
ⅰ アポイント 

 

得意先に商品を販売する時には、先方の店舗、オフィスに行き商談することは、日本でもアメリカでも

同じことであるが、アメリカでは、アポイント無しに突然オフィスや店舗に立ち寄るということはあまりしな

い。基本的に前もってアポを電話か E メールでとってから訪問する。｢近くまで来たので、ご挨拶だけで

も｣というのは日本的。また、｢挨拶だけ｣でアポを取るということもあまり歓迎されない。時間をとって会う

のであれば「商談をする」のがアメリカ流である。ただし、一般的に言ってアメリカ人はアポには厳しいが、

その時間に行っても長く待たされるというようなことはよくある。 

 

ⅱ 名刺交換 

 

日本ではビジネスのスタートはまず「名刺交換」から始まるが、アメリカでは名刺交換する時もあるが日

本ほど厳密ではない。もっとカジュアルな雰囲気でスタートする。自己紹介、握手そして商談である。そ

れでも、名刺方式はだいぶ浸透してきて、大部分の大手企業は名刺交換を行う。 

 

ⅲ 商品の評価          

 

商品を見せると、「これはなんて素晴らしいのだ」「今までこん

な商品は見たこともない」「グレート！」と、オーバーに感じる

くらいの表現をする。このリアクションで「商談がうまく行くな」

｢相当気に入ってくれたな｣と早合点してはならず、これはア

メリカ特有のフレンドリーな「挨拶」である。展示会で、多くの

バイヤーのほめ言葉を真に受けて、「当社の商品の評判は

非常に良かった」などと受け止めてしまったら、商品戦略が

間違った方向に行ってしまうかもしれない。アメリカでは注文

が入ってこそ、「評価された」ということである。注文なしのほめ言葉は単なる｢お世辞｣である。バイヤー

が本当に気に入っているならば注文を入れる。 

 

ⅳ 価格 

 

小売店に販売する卸価格（Wholesale Price）だけがメーカーによって設定されている。小売価格は店

舗がそれぞれ独自に設定する。仕入れ価格の 2倍から 2.5倍で設定する店舗が多い。この結果、小

売店によって小売価格が異なる。ただし、メーカー側から標準小売価格を提案することもある。それを

MSRP (Manufacture Suggested Retail Price) という。 

 

日本では、商品の価格をまず高めに言って、先方の反応を見ながら交渉に応じて下げていくという方

法がとられることも良くある。アメリカでは、この方法はあまりやらない方がいい。価格を提示されたら、そ

れをベースに相手は検討していく。高めの価格であったら、「それは私たちの店には高すぎるので仕入

れません」と商談はスパッと終わってしまう。ただし、「仕入れる商品の量で価格は交渉に応じます」とい
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うのは有効な商談方法ではある。大手チェーン店では、「当店では 450 ドルを小売価格（MSRP）に設

定したいので、卸価格 250 ドルを 200 ドルにしてほしい」というようなディスカウントの交渉はよくおきる。

一方、専門店ではあまりディスカウントの交渉はない。 

 

ⅴ 顧客の接待 

 

アメリカでは商品を卸す側が、小売店バイヤーを接待するということは日常的に行われてはいない。接

待したからたくさん買ってくれるということもないので、あまり考えないでよいだろう。「非常に親しくなっ

たので、コンスタントに買ってくれるだろう」というような、「長いお付き合い」的な要素はまずないと考え

ておいた方が無難である。いくらフレンドリーに付き合っていたとしても、商品が合わなくなれば「仕入

れない」ということになる。小売店と商品を提供する企業(サプライヤー)との協力関係は日本よりも薄い。

一流デパートはバイヤーの接待は厳禁で、接待を受けた場合は退社させられるという会社もある。接待

があっても、コーヒーとかランチとかが一般的である。「お付き合いで買う」というようなことはアメリカでは

まずおきない。逆に考えてみれば、常に商品さえ磨いていけばビジネスは継続するのであるから、ベタ

ベタする必要もなく合理的でやりやすい。 

 

したがって、サプライヤーは常に新製品を提供しなければならないし、小売店は常に新製品を探さなく

てはならない。それが、海外企業にとっては、｢チャンス｣の下地になっている。店舗にとっては、商品さ

えよければ、流通がスムースでありさえすれば海外の企業でもアメリカの企業でも構わないのである。

つまり、消費者が満足してくれる商品を仕入れたいのである。 

 

ⅵ 取引条件 

 

｢買取｣が取引条件である限り、バイヤーが、商品を一度仕入れたら、それは先方の所有になるというこ

とが常識である。したがって、｢売れなかったので何とかして欲しい｣などという甘えたことをいう店舗はめ

ったにいない。仕入れた商品は仕入れた側の責任ということが基本的な姿勢であるので、傷物商品で

さえ、返品する場合は、サプライヤーから返品承認番号（RA#）を発行してから行わないと、返送しても

商品受け取りを拒絶されてしまう。こういう取引条件になると、バイヤーの真剣度は増し、かつ非常に慎

重になる。 

 

筆者が知る限り、大手企業が強い姿勢で、返品要請ということは無いが、「今回売れなかった商品は、

お互い協力してマークダウン（値下げ）して売ってしまいませんか?」などとソフトな要請が来ることもある。 

 

ⅶ 信用調査  

 

アメリカ社会では、個人においても、ビジネスにおいても「信用度」（Credit Rank）が非常に重要である。

もちろんそれは日本でも同じであるが、アメリカでは、信用調査機関、金融機関の間で情報が細かく行

きわたっている。したがって、信用度の低い（Bad Credit）人、店舗、会社は、商品を買ったり仕入れたり
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するのは難しくなる。その結果、優良な店舗、企業は信用度が落ちることのないように、常に迅速な支

払いを心がけている。この信用度を調べるのは簡単なシステムになっている。 

 

アメリカの展示会で、仮に 100社からの注文をとり、信用調査を行うと、信用度 A ランクになるのはその

うち約 60％程度であろう。現在のような不況時にはその評価はより厳しくなっている。取引先がいくら名

前の通った会社でも、売上げが発生する都度、信用調査を行って回収を見極めてから商品を発送す

るというのがアメリカでは鉄則である。一度信用調査を行っても、次の年には会社の業績が悪くなって

支払いが滞るということは充分ありえる。しかし、こういう状況でありながらも、「回収システム」が整備され

ているので、体制を整えさえすれば問題はおきない。信用を確認するということは、アメリカでは当たり

前なので、それに反発されることは無い。 

 

ⅷ 代金の回収 

 

個人が支払いをする時もそうだが、アメリカの国内取引において企業が企業に支払いする時は、「小切

手（Check）」を郵送するというのが一般的である。銀行振り込みは、振り込み手数料が高いのでほとん

ど使わない。販売先の会社、店舗の発行する小切手は、当座預金（Checking Account）に残高がない

と、不渡り（Bounce）になることも起きるので注意が必要である。それは、単に口座の残高不足ということ

でも不渡りがおき、日本のように不渡り=倒産ということにはならないのである。会社、店舗の小切手で

支払いを受けると回収不能になるリスクがあるので、銀行が保証する小切手（Certified Check）しか受

け取らないという回収方法を行っている企業は少なくない。 

 

多くの業種で裏付けなく信用売りという形はとらず、信用調査を行い、問題がなければ NET30、NET60

という決済方法をとる。（NET30 とは、商品納品後、30日後に小切手を郵送するという支払い方法） 

売掛金を保証してもらえるファクタリングというシステムも整っている。Cash on Delivery(COD)やクレジッ

ト･カード決済も多い。締め支払いを行っている企業は少ない。 

 

 

2. 取引・受注 

 

 

ここでは、アメリカにおける「注文のとり方」について説明していく。受注方法は、展示会受注と日常的な

営業活動における受注である。 

 

① 展示会販売 

 

ⅰ 展示会の位置づけ 

 

アメリカでは、多くの商品カテゴリーにおいて「展示会販売」が

活発である。市場が大きく、商品のサプライヤーが一都市に
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集中していないので、展示会を軸にして、製品サプライヤーとバイヤーが定期的に集まって商談する

方が合理的である。展示会は商品カテゴリーによって色々な展示会が存在する。家具の展示会は、全

米都市に 20程度ある。その中から自社商品に合う展示会を選択する。 

 

ⅱ 展示会の選択 

 

