文化が集結し、お互い影響を与え合い、まったく新しい開放感にあふれた｢アメリカ文化｣

が生まれてきたといってよいだろう。それは、日本やヨーロッパの伝統的文化とは明確に

違い、いろいろな人種、国の文化が混合して、古い因習、伝統が削られて、現代にあった

合理的な文化として集約されたのである。この流れは、商品の「デザインの世界」にも大

きく影響している。 

 

③ アメリカの文化 

 

｢アメリカ文化/様式｣は、TV やハリウッド映画、メデ

ィアを通して世界中に広まって行った。昔から、「流

行はヨーロッパ、アメリカに洗練された流行はない」

と言われ続けてきたが、今ではどうだろうか。アメ

リカの T シャツ、ジーンズを中心にした「アメリカ

ン･カジュアル」が世界中に広まっていった。アメリ

カのただの労働着だったジーンズが、多くの国で

様々なかたちに加工され、着こなされ、次第に「フ

ァッション」にまで高められていったのは、多文化による「感性のシンプル化」によると

ころが多い。建築や家具でも同じことが言え、ライフスタイル全体がそのような傾向にあ

る。ファッション業界でも、現在の主流は｢アメリカ｣と言っても過言ではない。トム･フォ

ードなどアメリカ人デザイナーが大活躍している。「シンプル」が、人種の多いアメリカ社

会の根幹を成すトレンドなのである。アメリカの現代文化は、明らかに古き良き昔のアイ

ビー文化とは異なっている。その大きな変化は、長い歴史の中で次第に形成されてきたの

ではなく、この 50 年ほどの間に急速に構築されてきた「新文化」である。大きな人口を基

盤に、たくましい経済成長と文化の変化こそがアメリカの持つ「力強いエネルギー」と言

える。 

 

アメリカ市場を考察する時、この独特の文化圏の特徴を抑えておかねばならない。アメリ

カ市場で家具製品のビジネスを行なうためには、この点を踏まえておかなくては的確なデ

ザインを持つ商品の供給は行なえない。 

 

 

3 アメリカ市場の魅力 

 

 

① 海外市場への販売 

 

ⅰ 海外のビジネスマンたち 
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筆者はこれまでアメリカの展示会で販売活動を行ってきた時に、世界中から集まった多く

の中小企業のビジネスマンと会うことができた。英国、フランス、イタリア、ドイツ、ス

ペイン、中国、香港、台湾、韓国、ブラジル、メキシコ、オーストラリアなどからくる企

業が、アメリカ市場で販売活動を行っている。彼らはアメリカ市場だけではなく、ヨーロ

ッパやアジアなどの展示会にも出展している。話を聞くと、自国だけでビジネスを行って

いる企業は一社もいない。自国市場だけでは充分な売り上げができないので、世界中に販

路を求めている。その結果、彼らの国際ビジネスへの対応は早い。海外からアメリカ市場

に商品を販売するという｢条件｣は、彼らと日本企業は同じである。家具市場を見る限り、

外国企業のほうが日本企業よりもアメリカ市場により多く入っている。 

 

ⅱ 日本企業の海外戦略 

 

日本の中小企業の多くは、海外市場に商品を販売していないのが現実である。日本市場の

みでなく販売テリトリーが増えて行けば、それに比例し

て売上げも大きくなる。自国の市場の景気が悪ければ、

他国の市場で売上げを確保し、売上げのバランスをとる

ことができる。世界中の中小企業はそのようにやってい

るのである。日本国内では大手企業による寡占化が進み、

さらに海外から日本に向けて低価格の商品が流れ込ん

で市場環境はデフレ傾向が進み、中小企業にとってます

ます難しい状況になるばかりである。したがって、今や

日本企業は自国市場だけではなく海外市場に販路を広

げる必要がある。すでに MUST の状況である。そうしなければ、企業の未来に「飛躍」の

二文字はないといっても過言ではない。そういう意味において、世界最大の市場であるア

メリカ市場は日本企業にとって身近で最も魅力のある市場である。なぜ、｢魅力的｣か、次

にその背景を説明する。 

 

② オープンな市場             

 

ビジネスを行うには、外国企業にとっても市場がオープンでなければ販売はできない。規

制が厳しかったら、地元の企業には勝てないからである。外国企業でも流通、回収の業務

が可能で、現地法人設立が容易でなければ発展的なビジネスにならない。アメリカ市場は、

外国企業であっても、「ビジネスはやりやすい環境」になっている。日本を含め、世界中で

もこのように「外国企業にオープンな市場」は見当たらない。展示会には自由に参加でき、

販売活動は何も制限されない。アメリカに登録された企業を拠点にすれば、流通、回収も

容易にできる。外国企業であっても、アメリカ企業と同じようにビジネスができる。バイ

ヤーも販売体制がきちんと整ってさえいれば、外国企業から商品を仕入れることにはあま

り抵抗がないのである。 

 

③ 確立しているビジネスのシステム 

 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.　 本レポートの無断転載を禁ずる。 16



 

アメリカのビジネスの体制は確立しており、外国企業でも活用できる。下記に挙げる項目

の詳細は後述するが、ここでは簡単にあらましだけを説明する。 

 

ⅰ 展示会システム 

 

ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルスは当然だが、

アメリカの主要都市には、必ず展示会がある。大部

分の商品カテゴリーにあった展示会が全国的に網羅

されている。そのうち全米で最も大きなメインの展

示会に出展することもできるし、全米にきめ細かく

販売網を形成するために、地方の展示会に出展する

こともできる。例えば、家具の展示会では、ニュー

ヨーク・ギフト・ショーおよびシカゴ･ホーム･ショ

ーが最も大きいが、ギフト展は、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シアトル、ダラス、

アトランタ、ボストン、ラスベガスなどでも日程をずらして行われている。他のカテゴリ

ーでもそうだが、NYの展示会の出展料が4000ドル/小間くらいとすると、地方の展示会は、

2000-3000 ドル程度である。出展の申し込みや什器の手配などはショー･マニュアルどおり

に行なえばさほど難しくはない。サンプルをブースにもって行くのも、展示会主催者の指

示にさえ従えば、注意を怠らない限り問題なく行なえる。展示会では専門店が注文をドン

ドン入れていき、大手店舗のバイヤーも、展示会の中で新しい商品を探す。つまり、アメ

リカ企業と対等に競争できる環境がある。 

 

ⅱ 流通        

 