展示会の選択は、アメリカ市場開拓の初期段階では大都市で行われる 500ブース以上ある規模の大

きな展示会に出展し、多くのバイヤーと出会うことが必要である。大きな展示会では、メディアやディスト

リビューター、レップと出会う機会も多い。第二段階は地方の展示会である。この展示会では、多くの専

門店としっかり商談ができる。ただし、展示会出展には、かなり経費がかかることから、自社製品にふさ

わしい展示会を選ぶことが重要である。年間で 1回か 2回程度、全米をカバーする出展を検討すると

よいだろう。 

 

市場に「影響力のある展示会」に出展すべきである。影響力のある展示会には、地域一番店の店舗、

メジャーストアのバイヤーが訪れる。多くの小売店が展示会に訪れ、商品を探して発注を行う。すでに、

かなりの仕入先を持っている小売店であっても、常に展示会で新しい商品を探す努力をする。この努

力を怠る小売店は、商品が変わらずにマンネリ化してしまい消費者に見放されてしまう。 

 

アメリカ市場には世界中からその消費力の大きさに魅せられて、多くの海外企業が商品を販売しようと

する。商品が市場にあっている企業のブースには多くのバイヤーが集まっている。大ヒット商品がある

時は、ランチにも行けないほど注文が取れる。 

 

ⅲ 日本の家具にふさわしいアメリカの展示会 

 

日本の家具メーカーにふさわしい展示会として下記

の展示会を推薦できる。 

 

・ International Contenporary Furniture Fair 

(ICFF) 

開催場所： ニューヨーク、ジャビッツ・コンベンショ

ン・センター 

 

アメリカ最大の家具展、世界中からデザインの優れた多くの家具製品、インテリア製品の企業が出展し

ている。中々ブースが取れないことで有名である。ジェトロ主催の日本パビリオンがある。毎年 5月開

催。 
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ⅳ 展示会における商談 

 

展示会ブースでは、製品に囲まれているので商品説明はしや

すい。イメージよくもできる。しかし、多くの商品を資料を見な

がら説明するのでは、モタモタして商談のテンポが遅くなり、

多くのブースを廻るバイヤーにマイナスの印象を与える。商品

情報はできるだけ商品にラベルでつけておいて、テンポよく、

スピーディーに説明ができるようにしておくとよい。商談のスト

ーリーは展示会前にしっかり決めておいて、スムースな商談を

行なう。 

 

ブースが立て込んで、バイヤーを待たせることになっても、それは心配要らない。アメリカのバイヤーは

並んで待つことにはあまり抵抗はないのであわてずにじっくり商談をする方がよい。 

 

② 日常営業 

 

展示会でブースに偶然立ち寄るバイヤーを「待つ」のでは意味がない。展示会は「日常営業の結果」で

ある。日常的な営業の積み重ねが重要なのは、アメリカでも日本でも同じである。年に 1-2回のアメリ

カ出展だけで年間売り上げが確保できるということは、アメリカ企業でもあり得ない。そこで、日常的に

「誰が商品を販売するか？」という課題になる。この問題については「組織戦略の課題」で説明するが、

通常は NYエリアか、LAエリア、シカゴエリアにショールームを持ち、販売担当者やセールスレップが

日常的にバイヤーにコンタクトして受注を確保する。展示会と日常営業を有効的に組み合わせて受注

を増やしていくのである。地方に販売ネットワークを広めるため、「セールス・レップ」を使う企業も多い。 

 

③ 大手企業の注文 

 

ⅰ 大手チェーン店との取引 

 

大手チェーン店のバイヤーは、展示会でブースに来るが、そこでは注文書（PO）を発行しない。会社の

承認を得て適正な注文量を計算して、注文書が EDIシステムか E メールで送られてくる。または、再

度ショールームなどでミーティングとなる場合やバイヤーのオフィスに行くことも多い。商談の中で、シッ

ピング体制、カスタマー･サービス体制がどの程度充実しているか、経験があるかを聞いてくる。不安を

感じた場合は、いかに商品を気に入ってくれていても商談は前に進まない。注文してシッピングのトラ

ブルになる可能性のある会社からは絶対に仕入れない。バイヤーの失点になるからである。大きな単

位で注文する大手企業は、発注の前にシッピング体制の厳しい審査がある。 

 

ⅱ 大手チェーン店との商談 

 

・ プレゼンテーション 
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商品の説明を断片的に行なうのではなく、トータルに行なう。商談のときには、バイヤーのチームだけ

でなく企画チーム、販促チームなどが一緒に商談に入ってくることがある。その場合は、先方が 10人

以上になることもあり、商談室の前の方に立ってレクチャーを行なうようにプレゼンテーションする。 

 

・  プレゼンテーションのストーリー 

 

プレゼンテーションには｢ストーリー｣が必要である。アメリカのセールス担当者たちは、「ストーリー展

開」＝「プレゼンテーション能力」を小さい頃からしっかりと身に付けている。その彼らに対してプレゼン

テーションを行なうので、相当な準備をしておかないと説得力のあるプレゼンはできない。前もって、プ

レゼン資料の準備やプレゼンのリハーサルはやっておいた方いい。 

 

・ イメージよく 

 

商品数が多い場合は、営業アシスタントも一緒に同行して、商品説明する役、PC を操作したり資料を

整理する役割に分けて、全体をスマートにイメージよく組み立てるとよいだろう。 

 

④ 一般専門店の注文 

 

ⅰ 展示会注文 

 

一般専門店は数が多いので、展示会にて商談、受注を行うのが効率的だ。展示会後に発注する専門

店は多い。回収方法は展示会で交渉しておく。展示会後にお礼状(Thank you Letter)を送ると丁寧な

イメージになる。 

 

ⅱ 注文方法 

 

展示会の時は注文書（PO）を書くが、E メールや電話の注文もある。E メールや電話注文のときは、注

文書を書き、それを先方に送ってサインしてもらうようにする。サインがあって始めて、正式な注文となる。 

 

ⅲ ノート（Note）  

 

中には、仕入れの予算管理がしっかりしていて、注文したい内容をメモしていき、後日正式な発注をす

るという店も少なくは無い。でメモ（Note）を取り、展示会後に注文する顧客も少なくない。通常 E メール

や Faxで注文書（PO）が来る。展示会後には注文を促すために E メールを送る、電話をするなどプッ

シュの営業を行う。商品のわかりやすい写真がほしい、商品全体のラインシートがほしい、サンプルを

再度見たいなど依頼される場合も多い。 

 

ⅳ オーバーラッピング（Overlapping） 
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商品にもよるが、｢自分の営業エリアのほかの店には売らないで欲しい｣というリクエストはよくある。日本

では、「バッティングする」という表現を使うが、それでは通じない。アメリカでは「オーバーラッピングす

る」という表現になる。普通は、その管理を、郵便番号（Zip Code）で行なうことが出来るが、それも曖昧

ではある。ちがう Zipでも近接するということがありえる。やはり、展示会後にインターネットの地図など

で調査して、オーバーラッピングしないように取引先管理をする。 

 

⑤ 納期（Delivery Date） 

 

通常、納期は販売する側が、「このアイテムは、3月末になります」というように納期を指定する。店舗が

納期を指定することもよくある。「これらのグループは、8月末に、それ以外は、9月末に納品してくださ

い」というように。アメリカは広大なマーケットなので、例えば、テキサスと、アラスカで極端に寒暖に差が

ありシーズンの期間が異なる。納期の呼び方は、3月末日であると、3/30（スリーサーティ）と呼ぶことが

多い。 

 

⑥ ショールーム・レップ 

 

ⅰ ショールーム 

 

広大な市場であるアメリカには、古くからレップ・システムがある。レップは正確には、Representative（代

理人）の意味で、受注代行業者である。広大なアメリカ市場に、全て販売網をおくことは難しいのでこの

制度ができた。全米に数万人いると言われている。収入はコミッション制で、ショールームを構えている

レップはショールーム費用(Showroom Fee)を請求する場合が多い。家具ビジネスにとって、ショールー

ムは重要な販売拠点になる。 

 

レップは、基本的に受注業務のみを行い納品、回収は行わない。受注業務の報酬は商品カテゴリーに

よっても異なるが 15％－20％程度である。各レップは担当地域が州単位で特定されている。一人（１

社）のレップにつき、おおよそ 5-6州を担当する。東海岸の場合は、ニューヨーク州、ニュージャージー

州、コネチカット州、ペンシルバニア州、マサチューセット州などを担当する。全米をカバーするために

は、4-6都市にショールームが必要になる。 

 

ⅱ 信頼できるレップ 

 

レップは、アメリカ市場をこれから開拓する日本企業にとっては

必要な存在に思えるが、十分な注意が必要である。それは、全

てが実績の高い信頼の置けるレップばかりではないということで

ある。そして、レベルの高いレップを見つけるのは非常に時間

がかかる。なぜならアメリカ企業も優秀なレップは手放さないか

らである。展示会で声をかけてくるレップは、一概には言えない
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までも「売る商品がないので探している」レップである。 

 

ショールームの方から｢うちに売らせてほしい｣と、展示会のブースにやってくることもある。彼らの商品

の見る目は実に鋭いものがあるが、信頼できるレップ、売れる時ばかりでなく売れない時も懸命の努力

してくれるショールームを探さなくてはならない。ショールームはひとつのラインのみを扱っているので

はなく、いくつかのラインを組み合わせているため、自社商品を毎日売ってくれるわけではない。売りや

すい商品が優先的になるのも事実である。よいレップを得るには、焦らないで時間をかけるのがポイン

トである。 

 

ⅲ 理想的なショールーム体制 

 

信頼の置けるショールームを一社ずつ丁寧に増やしていく。

一気に増やそうとすると、コミュニケーションがおろそかにな

る。まずは、できるだけ自社エージェントと近い地域のショー

ルームを確保し、お互い簡単に行き来できるようにする。重

要顧客には一緒に行って製品の細かい説明、生産背景の

説明が必要だからだ。そして、将来的には、東海岸、西海岸、

中央北部、中央南部の 4箇所に力強い販売体制の確立が

できれば、売り上げ全体を押し上げていくことができるだろう。 

 

ショールームは、仲間意識も強く情報交換を行なっているのでトラブルが起きないように、時間をかけて

適正な相手を選ぶ。きちんとしたフェアな契約書の作成も必要である。雰囲気のよいショールームに目

を奪われること無く、どういう取引先を持っているか、年間販売額はいくらかという正確な情報を得なけ

ればならない。そういうシリアスな点を曖昧にしか答えないショールームは疑問である。ショールームの

選択には時間をかけ、信用調査を行い、かつ業界での評判も聞いて最適な人を選ぶべきである。 

 

資料参照： ｢シカゴのショールーム｣ ｢ニューヨークのショールーム｣「ショールームビル一覧」 

 

⑥ 受注に必要なツール 

 

アメリカ市場で商品の注文をとる時にはいくつかの営業ツールがある。 

 

ⅰ ラインンシート（Line Sheet） 

 

 商品一覧表のことで、商品の品番、写真、価格、素材、納期、色、サイズなどの商品情報が全て分か

るリストである。通常、ブースの中で、商品を気に入ったバイヤーは、「ラインシートありますか？」とリ

クエストをしてくる。ラインシートにメモしながら、注文内容を検討するのである。「展示会必需品」の

一つである。商品の写真が入ってると大変分かりやすい。 
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ⅱ カタログ 

 

 商品の特徴、生産方法のこだわり、簡単な会社案内などを掲載したイメージの良いカタログである。

カタログ製作は常に一貫したデザインポリシーで作る。日本でよく見る豪華な「会社案内」は、アメリ

カではあまり必要とされない。簡単な「会社プロファイル（Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）」で充分である。 

 

ⅲ 取引先登録フォーム（Customer Registration Form） 

 

店舗受注は下記に説明する「PO」を使用するが、初めての取引の時には、顧客の情報を登録するた

めに企業情報を記入してもらう。 

 

ⅳ PO （Purchase Order） 

 

 受注書のことで、商談では「ピーオー」と呼ぶ。品番、色、サイズ、

単価、合計欄、納期、サインの欄を設ける。注文の明細は全て

この PO に記入する。アメリカでは通常、３枚複写になっていて、

１枚（本紙）を自社保管、１枚(コピー)を販売エージェントやレッ

プが保管、１枚(コピー)を顧客に渡す。バイヤーのサインは注

文の証なので必ず貰う。POには、「キャンセルはできません」

「商品に瑕疵があった場合」の処理方法などについての簡単な

契約内容を入れておくのが普通である。その内容は、アメリカの弁護士に文章を確認してもらうと良

い。 

  

参照： 資料 「ＰＯ」のサンプル 

 

 添付資料 POの項目および記入内容は次の通りである。 

 

・ 顧客名と住所･･･Bill Toは請求先の住所、Ship Toは納品先の住所を書く 

・ Email Address･･･最近の連絡は E メールが多いため必要である。 

・ 電話番号、Fax番号 

・ バイヤー名･･･バイヤーには頻繁に連絡をとるため重要 

・ Delivery Date･･･お店に必要な納期を書くか、商品の準備が出来る時期を記入する。 

・ Completion･･･商品の納品が完全に終わる時期を記入する。Cancel Date とする場合もある。 

・ Term･･･支払条件で、普通 NET30、CODなどと記入する。 

・ Via･･･輸送方法を記入。 

・ Style#･･･商品の品番を記入する。 

・ Description･･･商品の明細を記入する。 

・ Color, Color＃･･･商品に色やサイズがある場合はその旨記入する。 

・ 取引条件の文章･･･「この注文は承認なしにキャンセルできません」などという文言を入れる。 
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・ Signature･･･バイヤーのサインと日付を記入する。 

 

ⅴ  支払い確認書（Payment Agreement） 

 

支払い方法の確認書である。支払方法選択欄、クレジットカード番号記入欄などを設ける。｢回収｣につ

いては、本章第 4項で説明するが、この書類に必要事項を記入してもらい、サインしてもらう。 

 

参照：資料 「Payment Agreementのサンプル」 

 

ⅵ 名刺 (Business Card) 

 

展示会では、多くのバイヤーや業界関係者がブースから名刺を持っていく。普通の名刺では忘れられ

てしまうので、印象が残りやすいよう「商品の写真」を載せた名刺が効果的である。展示会用の名刺に

は、ブース番号を手書きしておくのも良い方法である。（印刷してしまうと次回使えなくなるため）ブース

番号があれば、バイヤーはもう一度ブースに戻って来やすくなる。細かいことではあるが、日本の名刺

はアメリカの名刺よりもサイズが大きく、アメリカの名刺ホルダーには入らない。アメリカの名刺サイズは、

5ｃｍ ｘ 9ｃｍ。 

  

ⅵ リアクションメモ 

 

ブースには、様々な人が訪れる。バイヤーも千差万別である。バイヤーの名刺だけを保管しても、後か

ら見ても、誰が誰か、重要度も分からなくなる。そこで、｢リアクションメモ｣を用意して、バイヤーと商談内

容を全てその用紙に記録しておくと展示会後整理しやすい。 

 

参照：資料 「リアクションメモ」 

 

これらのツールは、必ずしも全てが有効に活躍するわけではないが、商品の情報および日本企業の存

在感が市場に浸透していくためのものなので軽視はできない。アメリカ人バイヤーはパッと注文するバ

イヤーもいるが、全体的にはコンサバティブで慎重である。不景気の現在は特に慎重になっている。そ

の時は注文にならなくとも、後々注文につながることは十分ありえる。同業者に資料が渡るという恐れも

あるので、資料は、「名刺をくれたバイヤーにのみ渡す」というような工夫は必要である。 

 

 

3. 流通･納品 

 

 

① 通関と関税 
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海外からの全ての商品は、税関（Custom）を通って関税(Custom Duty)が課される。必要な書類や、指

定されている商品の表示が適正であれば、通関がスムースに行われるので、貨物到着後 3-4日で通

関を終える。ひとたび、問題が発生すると解決するまで荷物は保税倉庫におかれたままになる。必要

な書類と商品の表示規定について、前もって運送会社と相談をして綿密な対策が必要である。それは、

年々変わっていくこともあるので、常に確認が必要である。 

 

関税の率については、そのタリフ（関税率表）が多岐にわたっている。アメリカ税関の関税率のタリフが

ウェブサイトでわかるので参照されたい。しかし、商品の素材、サイズ、用途などによって細かく規定さ

れているが非常にわかりにくい。大手運送会社に問い合わせればおおよその情報は手に入る。アメリ

カの関税に関するウェブサイトは下記の通り。 

United State International Trade Commission 

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 

 

 

② 流通方法の概要 

 

ⅰ 納期 

 