エージェントなどアメリカ国内に拠点さえ設ければ、そこから全米の小売店または消費者

に商品を配送するのは簡単に行える。代表的な方法は、UPS 社のトラックで配送する方法

である。アメリカの国内送料は、距離から考えるとさほど高いとは言えない。例えば、ロ

サンゼルスとニューヨークは、飛行機でも６時間かかる距離があるが、5KG 程度の箱を送

るには、5 日間かかる陸送トラック便で約 10 ドル程度である。国内送料は買い手つまり小

売店負担、消費者負担というのが一般的である。 

 

ⅲ 信用調査 

 

顧客の信用調査を行うのには、代表的な方法に Dan’s & Brad Street 社による信用調査レポ

ートの購入である。これも、3 ページ程度のレポートであれば、1 件 20 ドルくらいである。

ただし、会員契約しなければならない。ファクタリング企業でも信用調査が出来る。その

他信用調査の方法はいくつかあるがいずれにせよ簡単に行なわれるので、信用調査体制さ

え準備すれば「販売してしまったが、代金回収が出来ない」ということはほとんどない。

アメリカでは、信用ランクの高い企業、低い企業がはっきりしている。 

 

ⅳ 回収 
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回収体制もファクタリング会社が信用調査の評価および代金の保証を行ってくれるので、

海外企業にとっては大変便利である。ヨーロッパ市場ではこのような回収システムが整っ

ておらず、日本と同じような信用販売が中心である。そのため、日本企業がヨーロッパ市

場に商品を販売するためには、支払条件を厳しく行わなければならず、ビジネスが前進し

にくいが、アメリカでは回収体制は完璧に整備されているのでビジネスの取り組みが容易

になのである。 

 

このように、アメリカ市場では、外国企業が直面するビジネスの要素は整備されているの

で、きちんとした情報さえ持っていれば、大きなトラブルに直面することなくビジネスを

行なえる。端的にいえば、｢アメリカ市場でのビジネスは容易｣なのである。しかし、時折、

「アメリカは難しい。価格の市場だ｣という話を聞く。それは、商品がアメリカ市場に合っ

ていなくて、売れなかった体験者の｢言い訳｣である。アメリカの消費者に喜ばれる商品で

あれば市場自体は歓迎する。ただし、市場に適正な商品、販売の準備、回収体制の整備な

どきちんとした体制は必要である。 

 

④ 充実している日系企業 

 

ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市では日本企業のビジネスを日本語によってサポ

ートしてくれる日系企業が充実している。アメリカ市場の特徴である。例えば、弁護士、

会計事務所、コンサルタントなどのほか、運送会社、不動産会社、通訳会社、スタッフ派

遣会社、電話通信企業、印刷会社、コンピューター･サービス･･･など、日本にあるサービ

スは大体あるといって良い。これらは、新しい市場に慣れていない日本企業にとっては大

変役に立つ。それらの情報が網羅している日系のコミュニティ紙、情報誌の出版も活発で

あり、それらの情報は日系書店ですぐに入手できる。 

 

⑤ 日本商品に対する需要             

 

アメリカ消費者の「日本製品に対するイメージ」は大変良い。自動車、カメラ、コンピュ

ーター、音響、ゲームなど生活を豊かにする製品の多くは日本製品である。人々が欲しが

る商品のほとんどが｢日本製品｣と言って過言ではないだろう。Made In Japan の「生産国

表示」は、Made in USA, Made in Germany に勝るとも务ることはない。しかしながら、

品質がよいだけで、または日本製というだけで人々が商品を買うということではない。商

品内容を評価できて、その商品を気に入るかどうかである。そして、それがアメリカの生

活を豊かにするかどうかである。アメリカの 2008 年以降の景気後退の中で、日本商品はむ

しろ注目されている。2009 年 5 月の家具の展示会 ICFF 展あるいは NY ギフト展（1 月、8

月）の日本パビリオンは、多くのバイヤーでにぎわい、各ブースで大変良いビジネスが展

開された。それは、アメリカのバイヤーたちは、不景気の時期には、｢他店の扱っていない、

目新しい商品を探す｣からである。 

 

⑥ アメリカで販路を広げている日本企業   
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ジェトロの主催する NY ギフト展（1 月、8 月）日本パビリオンには、日本企業 10 社以上

が毎回参加している。日本の出展者がアメリカ市場でしっかり販路を広げているのである。

その他にも、独自でアメリカ市場でしっかりとしたビジネスをしている日本の中小企業が

年々増えている。社名や詳しいビジネス情報をここに載せることはできないがいくつかの

会社のビジネスの概要を紹介する。 

 

ⅰ A 社（タオル製品） 

 

販売開始して 3 年程度になるが、すでに販売先は 1000 社を超えたそうである。今後、追加

注文を促進させる営業方針を課題としている。すでに、西海岸に現地法人も設立した。ア

メリカのディストリビューターへの販売も行っている。ユニークなデザイン、目を見張る

プレゼンテーションが多くのバイヤーを集める。 

 

ⅱ B 社（ファッション） 

 

専門店取引を数多くこなし、現在、大手チェーン店との取り

組みが広がっており、アメリカの景気後退以降がむしろ売上

げが増加しているという。バイヤーが高くてもよいものを求

め始めているからである。展示会前から顧客と連絡をとり、

日本式きめ細かいセールで顧客を拡大している。展示会受注

も 1 回の展示会で 30 万ドルを超えているという。 

 

ⅲ C 社（日用品）  

 

商品の特徴からか、小さな専門店よりも、大手中堅チェー

ン店からの引き合いが多く、初年度から、100 店規模のチ

ェーン店とコンテナ単位の内容のある取引を行っている。

最近、1000 店規模の大手チェーン店との取引が始まった。

専門店をもっと増やしたいと言う。 

 

ⅳ D 社（雑貨小物）   

      

2009 年８月の NY ギフト展に初参加で 50 社からの注文が入り、展示会後も取引申し込み

が増えている。今後のアメリカ市場の展開に大きな夢を持っている。商品は、和風な雑貨

小物である。 

 

ⅴ E 社（雑貨/バッグ） 

 

これまで 5 回出展し、すでに 200 店以上の取引先ができている。ようやく先が見えてきた

という。これからチェーン店、デパートに対する営業を始める。 
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ⅵ F 社（ステーショナリー）     

 

NY ギフト展を中心に営業活動を行っており、これまでに 200 社以上の取引先ができた。さ

らに、ディストリビューターからの大きな注文も入り始めている。担当者は「アメリカ市

場はヨーロッパと違って注文が早い。ビジネスの継続性が高く、展示会でもリピーターが

多い」と言う。 

 