小売店から注文が入り、商品の発送が可能な場合は、小売店からの納期指定日に合わせて納品の準

備をする。PO(受注書)に ASAPを記載されていれば｢出来るだけ早く納品する｣、AS READY と書いて

あれば商品が日本から届いて準備が出来次第納品ということである。普通は、展示会などで、売る側が

可能な納期を伝えて、店舗が了承すればそれが納期になる。In Store として、店に入る期日を指定さ

れる時もある。一般的には、2週間の納期遅れは認められる。ただし、Cancel Dateが指定されている

場合は、その日を過ぎたら自動的にキャンセルということである。日本からの荷物が遅れるときや通関

に時間がかかる時もあるので、納期を指定し、Completion(納品完了日)を 30日ほどプラスしておくと安

心である。 

 

ⅱ 納品方法 

 

商品の米国内流通は、通常陸送運送で行う。送料は小売店が負担するために普通小売店は一番安

い方法を選択する。 

 

国内運賃は基本的に買う側が負担するが、大手チェーン店などは売り側に送料を負担させることもあ

る。販売コストに影響するため、商談のときにあらかじめ確認が必要である。 

 

③ 納品書（Invoice） 

 

日本の場合は納品の都度、納品書を発行し、月末などに 1か月分をまとめて請求する｢締め支払い｣

システムであるが、アメリカでは、通常、インボイスを発送ごとに発行するのみである。1か月分をまとめ
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て請求せずに、個別インボイスを出し、それが請求書となる。したがって、月に二度、三度支払いが発

生するということもある。納品書（Invoice）は、納品の時に箱に入れるか、箱の外に袋に入れて貼付する。 

 

④ ウェアハウス･ビジネス 

 

ⅰ ウェアハウス企業の役割 

 

商品の発送先が専門店で、納品量が多くない時は自社でも可能であるが、取引先がチェーン店の場

合や大量の商品を配送するためには、ウェアハウス(倉庫)･ビジネスを行なっているウェアハウス企業に

流通業務を全て依頼することも可能である。自社でウェアハウスを持つことは費用もスタッフも必要にな

ることから、ウェアハウス企業を利用している会社は多い。日本からの商品はそこで保管され、注文の

都度必要な商品が納品される。ウェアハウス会社からの請求は、入庫料、保管料、シッピングコストなど

になる。倉庫使用量（Storage Fee）は、箱の体積（Volume）に比例する。ウェアハウス会社は、流通体制

を持たない日本企業にとっては、重要なパートナーになる。 

 

ⅱ ウェアハウス企業の選択 

 

アメリカでのビジネスが小さいうちは、必要ないであろうが、ある程度大きくなってきたり、大手企業との

取引を計画する時には、EDIシステムを完備しているウェアハウス企業との提携が必要になってくる。

むしろ、ウェアハウス会社と組んで行なわなければ大手企業との取引は難しいとも言える。 

 

大切なのは、信用度のある実績の高い会社を選ぶことである。納品を頻繁に間違えたりしては、大手

企業からはすぐに切られてしまう。また、大切な商品を預かってもらうので、設備の良さも重要である。し

たがって、ポイントは、信用度が高く費用がリーズナブルで、設備のよいウェアハウス企業を選ぶという

ことになる。時折ウェアハウスに行くことも出てくるので、アクセスが容易な会社を選ぶと便利である。 

 

ⅲ ウェアハウス企業へのインタビュー 

 

ウェアハウス企業の詳細を知るために、ニューヨークから近いニュージャージー州ジャージー市にある

ウェアハウス企業のジミー・マルツアーノ氏にインタビューした。 

 

会社名： STATCO（スタッコ） 

住所： 301 16th Street  Jersey City, NJ 07310 

代表：  Jimmy Marzano氏 

連絡先： jmarzano@statcowhse.com  

 

Q  貴社はウェアハウス･ビジネスをどのくらい行っていますか? 

 

A  当社は 1979年に設立されましたから現在までに、31年営業を行なっています。  
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Q 貴社の設備について説明してくれますか? 

 

 A  STATCO は 600,000 Ｓｑｆの広さをもつウェアハウスです。常時 250 名のスタッフが毎日シッピン

グ業務を行なっています。商品をピックしてパックするので、この仕事は Pick And Pack とも呼ばれてい

ます。年間、当社から 6000万個の箱が出荷されているのです。また、細かい仕事もこなせるようにして

います。例えば、海外から来た商品は、特に洋服はくしゃくしゃになっていますのでプレスをかけたり、

直しまでやります。商品の詰め替え、ラベルの交換などもやっています。詳しくはうちのウェブサイトを

見てください。 

www.statcowarehouse.com    

             

Q どのようなカテゴリーの商品を扱うのですか? 

 

A アパレル、化粧品、電気製品、おもちゃ、家具、お酒、ワイン、日

用品などですが何でも可能です。 

 

Q シッピングの段取りを説明してください。 

 

A 私たちは、WMS (Warehouse Management System )というソフトに

したがって、正確なシッピングの流れを作っています。それは、倉庫に海外からの商品が入荷された時

から出荷される時点まで管理いたします。さらに、EDIシステムも完備していますので、大手チェーン店

にも毎日のように出荷しています。この流れは大変複雑ですが、全て私たちが処理しますので、商品

のメーカーは煩雑な仕事から解放されるのです。 

             

Q どのように正確なシッピングを行なっているのですか? 

 

A すべての出荷が 100％正確にするように、スキャンで行うとともに、人手でも行なっています。何より

も、出荷に慣れている経験者を揃えています。 

 

Q オンラインを通した個人からの注文にも応えられますか? 

 

A E コマースの取引ですね？最近は増えてきました、全く問題ありません。毎日個人宛のギフト関係

の出荷を行なっています。ギフト用は、ギフトラッピングまでやります。当社から、一点一点の商品を個

人宛に送っています。このやりかたを、ドロップシップ（Drop Ship）とアメリカでは呼んでいます。 

 

Q アメリカに進出する日本企業にアドバイスはありますか? 

 

A 3億人の人口を抱えるアメリカ市場は今後も大きな市場であり続けます。現在の景気後退の状況は

日本企業にとってむしろチャンスと思います。うちの取引先の中でも、景気のよかった時はそうでもなか
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ったのですが、景気後退以降急激に出荷が増えている企業があります。目新しい商品を扱っている会

社です。この時期に、日本の優秀な製品をアメリカに広げることが可能でしょう。そして、市場が上向き

になっていけば大きなビジネスに発展できます。アメリカでは注文を得ることは、商品さえよければ難し

くないのです。難しいのは、1000店単位のお店に毎日のように商品を遅れることなく届けることです。

納品が遅れれば、空の棚をつくってしまい、他の会社の商品が入り込んでしまうチャンスを与えてしま

いますから。 

 

Q 貴社の最大のセールスポイントはなんですか? 

 

A 安全と正確さです。そして、ニューヨークから来やすいということでしょう。 

 

Q EDIシステムはいかがですか? 

 

A EDIシステムは長い間経験がありますので、何の問題もありません。EDIセットアップのお手伝いも

出来ますし、すべての書類、フォーマットの扱いに慣れています。940 – 945 documents, CSV format, 

X12 and TXP. などです。 

                        

Q ありがとうございました。  

 

 

 4 代金の回収 

 

 

アメリカ市場で代金の回収方法を完璧に整えておくことは重要なことである。｢家具業界の支払いは他

の業界と比較してよい｣という声も聞くが、市場に慣れていない外国企業は狙われやすいということもあ

り、リスクは出来るだけミニマムにして、代金回収に時間をかけずに市場開拓のほうにかけたいものであ

る。回収方法にはいくつかあるが、「回収の流れ」をここで説明する。 

 

① 受注 (Order) 

 

展示会や個別営業で獲得した注文書（PO）をまとめる。展示会で、注文を受けた場合には、支払方法

について基本的な話し合いを行い、書面にサインをしてもらう。一般的な方法は、「お支払はどういう方

法にいたしますか？」という質問を行い、先方が、クレジット･カード支払い、COD支払い、NET30や 60

決済のいずれかを希望する。それらに対する受け入れ体制をあらかじめ準備しておかねばならないの

である。何の根拠もなく、｢うちの製品を本当に気に入ってくれたから｣「良さそうな人だった」というような

理由で｢信用売り｣をするのは危険である。 

 

* NET30・・・納品後、30日以内に代金を支払う。 
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② 信用調査 (Credit Check) 

 

ⅰ ファクターによる信用調査 

 

アメリカの取引先の信用度(Credit Rank クレジット･ランク)を調査しなければならないが、日本企業にと

っては下記に説明するファクター（Factor）の存在が有効である。ファクターは、注文した店舗の信用度

を調べて、売掛金を保証する金融機関である。ファクターの信用調査によって、信用度が高いと分かっ

た店舗からの受注は問題ないが、ファクターに信用度が不明、悪いと判断された店舗の注文は十分な

対策が必要である。ファクターは、ビジネスが継続的に行われる場合は大変有効である。ファクターの

仕組みは「④ファクタリングの仕組み」にて説明する。 

 

ⅱ 信用調査会社 

 

企業の信用調査を行う場合は、信用調査企業で調査を依頼したほうがよいだろう。契約が必要だが、1

件当たりの簡単なレポート（2ページ）は、20-30 ドル程度である。Dun & Brad Street 社（ダン･アンド・

ブラッド・ストリート）が良く知られている。同社と契約して会員になる必要がある。 

 

アメリカのウェブ･サイト - http://www.dnb.com/us/ 

 

ただし、同社によって信用調査をした場合、「信用ランクが低い会社」と、「信用ランクが高い会社」は明

確な評価であらわれるが、実際はその中間の会社が多く、結果はグレイで判断がつかない場合も多い。 

 

ⅲ クレジット・リファランス（Credit Reference） 

 

アメリカでは、同業者（他の競合企業）に顧客の信用度を問い合わせることも行われている。これは費

用がかからず、かつ正確な方法ではある。顧客は、受注時に｢主要取引先リスト｣（Reference）を、提出

してもらう。そのリストから 1-2社を選んで、顧客の信用度を手紙で照会する。経費は掛からないが手

間と時間はかかる。｢このお店との取引はいかがですか?問題はありませんでしたか?｣というような手紙

を送るのである。返事は 7割ほど返ってくる。他の同業者からも質問が来る場合もある。 

 

③ 回収方法  

 

代金の回収方法には色々な方法があるだろうが、ここでは一般的な方法を説明する。 

 

ⅰ ファクタリング（Factoring） 

 

先に簡単に説明したが、日本企業がアメリカ市場で販売を拡大する場合には、最も強い味方になる信

用調査･回収保証機関である。ファクタリング（Factoring）のシステムの詳細は次項で説明する。費用は、

納品金額の 2-3％である。ただし、アメリカ法人でなければ契約ができないため、現地法人であるか、
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http://www.dnb.com/us/


現地のエージェントを通さねばならない。その契約は、年間契約をしなければならず、注文があるとき

だけというわけにはいかない。 

 

ⅱ ネット 30支払い（NET 30 Payment） 

 

信用調査をした結果、クレジットランクが高い取引先は、NET30

と言って、納品後 30日に支払うという取引条件が多い。30日間

の信用取引である。NET60 ということもある。納品から 30日後に

店舗から小切手が送られてくる。アメリカでは銀行振り込みという

ことはまずない。この条件は、信用度の高い取引先のみに適用

する。 

 

ⅲ クレジット･カード決済 （Credit Card Payment） 

 

クレジットカードを使う回収もアメリカでは一般的である。メジャーのクレジット･カード会社

（VISA,MASTER,AMERICAN EXPRESS）と契約してカード決済を行うのである。これも安全な方法であ

る。ただし、口座に残高が少なくてカードの金額が落ちない、支払い限度の達しているために落ちない

（Decline）ということも起こりうる。クレジット･カードの口座を設けるには、アメリカに登録された企業でな

ければできないので現地法人か提携したエージェントが必要になる。 

 

ⅳ COD現金交換決済（Cash On Delivery Payment） 

 

COD取引もアメリカでは一般的な回収方法である。運送会社が商品を配達した折に、小切手と引き換

えに荷物を渡すというものである。ただし、会社小切手（Company Check）が、バウンス（Bounce不渡り）

することもあるので、銀行保証小切手（Certified Check）による COD取引が安全である。しかし、店舗

側が銀行保証小切手を作成する費用と時間がかかることから嫌がる場合は多い。アメリカでは、不渡り

と言っても日本のように倒産とはならず、単に当座残高が不足して小切手が有効にならないことが起き

る。 

 

ⅴ 先払い（Prepaid） 

 

納品準備ができたら、店舗に連絡して会社小切手を送ってもらい、現金化できた時点で納品する方式

である。この方法は 100％安全である。しかし、小切手の郵送、現金化（約 1-2週間）に時間がかかる

ので、納品時期が遅れる欠点がある。 

 

 

主に、この 4つの方法が一般的である。アメリカの店舗が、注文時に日本の銀行口座に送金で先払い

するというのは難しいであろう。 
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売掛金が万が一焦げ付いた時は、それを回収してくれるコレクション･エージェンシーという会社も存在

する。 

 

* コレクション･エージェンシー（ Collection Agency）： 

商品が納品されたが、何らかのことで売掛金回収が不可能に

なった場合は、コレクション･エージェンシー（売掛金回収会社）

に回収を依頼することができる。通常、売掛金の 20-25％が手

数料となる。この費用は成功報酬なので、回収できなかった場

合は発生しない。焦げ付いた売掛金回収には効果的である。 

 

④ ファクタリングの仕組み 

 

信用調査の方法は、信用調査会社のデーターを購入することも可能だが、信用調査レポートを見ても、

グレーな内容が多く判断が中々難しい。日本企業にとって効率的で簡単なのは、ファクタリング会社に

よる信用調査と回収である。ファクタリング会社はファクターとも呼ばれ、全米のあらゆるカテゴリーの小

売店情報を持っている。ファクタリングの仕組みは次のようなものである。 

 

ⅰ ファクタリングのシステム 

 

 ・ 受注内容をファクタリング会社に提出する。（オンラインを使う） 

 ・ ファクタリング会社は膨大なデーターを使ってその小売店の信用状況を評価する。 

 ・ 評価が高ければ、その受注の保証を受け付ける＝Approval(承認) 

 ・ 信用評価が低い場合、ファクターはその受注の保証を拒否する＝Reject（拒絶） 

 ・ 新しい店舗で、信用実績が蓄積していない場合も Reject（拒絶）である。 

 ・ Approval（承認）を出した受注については、何が生じてもファクターが保証する。 

 ・ Reject（拒絶）した受注は、ファクターが保証無しに引き受けることもできるし、小売店には、「ファク 

 ターが商品してくれないので COD決済かクレジットカード決済をお願いしたい」と交渉する。 

 ・ Reject（拒絶）された店舗が、ファクターと交渉して承認に変えることもありえる。 

 

ⅱ ファクタリングのメリット 

 

・ 信用ランクの高い店舗の承認 Approvalはすぐに出る

ので、取引が迅速になる。 

・ 小売店はファクタリング会社を介している請求を優先

的に支払う傾向にある。 

・ Reject拒絶した小売店には、「ファクタリング会社が

Reject したので取引条件を変更する」と交渉しやすく

なる。 
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ⅲ ファクタリング会社との契約 

 

自社で信用チェックを行うことはかなり手間がかかることから、ファクタリングを採用する方が日本企 

業にとっては便利である。ただし、ファクタリング会社と「年間契約」しなければならず、契約するには 

「アメリカ法人」であることが条件である。 

 

ファクタリング会社からの入金は毎週銀行振り込みによって行われるのでアメリカの銀行口座が必要で 

ある。アメリカでは銀行口座を設けるにも、やはりアメリカ法人でなければ作れない。したがって、日本 

企業は、適正な回収体制を作るには現地法人を設立するか、アメリカ国内にエージェント、提携先が必 

要となる。契約内容やシステム内容はファクターによって異なる。 

 

ⅳ ファクターからの入金とその明細 

 

店舗は、支払期日にファクターへ小切手を送る。ファクターは、コミッションを差し引いて、毎週一度銀

行振り込み、あるいは小切手を送ってくる。同時に取引の明細書が送られてくる。 

 

ⅴ コミッション 

 

ファクターによって色々だが、取扱額の 2-3％くらいである。信用調査で、Reject 拒絶された場合のコミ

ッションの請求はない。 

 

ⅵ 最低取引金額 

 

ファクターによっては、年間の最低取引金額を設定しているところもある。年間コンスタントに売り上げ

がない場合や売上げが小さい場合は負担が大きい。月間の最低取引金額の条件がないファクターを

選択したほうが良い。あまり小さいファクターの場合は、信用調査の情報が少ない場合もあるので、ファ

クターの選択には注意すべきである。CIT など大手ファクターかその提携会社が情報量が多くて有効

である。 

 

ⅶ ファクター選択のポイント 

 