その他、多くの日本企業がアメリカ市場を目指している。上記の会社は、「ビジネスがうま

く行っている会社」であるが、中には「うまく行っていない会社」ももちろん存在する。

その違いはどこにあるのだろうか。この点は非常に重要である。市場開拓がうまく行って

いないのは、「市場調査が充分でない」のが共通した原因である。「市場調査はなぜ必要か」

「市場調査をどうやってやればよいか」については前章で説明した。スタート時点を簡略

にするとルートに乗るまで遠回りすることになる。そういう会社が少なくないのが実態で

ある。マーケティングを確立してから行動を起こさねばならない。 

 

 

4 アメリカ市場と日本市場の相違 

 

 

様々な点でアメリカと日本とは異なる。その違いを整理してみると｢アメリカ市場の実

像｣が見えてくる。 

 

① 日本とアメリカの構造的相違 

 

・ アメリカは「300 年の歴史」、日本は「2000 年以上の歴史」がある。 

・ アメリカは「多様化社会」、日本は「均質的社会」である。 

・ アメリカは「広大な国土」、日本は「狭い国土」。25 倍の差がある。 

・ アメリカの人口は「3 億人」、日本は「1.3 億人」である。2 倍以上の差がある 

・ アメリカの「出生率」は千人あたり 14.14 人、日本は 9.47 人である。 

・ アメリカは「資源大国」、日本は「資源小国」である。 

・ アメリカは「個人優先的価値観」をもち、日本は「集団優先的価値観」を持つ。 

 

② 日本の国際主義 

 

このようにアメリカと日本は大きく違う歴史、環境を持っている。日本の企業はこうし

た大きな違いを克服して、アメリカ市場に溶け込んでいけるだろうか。実は、歴史的に

見ても日本ほど海外文化を吸収してきた国家は少ない。中国、韓国、インドの文化を吸

収して独自の「日本文化」が形成された。日本人は海外の文化を取り入れるのが上手な

民族であることは歴史的な事実である。実際、アメリカの多くの文化が戦後日本に抵抗

なく入り定着した。ファッションの世界はもとより、食の世界でも、多くの海外の食事
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が日本風に姿を変えて定着した。また、日本からの輸出の歴史を遡れば、日用品や繊維

製品はかつて海外輸出が盛んに行なわれていたのである。 

 

他国と比べ、残念ながら多くの日本企業は、海外販売の経験や情報、ノウハウを持って

いない。しかし、日本に海外ビジネスの情報が蓄積していき、海外で成功する会社も増

えていくにしたがって、日本企業が海外市場に慣れる時代はさほど遠くはない。｢島国

だから国際化は困難｣ということではないことは歴史が証明している。 

 

 

③ アメリカこそ日本企業のターゲット     

 

アメリカに外国人が住むためには適正なビザが

必要であり、その取得は容易ではない。しかし、

アメリカほど海外企業に市場をオープンにして

いる国はない。海外の企業がアメリカ市場でビ

ジネスを行うことは容易である。展示会に出展

する、事務所を借りる、人を採用する、法人を

設立する、いずれも他国と比べ容易であると言

えよう。費用も日本ほど掛からない。市場自体

が｢起業家｣や｢海外の企業｣に対して寛大なのである。商品さえよければ、小さな会社が

大手市場に商品を売ることさえ可能である。日本企業に力が不足していればそれを補う

ビジネスもたくさんある。そして、マーケットは広大である。｢アメリカン･ドリーム｣

は、決して過去の伝説ではなく現在でも存在している。アメリカ市場は、まさしく日本

企業にとって理想的な販売ターゲットである。 

 

 

5 アメリカのバリア 

 

① 言葉のバリア      

 

「アメリカ市場はバリア（壁）がある」と言う人

がいる。その意見は、「言葉の壁」と「ビジネスの

壁」の両方を言っているのかもしれない。確かに、

アメリカでは英語で商談をしなければならないが、

それは、通訳を介すれば解決できる問題である。アメリカ国内で英語通訳を雇用すること

も容易であるし、日本国内にも英語のできる人は数多くいる。さらに、日本企業の中にも

英語のできる素質、基礎を持っている人材はたくさんいる。最初は、通訳でカバーしても

らいながら、経験を積んでいけば商談に使うビジネス英語は決して難しくはない。英語で

論争するのでもなければ、哲学を語り合うのでもなく、商品サンプルを前にして商品の説

明、取引条件の交渉だけなので、使う会話は非常に限られている。言葉の壁は決して高く

はないのである。ビジネスの壁にしても、前項に述べたとおり、商習慣の違いは色々ある
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がアメリカの方がむしろビジネスがやりやすい環境である。 

 

資料参照：「ブースで使う英会話」 

 

② 情報のバリア 

 

「情報の壁」も決して高いとは思えない。アメリカは日本のように｢灰色の部分｣がなく、

情報さえ持っていれば明解で分かりやすい。ジェトロで作成したビジネス・レポートは、

日用品に関しては、本レポートを含めてかなり多くのビジネス情報の内容が網羅されてい

る。ジェトロの情報だけでも充分にビジネスは可能である。その情報をベースとして、自

社の市場調査を行なうことで情報収集は充分である。 

 

③ 内面的バリア 

 

アメリカに「バリア」があるとすれば、それは日本

人が持っている「国際的な付き合いは苦手」という

内面的な壁ではないか。それがあったとしても、そ

れは単に未知の世界に対する不安だけである。これ

は経験を積んでいけば、簡単に乗り越えられる。つ

まり、商品が売れてくれば、大体市場の感じをつか

み自信がついてくる。売上げが伸びることで、「海外

取引は苦手」という意識は消え、むしろ「国際ビジネスの面白さ」が出てくる。ビジネス

の世界では、｢売れる｣ことがこうした幻想の壁を溶解してくれる。馴れてさえいけば、ア

メリカ市場において、日本企業の前に「バリア」はない。日本人の仕事に対する姿勢、会

社のチームワーク、企画・営業に対する努力、そして製品のデザイン、品質･･･どの要素を

見ても日本企業はその優秀さをアメリカ市場で充分に発揮できるのである。 

 

 

6 アメリカの商圏  

 

① 全体の商圏 

 

アメリカの商圏を地域別に整理すると、おおよそ次ぎのようにまとめることができる。全

米の「商圏リスト」を参考にされたい。 

 

ニューヨーク地区    2192 万人    東部 

ＬＡ地区        1754 万人  西部 

シカゴ地区       928 万人  北部 

ＳＦ地区        753 万人  西部 

フィラデルフィア地区  575 万人  東部 

ダラス地区       558 万人  南部 
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マイアミ地区      523 万人  東部 

ヒューストン地区    518 万人  南部 

ワシントン地区     479 万人  東部 

アトランタ地区     470 万人  南部 

 

これで見ても分かる通り、アメリカの主要な商圏は、東海岸、西海岸に密集している。市

場開拓は東海岸、西海岸、北部、南部という順に立てていくとよいだろう。ビジネス・ト

レンドの流れも、東海岸から西海岸そして全米に広がっていく。ニューヨークという市場

は、他のアメリカには無い特殊な市場であるが、ここから多くの商品が生まれて全米に広

がる。しかしながら、NY に偏向せずアメリカ全体のライフスタイルを軸に考えておかない

と方向を誤る。日本人の認識として、ニューヨーク＝アメリカと考える傾向にあるがそれ

では一面的である。 

 

上記の理由から、販売拠点をニューヨークに置き、展示会出展を NY およびシカゴ（西か

らもアクセスが容易）というのは理にかなっている。この資料の中にある 100 都市が主要

なマーケットであり、重点的なセールスの対象にする。これらの都市に最低一店ずつの取

引先を作っていくのが最初の目標になる。 

 

参照: 資料 ｢アメリカの商圏｣ 

 

② 重要な商圏 

 

ⅰ ニューヨークと東海岸の商圏 

 

ニューヨークは、世界でも珍しいユニーク（唯一無二）な都市である。多くの情報が集ま

り、世界に発信されていく。金融のみならず、多くのカテゴリーにとって重要な都市であ

り、多くの人が世界から集まる。展示会を行なっていても、アメリカのバイヤーばかりで

はなく、カナダ、中南米、南米、ヨーロッパ、オーストリア、アジアから多くのバイヤー

が集まる。彼らは、展示会で商品を見るだけではなく、ニューヨークの店舗を訪問して「何

か新しいもの」を仕事にヒントにしようとする。したがって、真冬の厳しい寒さの中でも、

人が溢れかえっている。ニューヨークの展示会で成功すれば、世界中で取引先が増えて行

くということは充分ありうる。ニューヨークで仕事をする人も多く、一年中活気のある都

市である。ボストン、フィラデルフィア、コネチカットなどもニューヨークから 2 時間圏

内の地域で、優良な商業圏になっている。 

 

ⅱ ロサンゼルスと西海岸 

 

ビジネスの拠点がニューヨークに集中しているので、ロサンゼルスはそれほど活気は無い。

むしろ、リタイヤをした裕福な人々が暖かいカリフォルニアに住みたがるので、消費力は

大きい。西海岸全体としては優良な商業圏である。 
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7 アメリカのトレンド（Trend） 

 

 

① アメリカのトレンドと日本のトレンド    

 

日本には、日本の文化、歴史、自然を背景にした「日本の色」というものがあり、同じよ

うにアメリカでも「アメリカの色」というものがある。加えて、その年の「流行」（Trend)

というものがあるので、それを無視して「アメリカはこういう色、デザインがいい」と一

概に言うことはできない。アメリカの住居は流行があるものの、それほど変わるわけでは

ないので、住居にあった家具商品のデザイン、形状、仕様というのはある程度明確にはな

る。 

 

このアメリカ独特の傾向を全く無視して、「当社のデ

ザイン、色はこれで行く」というのは危険な賭けに

なってしまう。アメリカのトレンドに合わせてみて、

違和感がないのであれば問題ないが、大きく違和感

があればアメリカ市場にあわせたデザイン、色の調

整というものが必要になってくる。ただ、忘れては

ならないのは、アメリカのデザインにベッタリ合わ

せるということでは決してない。それでは、アメリ

カにある普及品と同じになり、商品価値がなくなってしまう。自社の独自のデザインとア

メリカのトレンドの微妙なバランスの感覚が必要になるということである。 

 

アメリカは多くの人種による「多様化した社会」という認識が日本の中にあるのが大きな

落とし穴である。多様化しているのだから、日本的なデザインも好む人がいるだろうと甘

く見てはマーケティングを誤る。むしろ、多様化しているからこそ、社会は｢共通言語たる

トレンド｣を求めるのかもしれない。アメリカは日本以上にトレンドに敏感な市場である。 

 

ⅰ エコ･フレンドリー（Eco Friendly） 

 

日本から見るとだいぶ遅いのだろうが、現在（2010 年）、アメリカ全体が Eco ブームにな

っている。環境保護という認識は日本に比べてまだまだ浅いのであるが、「中国食品は安全

ではない」「中国製品はすぐ壊れる」という中国製品への不安から始まって、｢安全な食品

を食べたい｣「安全なものを生活に取り入れたい」「環境に配慮すべきだ」という認識が、

オーガニック食品、ナチュラル製品への憧れ、環境を大切にというような意識の変化が現

在起こっている。Eco と商品についていると、メディアも取り上げたがる。その変化の波は

小売店にも伝達され、ナチュラル製品、オーガニック商品、環境保護商品、Eco Friendly

商品へとバイヤーの関心は移っている。家具商品の場合、この流れをどのように受け止め

るか研究する必要はある。 
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ⅱ 美容志向 

 

TV 番組に「スワン」というのがあるが、「普通の女の子」が、ヘヤースタイリスト、メイ

キャップのプロ、ファッション・コーディネイターの力で「美しい女性に変身」という内

容であるが、その人気に表れているように女性の間に「美容志向」が高まっている。ネイ

ルショップは常に人であふれ、有名ビューティサロン、スパは大人気である。中には、自

然化粧品を使ったナチュラル志向の店も人気上昇している。 

 

 

ⅲ ブランド志向     

 

アメリカの好景気を背景に、高級品がよく売れてきた。景気後退になり、売上げは落とし

ているものの有力デパートの高級品売り場は相変わらず買い物客で溢れている。特に、高

級バッグの人気は高く、デパートのルイ･ヴィトン、グッチ、シャネル、フェンディ、プラ

ダなどは常に多くのファンを集めている。高級靴も大変な人気で、トリーバーチ、シャネ

ル、グッチ、プラダには順番待ちの人で列をなしている。洋服ではリッチなカジュアルに

人気があり、アリス＆オリビア、ダイアン・バーンステハンバーグ、セオリ、フェルムト・

ラング、アレクサンダー・ワン、バーバリーなどが人気ブランドであろう。アメリカ人の

ブランド志向はこの数年で火がついた感じで、いまだ下火にはなっていない。その影響で、

家具、日用品もブランド的なプレゼンテーションが求められている。 

 

ⅳ ゴージャス志向 

 

アメリカの金融バブルが崩壊した以降、一点豪華主義へ走る人も多く、高級ジュエリーが

トレンドになり売れている。室内、店舗装飾も豪華なシャンデリアが流行となり、エレガ

ントさが求められている。 

 

 

② カラー･トレンド 

 