・ 情報量が多いこと 

・ 月間最低取引金額はないこと 

・ コミッションが適正であること 

・ 問い合わせが多くなるので、カスタマーサービス体制が整っていること 

・ コレクション･エージェンシー社も持っている会社ならばより便利である 

 

ファクターによっては、年間売り上げが小さいとメリットがないということで取引を申し込んでも断ってくる

こともある。その場合は、大手ファクターと契約している小規模のファクターを選べばよい。 
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⑤ 代金回収のポイント 

 

ⅰ スムースな流通 

 

アメリカ市場は広大なので、取引先が何百何千になることは十

分ありえる。その場合、信用調査と取引条件決定がスムーズに

流れていかないと、流通に支障が出てくる。ある程度の規模の

会社は、Credit Department（信用調査部）を部として備えてい

るくらいである。そのために、ファクターとの取引は、日本企業

にとって貴重な存在である。ただし、ファクターは全ての売掛金

を保証するものではなく、信用調査にパスした（承認した）取引

先の売掛金を保証するのみである。 

 

そこで、問題はファクターの承認 Approvalから漏れた取引をどうするかである。クレジット･ランクが著し

く低い取引先や訴訟を抱えている会社の取引は断ればそれでよいが、歴史が浅くてファクターのアプ

ルーブ（承認）が取れない取引先も少なくない。その場合には、クレジット･カード決済、銀行保証の小

切手による COD決済との組み合わせによる回収体制を組んでおくとよいだろう。 

 

ⅱ 決済方法決定の流れ 

 

決済方法はいくつかの選択があるが、信用状況の審査をしてみないとどういう方向に行くかは分からな

い。信用調査をしてその結果、再度交渉をするというのも煩雑であるので、企業によっては次の方法を

とっている。これは大変合理的な方法である。 

 

・ バイヤーは注文する＝POにサインする。 

・ 支払方法の希望をバイヤーに尋ねる。 

・ その希望に沿うことが出来るかどうか審査を経ないと分からないので、二番目の方法も決めておく

ようにする。 

・ ｢支払い確認書｣（Payment Agreement）に、第一の支払方法、2 番目の支払方法を記入してもらう。 

・ 審査の結果、そのどちらかの方法をとる。 

 

ⅲ 組織の準備 

 

受注、回収と流通をスムースに行うためには、アメリカに現地法人を作るかエージェント、提携先を作る

必要はある。言葉を変えると、それら無しにはアメリカでのビジネスは難しい。アメリカに現地法人を作る

かエージェント、提携先を作る方法については、第七章｢組織戦略の課題｣にて説明する。 
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5． カスタマー･サービス 

 

 

アメリカ市場では、日本以上にカスタマー･サービスの役割が重視されている。カスターマー・サービス

は次のような業務を担う。 

 

① 店舗からの商品問い合わせ 

② 消費者からの商品問い合わせ･クレームの処理 

 

1-800からはじまる番号の無料電話を用意する企業が多い。大手チェーン店、デパートと取引する場

合は、この点は重要視される。 

 

アメリカ企業は電話による消費者からの問い合わせを減らそうと、商品パッケージに問い合わせ専用の

ウェブサイトを記載している企業も増えている。消費者はウェブサイトを開いて、｢よくある質問｣

（Frequent Questions）を見れば大抵の質問の答えが見つけられるようになっている。商品のクレームも

質問もそのウェブサイトからできる。 

 

 

6 営業フォロー 

 

 

① アメリカの企業の営業フォロー 

 

アメリカの企業は、大手チェーン店以外には日本企業ほど営業フォローは行っていないようである。日

本では営業フォローは非常に細かく行なわれている。アメリカでは、通常、電話や E メールで行なわれ、

店舗に行くということは少ない。ただし、食品業界、細かい雑貨などの場合は店舗の在庫商品をチェッ

クする必要があるため、｢サービス･レップ｣（Service Rep）を雇って店舗へ派遣して、営業フォローする

場合もある。 

 

② ニュースレターの活用 

 

アメリカの企業は、顧客が多いために、ニュースレター(News Letter)によって商品の情報、展示会のお

知らせなどを通知する。この方法を郵便で送るのではなく、効率的に E メールで送るようにしている企

業が増えてきている。 
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受注書サンプル（P.O.） 
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支払い確認書サンプル(P.A.) 
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店名：

地域：

バイヤー名：

連絡先：

店舗の種類： デパート、チェーン店、専門店

その他

バイヤー： 男性（　　名）　　 女性（　　名）

特徴：

反応： □　非常に気に入っていた

□　気に入っていた

□　関心がない

価格、デザイン、色、用途

その他　　　　　　　　　

□　依頼されたこと

・カタログを送る ・資料を送る ・写真を送る
・その他

□　その他の反応

   

ビジネスのオファー：

ビジネスの可能性： 高 中 低 不明 記
入

その他 注文した 者

名刺

アイテム名：

/     / 2010

□　問題点を指摘された

Reaction Memo　＠              Show
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Show: /     / 2010

Line:

store：

City State：

Buyer name:

Contact Email:

Store: Department store, 　Chain store(                    stores)

Specialty Store(                        )     

Others  (                                      )

Buyer: Male x           Female x Good  taste    Professional

Looking:

Reaction: □　They like very much
□　They like
□　They are not interested

Price     Color    Design     Size
Others(                                                        )

□　Requests
-send catalogue --send photos.
-others

□　The buyer marked in the line sheet.
   

□　The buyer took :     Press Kit.   Line sheet   Business card

Offer from store:

 Possibility High Med Low Sign

Card

□　Problems

Reaction Memo
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○　ブースを見ているバイヤーに.

販売スタッフ どうぞ中にお入り下さい. Sales person Come on in, please.
中には、日本の家具製品がたくさんあります。 We have a lot of Japanese furniture in our booth.
どうぞ、ご覧下さい. Please take a look.
はーい、こんにちは。いかがですか？ Hi ! How are you ?
いらっしゃいませ. May I help you?
何かご質問はありますか？ Do you have any questions?
ご質問があれば私に聞いてください. If you have any questions, please let us know.
どちらからお出でですか？ Where are you from?

○自己紹介

販売スタッフ 私は、太郎といいます. Sales person My name is TARO.
はじめまして、お会いできて光栄です. Nice to meet you.
私たちは日本から来ました. We are from Japan.
私たちの会社は日本のXYZといいまして、もう100年営業をしています. Our company is XYZ .

We have been in existence for 100 years.
私たちの商品のポリシーは、品質の高さを維持することです. Our production policy  is that we maintain high quality.

○生産地について

販売スタッフ これらの商品は、日本で作られたものです. Sales person The merchandise is manufactured in Japan.

○　価格の質問　

バイヤー これはいくらですか？ Buyer How much is this?
価格は？ What is the cost of this item?   What is the price point?
どのくらいの価格帯ですか？ Where are the prices located?
価格は、どうやって見るのですか？ How can I find prices?

販売スタッフ 650ドルです。 Sales person It is $650.
アメリカでの価格です。 It's the  landed price in the US.
全ての価格は、札に書いてあります. All prices are on the hang tags.

Conversation in the booth 
ブースの中での会話
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○納期について

バイヤー この商品の納期はいつですか？ Buyer When do you deliver ?
10月1日に納品してくれますか？ Could you ship on Oct.1st ?
何処から送るのですか？ Where do you ship from?

販売スタッフ この商品の納期は、8月30日です. Sales person The delivery is eight-thirty.
この商品は、いつでも納品できます. This item is immediate.
10月1日に商品を送ります. For you , we can ship these items by Oct. 1 st.
当社の配送システムは素晴らしいですよ. Our company has an excellent shipping record.
納期どおりに送ります. We ship on time.
LAから送ります. We ship from Los Angeles, California.

○　素材について

バイヤー この素材は何ですか？ Buyer What is this material?

販売スタッフ 日本製の大変質の高い素材です. Sales person This is a high quality Japanese material.
日本の素材は大変品質が高いのです. Japanese material is well known and high quality.

○　色について

バイヤー この商品で、黒はありますか？ Buyer Does this product come in black?
他の色はなにがありますか？ Do you have any other colors?

販売スタッフ 残念ながら、黒はありません.　白ならあります. Sales person I'm sorry we don't have black. Instead we have white.

○　ラインシートについて

バイヤー ラインシートはありますか？ Buyer Do you have a line sheet?