2010 年、2011 年の流行色はなにか？これは、製品

をデザインするあらゆる産業に共通の企画テーマ

である。色の流行は、製品の購買に決め手になる

ことは衆知の通りで、アメリカ市場に販売する日

本製品を扱っている日本企業もむろん無関係ではない。例えば、ピンクが流行している時

は、いかなる商品でもピンクの商品、または一部ピンクを使った商品の動きは早い。商品

構成上重要な要素である。アメリカ人は、日本人以上にトレンド･カラーに敏感である。ア

メリカのバイヤーの中には、｢今年は WWD 紙が次のシーズンの流行食は○○色と発表した

のでそれについていく｣という人もかなり多い。つまり、方程式的に仕入れを行なうのであ

る。したがって、商品は取り立てて新しくなくともトレンドカラーを強く打ち出している

ブースには、多くの人が入っていく。 
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色の選択は企業にとって、最も「難しい課題」である。根拠が明確ではないからだ。そこ

で、製品のとって重要なファクターである「色」をはずさないために、多くの会社、デザ

イナーは、企画会社から高額のトレンド情報を購入する。流行色協会の資料を集めるなど

して「はずさない」努力をする。一つには、世界のトレンドを牽引するヨーロッパのトレ

ンドの研究はヒントになる。パリのプルミエールビジョン（素材の展示会）の流行色情報

なども研究するとよい。その情報を、いきなり採用するということではなく、家具の・デ

ザイン、カタログ、パッケージなどを製作する時の参考情報として使うとよいだろう。多

くのアメリカ企業はこれらの色を何らかの形で取り入れていく。｢違和感｣のあるパッケー

ジや宣伝ツールを作ってしまわないように｢アメリカの色｣を研究する。それがアメリカ市

場では重要なのである。 

 

8 アメリカのメディア 

 

アメリカのメディア（特に雑誌）から出されている情報誌は、日本のようにきめ細かく揃

ってはいない。しかし、アメリカの家具製品、ホーム製品に関する情報は、やはりホーム

関係の雑誌で得ることができる。アメリカの家具を知るにも役に立つが、日本企業の広告

を出す時にも参考になるだろう。 

 

展示会には、メディアのレポーターが情報を求めて集まっている。日本の製品はアメリカ

では目新しさがあるので、展示会中でも展示会後にも「サンプルを借りて撮影したい」「商

品の情報を欲しい」というようなリクエストがたくさん入ってくる。雑誌や新聞に取り上

げられると、消費者からの問い合わせ、地方の店舗からの問い合わせが来てビジネスに役

に立つことが多い。展示会に、プレス･キット（Press Kit）を用意して、ラインシート、カ

タログ、会社インフォメーション、写真データの CD などを入れておけばその場で資料を

レポーターに渡すことが出来る。展示会によっては、プレス･ルームがあり、プレスキット

を置けるラックが用意されている。 

 

参照：「アメリカの家具雑誌一覧」 
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タイトル 出版社名 Content URL 広告 NOTE

1 MIAMI HOME&DÉCOR
FLORIDA DESIGN

Magazine

ほとんど文章は無い。ページいっぱいにイン
テリアの写真が一枚の写真で掲載されてい
る。かなり広い豪邸に、モダンな家具が置か
れたインテリアコーディネートが多い。

www.floridadesign.com

ページのほとんどが広告で占められて
いる。広告の種類は、家具、ホームシア
ター、アートなどの商品から、デザイン
事務所、建築事務所などのソフト業界
まで様々。かなり高価なものばかりが
紹介されている。相当細かく広告の
ルールが定められているようで、フォー
マットがどの企業も似通っている。

富裕層むけ

2
THE WORLD OF

INTERIOES
CondéNet.UK ltd

ナチュラルで素朴な家具に原色カラフルな
クッションが配置してあったり、椅子、壁紙、
キッチン用具までトータルコーディネートされ
た台所など、感性の高いヨーロッパインテリア
が多く紹介されている。

www.worldofinteriors.co.uk

広告ページ数は多くはない。デザイ
ナーズ家具の広告から、壁紙、ドアノ
ブ、デザイン事務所などの広告も掲載
されている。クオリティーの高い商品が
多く掲載され、雑誌全体の洗練された
印象を損ねていない。

女性向け

3 HOUSE BEAUTIFUL
Hearst

Communications Inc.

ナチュラルやモダンから、シック、ポップまで
幅広くインテリアの提案がされている。どの
ページも、すっきりとしていて万人受けするよ
うなコーディネートである。インテリアの写真
の脇に、実際にそのデザインを担当したイン
テリアデザイナーと雑誌記者の対談などをが
載っていて、他の雑誌に比べ情報量が多く、
インテリアの知識なども得られる。比較的若
いハウスホルダー向けの雑誌である。

www.hearst.com

デパート、インスタントコーヒー、インス
タントフード、テレビなど様々あるが、ほ
とんどが生活雑貨の広告。インテリア
商品の広告はほとんど無い。

女性向け

4 FLORIDA DESIGN
FLORIDA DESIGN

Magazine

掲載されているインテリアは、モダンで若干
オールドファッションなものが多い。大理石や
豪華なシャンデリアなどが多く登場する。比
較的年齢が高い富裕層、もしくはインテリア
の知識があるプロ向けの雑誌である。

www.floridadesign.com

ページのほとんどが広告で占められて
いる。ドアノブ、シャンデリア、システム
キッチンなどのハウスウエアや、インテ
リアデザイン事務所など。モダンで重厚
間のあるデザイン、若しくはかなりデコ
ラティブで特徴のあるデザインの商品
が多い。

富裕層むけ

アメリカの家具雑誌一覧
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タイトル 出版社名 Content URL 広告 NOTE

アメリカの家具雑誌一覧

5
ELLE DECORATION

CHIC&SEXY
Hachette Fillipacchi

Media U.S., Inc,

都会的でコンテンポラリーなインテリアが紹
介されている。スタイリッシュでシンプルなデ
ザインの家具が多く、ページに登場する部屋
は、高層ビルの一室であったりと、都会のア
パートを思わせる間取りが多い。購買者層
は、比較的金銭に余裕のある40代以上。

www.pointclickhome.com

化粧品、香水、照明、暖炉、車、掃除機
など様々あるが、生活必需品というより
は、嗜好品に近いハイクオリティー商品
の広告が目立つ。特にこの雑誌では暖
炉の広告掲載量が多い。インテリアの
商品の広告はさほど多くない。

男性/女性

6
ELLE DECORATION

UK EDITION
Hachette Filipacchi

UK Ltd

落ち着いたハイエンド系コンテンポラリーイン
テリア。アンティーク家具とコンテンポラリー
家具が上手くミックスされたコーディネートが
多い。ZEN（禅）が比較的大きく取り上げられ
ていて、日本と中国がミックスされたインテリ
アが数ページに渡って掲載されている。購買
者層は30代以上の男女。

www.pointclickhome.com

キッチン用具、ベッド、ソファーなどの家
具、シンクやシステムキッチン、時計な
ど。女性向けの雑誌に多い、化粧品や
香水などの広告は掲載されていない。

男性/女性

7 ELLE DÉCOR
Hachette Fillipacchi

Media U.S., Inc,

吹き抜けのあるゆったりとした空間に、キン
グサイズのベッドや、大きなソファーが置か
れていたり、窓越しに森が見えたりと、都会に
はみられない大きな一軒家が多く登場する。
コンテンポラリーでスタイリッシュなインテリア
デザインだが、都会から離れた、比較的自然
の豊かなエリアに住む40代男女がターゲッ
ト。

www.pointclickhome.com

ベッド、ソファーなどの家具から、システ
ムキッチン、ルームランナー、バスウエ
アなど。IKEAの広告がキッチン、ベッド
と分かれて掲載されている。

女性向け

8
ELLE DÉCOR

BEAUTIFUL BEDDING
Hachette Fillipacchi

Media U.S., Inc,

ページのほとんどが広告で占められている。
部屋全体のトータルコーディネートが掲載さ
れたページは少なく、ほとんどがひとつの家
具に焦点を当てて紹介されている。購買者層
は30代以上の女性。

www.pointclickhome.com

家具やインテリア商品から、化粧品、時
計、デパートまで幅広い。他の雑誌に
は見られない、ジュエリーや婦人服の
広告も目立った。

女性向け
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タイトル 出版社名 Content URL 広告 NOTE

アメリカの家具雑誌一覧

9 Metropolitan Home
Hachette Fillipacchi

Media U.S., Inc,

実際に住んで心地よい部屋というよりは、斬
新なデザインの家具やアートを多用して、芸
術的な空間を演出している。ページのほとん
どが広告で占められている。インテリアに対
し、高いこだわりのある、比較的金銭的に余
裕のある男女向き。

www.pointclickhome.com

掲載されている広告のほとんどが、バ
ス、キッチン、照明や大型家具など。車
の広告も多い。小さなインテリアグッズ
や生活雑貨の広告は見られない。

男性/女性

10 Interior Design Mark Strauss, hon.iida

実用性がある家具というより、コンテンポラ
リーでアート的なデザインの家具、インテリア
が中心。アート的な家具を多く揃うオフィス、
ショップ、別荘の特集が多い。アートを学ぶ専
門学生、アートに興味がある人向けの雑誌。

www.interiordesign.net

家具メーカー、カーペットメーカーの広
告が多い。また、ABCカーペットのよう
な家具を扱っているデパートの広告も
ある。

男性/女性/デザイ
ンスクールの学生

10 House & Home
Brain Swell Media,

LLC

すっきりとしたイメージのベットルーム、キッチ
ン、バスルームに合うナチュラルテイストの家
具を多く載せている。ベストコーディネイト、ベ
ストキッチン、ベストバスルームなどに選ばれ
た人たちのルーム紹介などもしている。ま
た、料理のレシピも載っているので女性向け
の雑誌ともいえる。

www.housemagazine.com

家具メーカーの広告と同じぐらい、化粧
品、食品メーカーの広告もある。また、
Japaneseと記載されたパナソニックの
チェアの広告が１ページ使って載ってい
た。

女性向け
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    アメリカの商圏(首都圏人口)

順位 都市圏 都市圏人口
1 ニューヨーク、ノースジャージー、ロングアイランド 21,923,089           
2 ロサンゼルス、ロングビーチ、サンタアナ 17,545,623           
3 シカゴ、ネイバービル、ジョリエット 9,286,207            
4 サンフランシスコ、オークランド、フレモント 7,533,384            
5 フィラデルフィア、カムデン、ウィルミントン 5,751,803            
6 ダラス、フォートワース 5,589,670            
7 マイアミ、フォートローダーデール、マイアミビーチ 5,232,107            
8 ヒューストン、シュガーランド、ベイタウン 5,180,443            
9 ワシントンDC、アーリントン、アレクサンドリア 4,796,183            
10 アトランタ、サンディースプリングス、マリエッタ 4,708,297            

1位-10位までの都市圏の人口 87,546,806           
11 デトロイト、オーレン、リボニア 4,452,557            
12 ボストン、ケンブリッジ、クインシー 4,391,344            
13 シアトル、タコマ、バレンビュー 3,769,257            
14 リバーサイド、サンバーナーディーノ、オンタリオ 3,254,821            
15 フェニックス、メサ、スコッツデール 3,251,876            
16 サンディエゴ、カールスバッド、サンマルコス 3,051,280            
17 ミネアポリス、セントポール、ブルーミングトン 2,968,806            
18 クリーブランド、アクロン、エライリア 2,945,831            
19 デンバー、オーロラ 2,830,000            
20 セントルイス 2,698,687            

1位-20位までの都市圏の人口 121,161,265         
21 ボルティモア、トゥーソン 2,552,994            
22 ピッツバーグ 2,431,087            
23 タンバ、セントピーターズバーグ、クリアウォーター 2,395,997            
24 シャーロット、ガストニア、コンコード 2,067,810            
25 シンシナティ、ハミルトン、ミドルタウン 2,038,710            
26 ラスベガス、パラダイス 1,952,779            
27 ポートランド、バンクーバー、ビーバートン 1,927,881            
28 カンザスシティ 1,908,354            
29 サンアントニオ 1,820,719            
30 サクラメント、アーデン、アルケード、ローズビル 1,796,857            

1位-30位までの都市圏の人口 229,601,259         
31 サンノゼ、サニーベール、サンタクララ 1,735,819            
32 ミルウォーキー、ウォーキーシャ、ウェストアリス 1,709,926            
33 オーランド 1,644,561            
34 コロンバス 1,612,694            
35 インディアナポリス 1,607,486            
36 プロビデンス、ニューベッドフォード、フォールリバー 1,582,997            
37 バージニアビーチ、ノーフォーク、ニューポートニューズ 1,576,370            
38 オースティン、ラウンドロック 1,377,633            
39 ニューオリンズ、メテリー、ケナー 1,337,726            
40 ソルトレークシティ 1,333,914            

1位-40位までの都市圏の人口 245,120,385         
41 ナッシュビル、デビッドソン、マーフリーズボロ 1,311,789            
42 メンフィス 1,205,204            
43 ハートフォード、ウェストハートフォード、イーストハートフォード 1,184,564            
44 バッファロー、ナイアガラフォール 1,170,111            
45 ルイビル 1,161,975            
46 リッチモンド 1,126,262            
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47 ジャクソンビル 1,122,750            
48 オクラホマシティ 1,095,421            
49 バーミングハム 1,052,238            
50 ロティスター 1,037,831            