販売スタッフ はい、あります。 Sales person Yes,we do.
どうぞお持ちください. Please take one.
注文をつけた方にしか差し上げていません. We give it to buyers who have ordered.
ラインシートは、ありませんので、展示会後送ります. Right now we don't have any more line sheets . 

We will be more than happy to mail one to  you.
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○　デザインについて

バイヤー 素晴らしい商品ですね. Buyer This is wonderful.

販売スタッフ この商品は、大変人気があります. Sales person Everybody loves  this item.

○　注文　

バイヤー それでは、つけましょう。 Buyer Now I will order.
注文します. I want to write.
今日は、メモをとります. I will only take notes today.
あとで、FAXで注文して良いですか？ Can I order by fax after the show?
注文書を下さい. May I have a P.O. please ?

販売スタッフ わかりました.　 Sales person OK. Good.
それでは、品番をいってください. Please tell me the style number.
私が注文書を書きましょう. I will write it for you.
あとで、FAXで注文を送ってください. You can order by fax.
できるだけ早く注文してください. We would like for you to order as soon as possible 
すぐに生産を開始します.      because we will start to manufacture soon.

○　取引条件

バイヤー 最低取引枚数（ミニマムオーダー）はありますか？ Buyer Do you have a minimum purchase ?
初めは、わからないので、少しだけ注文したいのですが…. I want to order a small amount the first time, because 

   we will need to see how well the items sell.
追加注文は出来ますか？ Can we reorder?

販売スタッフ ミニマム･オーダーは、全部で、＄1000からです. Sales person Minimum is ＄1000.

○　支払条件

バイヤー うちは全て、NET30でやってもらっています.それでいいですか？ Buyer With all manufacturers, we only accept NET30. 
  Is that o.k. with you?

現金交換でも構いません. We accept COD .
ファクターは使っていないのですか？ Does your company work with a factor ?
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販売スタッフ うちは、全ての取引をCITファクターを通しています. Sales person We work with CIT Factors to do business with.
COD取引でお願いできますか？ Do you accept COD?
うちはお店の小切手は受け取りません. We don't accept company checks.
銀行保証小切手が必要です.  We will need a certified check .
会社で検討してから、お返事したいのですが、良いですか？  Is it o.k. with you to respond  later  because I must

    first speak to my boss.?

(覚えておきたい用語)

展示会 Trade show 絵型 Line sheet 営業マン Sales person
出展者 Exhibitor 注文書 P.O. 販売担当者Sales rep.
準備 Set up 返品 Return 納品書 Invoice
注文 Order 現金交換 C.O.D. 手数料 Commission
納期 Delivery 会社小切手 Company check
現物 Immediate 銀行保証小切手 Certified Check
会社概要 Company profile　 発送 Shipping
品質表示 Care label 信用 Credit
卸値 Wholesale price 信用調査 Credit check
小売価格 Retail price 取引先一覧表 Reference
商標 Trade mark 高級品 High end product
関税 Custom duty 低級品 Low end product
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第五章 アメリカの販売対象 

 

 

1. 販売対象の分類 

 

家具の販売対象を細かく分けると次の通りになる。この中から、販売戦略に組み込む対象を検討して

いく。 

 

① 家具専門店 

② ホーム専門店 

③ オンライン・ショップ企業 

④ 家具チェーン店 

⑤ デパート 

⑥ インテリア・コーディネイター 

⑦ 設計事務所・建築デザイナー 

 

 

2 販売対象の分析 

 

 

①  家具専門店 

 

ⅰ 店のあらまし 

 

家具を扱っている専門店は、各都市に存在する。その店には、

家具・インテリアがトータルで揃っている。家具専門店の中には、

ハイエンドの店舗、大衆的な店舗があり、商品の品揃えが大き

く違う。ウェブサイトで自社の営業対象になるかどうかをはじめ

に判断する。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

家具専門店の商品の仕入れは、展示会で発注したり、ショールームに行って発注する。セールスが店

舗に行ってカタログを使って受注することもある。取引の継続している取引先は電話、E メール、オンラ

インによる仕入れも行う。納品には特にルールがなく、インヴォイスを添付して運送会社を使って発送

する。取引が安定的に継続している場合は、NET30、NET60の取引で、新規取引先にはファクタリング

を通すか、クレジットカード決済、COD決済を求める。取引自体は、シンプルで難しい点はない。 
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ⅲ 営業方法 

規模の大きい展示会にて多くのバイヤーと出会うのが効率的である。ニューヨークの ICFF展がふさわ

しい展示会であろう。各都市にある有力なハイエンド店には、商品のカタログを送り、営業的なコンタク

トを展示会前から持ち、展示会案内を送り、アポをとってブースで商談が出来れば一番よい。かなりの

有力店であれば、アポをとって店舗に行き商談を行うという方法も良い。大都市にあるショールームと

提携して専門店を開拓することも可能である。アメリカ・ビジネスの初年度には特に力を入れる対象で

ある。 

 

参照：資料 「アメリカの店舗リスト」 

 

② ホーム専門店 

 

ⅰ 店のあらまし 

 

アメリカには、多くのホーム専門店がある。ホーム専門店の取り扱う商品

は、家具、照明、ホームテキスタイル、キッチン製品、大工道具、ガーデ

ンなどの家庭で使う細かい備品などを扱っている。したがって、ほとんど

のホーム専門店では、家具コーナーをもっている。ホーム専門店は店

内に様々なホーム商品が並べられているので、雑多な感じの店舗が多

く、空間をゆったりとった家具のディスプレイは尐ないかもしれない。家

具製品も低価格の大衆的な商品が多いので、できるだけハイエンド対

象の店舗を選択する。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

商品の仕入れは、展示会で発注したり、ショールームに行って発注する。電話、E メール、オンラインで

注文することもある。納品には特にルールがなく、インヴォイスを添付して運送会社を使って発送すれ

ばよい。取引が安定的に継続している場合は、NET30、NET60の取引で、新規取引先にはファクタリ

ングを通すか、クレジットカード決済、COD決済を求める。取引自体は、シンプルで難しい点はない。 

 

ⅲ 営業方法 

 

店内の商品量が非常に多いので、バイヤーは他のカテゴリーと共通している場合が多い。家具商品に

ついての専門知識も尐ない。全体の店舗は大きくとも、家具のコーナーはそれほど場所をとっていない。

バイヤーとはホーム展、家具展にて出会うことは出来るが、ハイエンドの店舗を開拓するのであれば、

個別に営業する。 

 

③ オンライン・ストア 
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ⅰ 店のあらまし 

 

アメリカでは、オンラインショッピング、カタログショッピングがますます増えており、人気が高い。オンラ

イン・ストアの企業は数多くある。 取引形態はそれほど複雑ではない。展示会でオファーがあった場合、

影響力が大きいオンライン・ストアであれば取り組んでも良いのではないか。選択基準は、有力な家具

企業がはいっているオンライン会社との取り組みが確実である。ただし、高価格帯をこの中で売ること

は容易でないことから、低価格帯の家具に限られるだろう。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

注文と回収だけはオンライン・ストアが行って、流通はメーカー側でやるという方式（ドロップ･シップと呼

ばれる）になる。オンライン・ストアにとっては、リスクが最小限に抑えられるメリットがある。メ

ーカー側にとっては、商品の動きが細かくつかめる。そのような個人宛の細かい納品作業（Pick & 

Pack）は時間と手間がかかるが、ウェアハウス企業で可能である。この場合は、在庫をアメリカ国内に持

つことがポイントである。 

 

ⅲ 営業方法 

 

オンライン・ストアはイメージを重視する傾向があるので、アプローチして商談に持っていくより

も、展示会で商品を見てもらうほうが、商品イメージ/内容を伝達できる。展示会ではオンライ

ン･ストアのバイヤーがよくブースに訪れる。展示会前に、どの会社がよいかをある程度絞っておいた方

が対策は立てやすいし商談の実りは大きい。 

 

参照：資料 「家具を扱うオンライン・ショップ･リスト」  

 

④ 家具チェーン店 

 

ⅰ 店のあらまし 

 

家具のチェーンは、ポッテリーバーンに代表されるよう

に、ハイエンドな店作りをしているものもあれば、ホー

ムデポ Home Depot のように大衆的なチェーン店もある。

数百店規模の全国チェーン店（クレートアンドバレル Crate& 

Barrelなど）や地方の数十店規模のチェーン店（デザインウィ

ズインリーチなど）もある。「品揃えの豊富さ」｢価格｣で顧客

をつかんでいる。業界では「主役」の存在であるが、チ

ェーン店によってはブランドの付いた商品の仕入れはせ

ず、企業ブランドをつけた OEM ビジネスしか行わないところもある。 
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ⅱ 商品の仕入れと納品 