1位-40位までの都市圏の人口 256,588,530         
51 フレズノ 1,002,284            
52 タルサ 930,842               
53 ブリッジポート、スタンフォード、ニューアーク 882,567               
54 ホノルル 876,156               
55 ディトン 848,153               
56 ツーソン 843,746               
57 オールバニ 825,875               
58 ニューヘイブン、ミルフォード 824,008               
59 レレケリー 797,071               
60 オマハ、カウンシルブラッフス 767,041               
61 アルバカーキ 753,988               
62 ベンタレー、オクスナード、サウザンドオークス 753,197               
63 ウォーセスター 750,963               
64 グランドラピッズ 740,482               
65 アレンタウン、ベスレヘム、イーストン 740,395               
66 シラキューズ 735,920               
67 バトンルージュ 705,973               
68 スプリングフィールド 680,014               
69 エルパソ 679,622               
70 ベーカ－ズフィールド 661,645               
71 トレド 659,188               
72 コロンビア 647,158               
73 ハリスバーグ、カリスル 643,820               
74 パウピークシー、ニューブラフ、ミッドルタウン 621,517               
75 ノックスビル 616,079               
76 リトルロック、ノースリトルロック 610,518               
77 サラソタ、ブラーデントン、ベニス 589,959               
78 グリーンビル 583,867               
79 チャールストン、ノースチャールストン 583,434               
80 ウィチタ 582,781               
81 コロラドスプリングス 572,264               
82 マクアレン、エディンバーグ 569,463               
83 ストックトン 563,598               
84 スクラトン 560,625               
85 ケープコーラル、フォートマイアーズ 514,295               
86 マディソン 501,774               
87 オーガスタ、リッチモンド、カントリー 499,684               
88 ジャクソン　 497,568               
89 ポートランド、サウスポートランド 487,568               
90 レイクランド、ウィンターヘイブン 483,924               
91 デモイン 481,394               
92 チャタヌーガ 476,531               
93 パームベイ、メルバーン、タイタスビル 473,000               
94 ランカスター 470,658               
95 ボイズシティ、ナンパ 464,840               
96 サンタロサ、ペタルマ 458,614               
97 ランシング、イーストランシング 455,836               
98 モデスト 446,997               
99 デルトナ、デイトナビーチ、オーモンドビーチ 443,343               
100 オグデン、クリアフィールド 442,656               

1位-100位までの都市圏の人口 790,100,340         
出所：ウィキペディア（Wikipedia）アメリカの都市圏人口の順位
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Show Date Place URL Note

Architectural Digest Home Design Show 毎年3月 New York, NY http://www.archdigesthomeshow.com/ 300社近い出展。アトリエ規模の家具、アンティーク家具も出展されている。

Denver Home Show 毎年3月 Denver, CO www.homeshowdenver.com/ 500社近い出展。一般客もチケットを購入して入場可能。

Gift + Home (World Market Center) 年１回 （8月前後） Las Vegas, NV
http://lasvegasmarket.com/inde
x.shtml

家具の他に雑貨なども取り扱う。

High Point Market 年2回 （4月/10月） High Point, NC http://www.highpointmarket.org/ アメリカでは重要な展示会で110カ国より2000社以上の出展、85000人の入場。

Home Show 不定期 アメリカ各地 http://www.acshomeshow.com/ アメリカ主要都市でそれぞれ年2回以上開催している。

Hospitality Design Exposition &

Conference (HD Expo)
毎年5月 Las Vegas, NV http://www.hdexpo.com/ 900社以上の出展と、7000人の入場者 。デザイン性を重視。

International Contemporary Furniture Fair

(ICFF)
毎年5月 New York, NY http://www.icff.com

アメリカでは重要な展示会で30カ国からの500社出展、24000人の入場者。コンテ
ンポラリーデザインにこだわった展示会。

Kem Expo - Furniture Showcase Expo

Shows -
不定期 アメリカ各地 http://www.kemexpo.com/ 不定期ではあるが1ヶ月に1度くらいの頻度で開催。

Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 年１回 （4月前後） Chicago, IL http://www.kbis.com/ 主にキッチンやバスの家具を展示。

MAC Events Home Show 不定期 アメリカ各地 http://www.macevents.com/ NH、NJ、VAなどで不定期に行われている。ガーデン用品も出展されている。

Midwest Home Show 毎年11月 Minneapolis, MN http://www.midwesthomeshow.com/ 主に住宅とガーデン家具の展示会。

NeoCon World's Traid Fair 毎年6月 Chicago, IL https://reg.neocon.com/ アメリカでは重要な展示会で700社以上の出展、40000人の入場者。

New England Home Show 毎年2月 Boston, MA www.newenglandhomeshows.com/ 一般客もチケットを購入して入場可能。

Southern Ideal Home Show 年2回 （4月/9月） Raleigh, NC http://www.southernshows.com/ 主に住宅とガーデン家具の展示会。一般客も入場可能。

The Atlanta International Gift & Home

Furnishings Market
年2回 （1月/7月） Atlanta, GA http://www.americasmart.com/ 家具の他に雑貨なども出展されている。

The International Casual Furniture &

Accessories Market
毎年9月 Chicago, IL http://www.casualmarket.com/ 主に屋外家具を展示。

アメリカ家具展示会リスト
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第三章 アメリカの商品 

 

 

この章では、｢アメリカの商品｣について述べていく。アメリカ市場に商品を販売するということは、自

社の商品をアメリカ市場の中にどのように位置づけるかということである。それが鮮明でないと、商

品の市場性が曖昧になり市場価値が明確にならない。 

 

今後の競争相手になる同業種の「アメリカの企業の商品」は、徹底して調査しなければならない。

店舗の中では、それらの商品と競合するので、商品面、価格面で対等に競争できなければならな

い。また、「市場の先輩」であるアメリカの競合会社から学べることは非常に多い。 

 

まず、アメリカ市場において何よりも知っておかなければならないことは、「アメリカの

家具」「アメリカ市場の感覚」である。アメリカの家具の種類、デザイン、色そして大変

重要なのはサイズである。製品のみではなく、アメリカ家具企業の販売方法、展示会ブー

ス作り、プレゼンテーションも重要である。それは明らかに日本のものとは違っている。

店頭において消費者に興味を引いてもらうためには、できるだけアメリカの感覚に近い要

素が必要になる。海外の企業が日本市場に商品を販売する時には、日本の消費者が抵抗な

く買えるように様々な工夫をしているのと同じことである。 

 

 

1 対象となる家具製品 
 

 

アメリカ市場で販売の対象となる家具商品は、主に次のものである。住宅のセクション別

に主要な家具製品を整理した。日本の家具とアメリカの家具の一番大きな違いは｢家具のサ

イズ｣である。商品の英語読みも覚えておくと良いだろう。サイズは、慣れるために全てイ

ンチで表記する。１インチは、2.54ｃｍである。1 フィートは、12 インチ（30.49ｃｍ）で

ある。10 インチは 10”と書き、1 フィートは 1’と書く。 

 
① リビング・ルーム Living Room 

 
ⅰ ソファ（Sofa、Upholster） 

 

リビングのソファはアメリカ家具の代表的な存在で

ある。デザイン、色、素材は多く、あらゆる嗜好に

応えられる。ソファで家族と共に長い時間を過ごす

のでそのこだわりは大きい。各メーカーは様々な色を打ち出しているが、全体的に見れば

白、ベージュ形、茶系、グレイ系、青系が主流である。素材はコットン系とレザーになる。

コットンは、100％コットンが多く、オーガニック・コットンを使うメーカーも出てきてい
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る。綾織コットン、ブラシ加工されたコットン、デニ

ムが多い、リネンやスエード（合繊皮革）を使うソフ

ァもある。概してシンプルなデザインが好まれており、

変形のデザインほど敬遠されているという。ソファが

ベッドにも使える(日本で言うソファベッド)スリーパ

ー（Sleeper）も、多くの会社から出されている。トレ

ンド的には、チョコレート色のレザー、チャコールグ

レイや白系のコットン素材のソファの人気が高いと言われている。 
 

・サイズ(インチ) 

 

83.5”W(幅) x 40” D（奥行き） x 37” H（高さ） という表記の仕方をする。 

両袖がある一般的なソファの幅（W）のサイズは下記のとおり色々な大きさがある。標準

は、84-88 インチになるだろう。（赤字） 
W: 75,77,79, 82, 83, 83.5,84,85,86,87,88,90, 96, 98  

 

両袖がある一般的なソファの奥行き（D）のサイズは下記のとおり色々な大きさがある。

標準は、38-41 インチになる。 

D: 33,35,36,37,38,39,40,41 

 

両袖がある一般的なソファの高さ（H）のサイズは下記のとおり色々な大きさがある。35-

37 インチが多い。 

H: 30,32,33,34,35,36,36.5,37,38 

 

 

ⅱ アーム・チェア（Arm Chair） 
 

両袖のある一人用ソファを言う。各メーカーは様々な

色を打ち出しているが、全体的に見れば白、ベージュ

形、茶系、グレイ系、青系が主流である。2-3 人用のソ

ファの素材に合わせて注文する人が多い。単品でレザ

ーを持つ人も少なくない。素材はコットン系とレザー

になる。概してシンプルなデザインが好まれており、

変形デザインほど敬遠されている。売り場では、チョ

コレート色のレザー、白系、チャコールグレイのコットン素材のアームチェアの人気が高

いと言われる。住居内では存在感があるので、トラディショナルなものがマーケットには

多い。 

 

・サイズ(インチ) 
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両袖がある一般的なアーム・チェアの幅（W）のサイズは下記のとおり色々な大きさがあ

る。31-38 インチが多い。都会的なデザインほどサイズは小さい。 

W: 27、30、31、33、34、36、38、37、39.5、41.5 

 

両袖がある一般的なアーム・チェアの深さ（D）の

サイズは下記のとおり色々な大きさがある。37-40 イ

ンチが多い。 

D: 33,35,36,37,38,38.5,40,41 

 

両袖がある一般的なアーム・チェアの高さ（H）のサイズは下記のとおり色々な大きさが

ある。32-36 インチが多い。 

H: 29,31,32,33,34,35,36,36.5,37,38, 

 

 

ⅲ セクショナル（Sectional） 

 

L 字形の組み合わせ式ソファである。これは、各メーカーによって多くの種類があるので、

代表的なデザインの製品を調べた。つまり、正面ソファ（左のみアーム）+コーナー(角の

部分)+右ソファ（右のみアーム）の組み合わせである。各メーカーは様々な色を打ち出し

ているが、全体的に見れば白、ベージュ形、茶系、グレイ系、青系が主流である。素材は

コットン系になる。 

 

・サイズ例-1 

（正面ソファ） 

78”W x 36” D x 34” H  

（コーナー・チェア） 
36”W x 36” D x 34” H  

（右ソファ） 

54”W x 36” D x 34” H  

 

・サイズ例-2 

 

（正面ソファ） 

76”W x 38” D x 32” H  

（コーナー・チェア） 

40”W x 38” D x 32” H  

（右ソファ） 

59”W x 38” D x 32” H  

一般的なセクショナルの深さ（D）のサイズは下記のとおり色々な大きさがある。37-40 イ

ンチが多い。 
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D: 35,36,37,38,38.5,40,41 

 

一般的なセクショナルの高さ（H）のサイズは下記のとおり色々な大きさがある。32-36 イ

ンチが多い。 

H: 29,31,32,33,34,35,36,37, 

 

 

ⅳ オットマン（Ottoman） 
 

都会的な狭いコンドミニアムでは、オットマンは必要ではないが、一戸建ての家のリビン

グでは便利で快適な家具になっている。足を乗せるだけでなく、人が座ったりトレイ（飲

み物）を置いたりする。素材、色は、ソファやアームチェアに合わせる場合が多い。下記

写真のようにアクセントとしてユニークな素材を使うこともある。リビングをおしゃれに

演出できる。サイズは次の通り。28-33W,24-26D,17-18H のサイズが基準になる。 
 

31W x 25D x 17H 

28W x 24D x 17H 

33W x 27D x 18H 

36W x 23D x 19H 

27W x 25D x 18H 

31W x 24D x 18H 

38W x 26D x 18H 

24W x 20D x 16H 

26W x 22D x 19H 

28W x 28D x 15H 

 

ⅴ コーヒーテーブル（Coffee Table） 

 

ソファの前に置くテーブルである、形によってはカクテル・テーブルと呼ぶこともある。

多くは、低めの木製かガラスのテーブルである。代表的なデザインのサイズをまとめる。

形状は、長方形が主流で、正方形、ラウンドも有り、標準は 54-58Wｘ23-26Dｘ15-18H の

大きさである。小さいコーヒーテーブルを二つ並べておくこともある。 
 

48W x 24D x 18H 

53W x 22D x 18H 

58W x 26D x 15.5H 

58W x 23D x 15H 

54W x 26D x 18H 

36W x 36D x 15H (正方形) 

63W x 32D x 15H 
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