商品は、100％本部仕入れになるので、展示会で出会ったとしても、ショールームかバイヤー・オフィス

での商談になる。納品は、シッピング･マニュアルを作っているのでそれに従う。EDIシステムを導入し

ているチェーン店が多い。小規模のチェーン店であれば、専門店との取引と変わりはない。 

 

ⅲ 営業方法 

 

展示会にて出会う可能性は高いが、バイヤーをひきつけるためのブース作り、ディスプレイ、プレゼン

テーションが重要な要素となる。本部に売り込みにアプローチしても、｢資料を送ってください｣という結

果になり前に進みにくい。一番良いのは、展示会でインパクトのあるディスプレイによってきちんと商品

を見せて、後日商談にて話を煮詰めるという方法である。大きな売上げにつながるので、受注のみを急

ぎすぎて、プレゼンの準備が中途半端なうちに話を進めると商談アポが取れても、結果的にビジネスが

成立しない可能性もある。 

 

⑤ デパート 

 

ⅰ 店のあらまし 

 

ブルーミング･デールズ、メイシーズといったデパートは数多くの店

舗を全米にもっているので最重要の対象である。商品は、ハイエ

ンドの商品が多く、ブランド志向が強い。デパートの中には、ファッ

ションが中心で家具の扱いが尐ないところもある。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

本部による仕入れ体制をとっており、商談、受注、納品までには時間がかかる。EDIシステムを持って

いなければ取引ができない。シッピング･マニュアルも非常に複雑で、体制を整えるには時間を要する。

販売体制、流通体制、ラベルも完璧でないと注文はしない。 

 

ⅲ 営業方法 

 

販売体制、流通体制、カスタマーサービス体制が整った後に、アプローチ、商談を行なうべきである。

理想的なのは、バイヤーと展示会で出会い、商品を気に入ってもらい、仕入れ本部でのプレゼンテー

ションという流れである。 

 

参照：資料 「デパート･チェーン店リスト」  

 

⑥  インテリア・コーディネイター 

ⅰ ビジネスのあらまし 
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インテリア・コーディネイターは、個人や企業から住宅やオフィスのインテリアの請け負うビジネスである。

彼らは発注者の好みに合わせ、商品コーディネイトをする。そのために、必要な家具を選択する。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

インテリア・コーディネイターからの相談を適宜受け、注文が来る。納品は、納期に合わせて指示された

場所へ運搬、納品する。 

 

ⅲ 営業方法 

 

インテリア・コーディネイターにカタログを持っていてもらい、展示会情報、商品情報を知らせておく。継

続的にコンタクトしておき、商品を選んでもらいやすい状況を作っておく。ICFF展には、多くのインテリ

ア・コーディネイターが訪れる。 

 

⑦ 設計事務所・建築デザイナー 

 

ⅰ ビジネスのあらまし 

 

個人や企業が新しく住宅、オフィスを作る時に、設計事務所・建築デザイナーと緻密に計画を練るわけ

だが、デザインのイメージを明確にするために家具の選択についてもその時に検討することがある。し

たがって、設計事務所や建築デザイナーは、家具販売の対象になる。 

 

ⅱ 商品の仕入れと納品 

 

設計事務所や建築デザイナーからの相談を適宜受け、注文が来る。納品は、納期に合わせて指示さ

れた場所へ運搬、納品する。 

 

ⅲ 営業方法 

 

設計事務所や建築デザイナーにカタログを持っていてもらい、展示会情報、商品情報を知らせておく。

継続的にコンタクトしておき、商品を選んでもらいやすい状況を作っておく。ICFF展には、多くの建築

関係者が訪れる。 

 

 

3 .店舗訪問調査 

 

ニューヨーク、ロサンゼルスにおいて 14 店舗の店舗訪問調査を行った。 
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Area

store information:

THE CONRAN SHOP 407 East 59th Street www.conranusa.com

New York, NY 10022 TEL 866-755-9079

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photo:

日本の商品 あり

店舗訪問調査シート

　　NY-MID TOWN

インテリアデザイン事務所、レストランなど幅広く事業を行うコンラングループの一部門。自身も家具デザイナーであ
り、インテリアデザイナーであるテレンス・コンランにより、1973年ロンドンに第一店舗がオープンされた。現在は、アメリ
カ、フランス、そして日本に店舗が広がり、全世界に8店舗を構える。販売方法は、店頭販売のほか、オンライン販売、
カタログ販売なども行う。オープンしてから10年目を迎えるNY店は、現在の路面店から、2010年4月にABC
Carpet&Home店内に店舗を移す。

HOME商品全般を広く取り扱う。全体的なデザインはコンテンポラリーテイストにまとめられ、家具、ライト、キッチン用
品、置物、額、写真フレーム、時計、クッション、ラグ、プランター、花瓶、ポスターなど多岐に渡る。デザインはシンプル
でカラフルなものが多く、個性的なアートデザインが多い。価格帯は中程度。特に高価格なものは少ない。バイヤーは
こだわった商品を集めており、訪れるものを楽しませる商品構成である。ギフトに最適な商品も多く、クリスマスなどイ
ベント時期には多くの人で賑わう。日本企業の商品も多いので、アプローチは容易に出来るものの、コンスタントで大き
なビジネスは期待できないかもしれない。バイヤーは常に目新しい商品を探しているからである。

Ａ店のランク
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Area

store information:

west elm 1870 Broadway  www.westelm.com

New York, NY 10023 US TEL:212.247.8077

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photos:

店のランク

　　NY-Upper West

家具全体がコンテンポラリーのデザインを基調として構成されており、商品の種類は少ないものの、アメリカのヤングミ
ドル受けしたデザインをアピールしている。全体的な価格帯は低く、買いやすい。品質は高くはないものの、「かっこいい
ライフスタイル」を演出する。デザインの中には、「クセ」のあるものも少なくなく、ビジネス的に難しさも絡む。店舗の歴史
は長くはないので、まだ売れ筋構成がうまくまとまっていない。しかしながら、価格とマーケティングのバランスはよく取
れており、少しずつファンが増えているようだ。課題は多いものの、今後成長が期待できる。日本企業にとっては、価格
上の問題はあるが、販売の対象とするだけの価値のあるチェーン店である。

店舗訪問調査シート

Williamｓsonoma,Inc.の一部門。2002年設立。Williams snoma,Inc.グループの中で最もエコノミックな価格帯の商品を扱
い、店頭販売、オンライン販売、カタログ販売の3通りの販売体制をとる。「よいデザインで、世の中をより良くしていく」を
モットーとし、オーガニックコットンや、資源ごみからリサイクルされた原料で作られた商品などを扱う。シックで洗練され
たデザインを、このような環境に優しいナチュラルな素材を使用しながらも、非常に買いやすい価格で打ち出している。
家具製品のほとんどが、都会の小さな家やアパートに合うように特別にデザインされている。現在、20州に38店舗を構
え、カナダ、プエルトリコにも店舗がある。

A 日本商品 なし
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Area

store information:

POTTERY BARN 100-104 SEVENTH AVENUE www.potterybarn.com

NEW YORK, NY 10011 TEL:646-336-7160

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photo:

1949年ロウワー・マンハッタンに単独店としてオープン。1986年Williamssonoma,Inc.グループの一部となる。現在全米、カナ
ダ合わせて200を超える店舗を構える。店頭販売の他に、カタログ販売、オンライン販売も行う。アメリカにおけるホーム
ファーニッシングの先駆けで、系列店のPotteryBarnBed+Bath,PotteryBarnOutdorSpaces,PotteryBarnKids,そしてPBteenを
率いる。洗練された質の高いインテリア商品を、リーズナブルな価格で販売しているため、客層の幅は広い。

なしA 日本の商品

店舗訪問調査シート

この店はホームにあるあらゆるカテゴリーの商品を扱っている。リビングルーム、バスルーム、キッチン、ダイニングルー
ム、ベッドルーム、デンの家具が中心で、各アイテムの種類は多くはなく、通常2～3種類、多くても5種類程度の品揃え。商
品は全体のカラーコーディネートがしっかりされており、選び抜かれたデザインが揃えられている。色は、大手ペイント企業
のBenjaminmoore（ベンジャミン・ムーア）社とのコラボレーションにより行われているほどのこだわり様である。店内にはベ
ンジャミンムーア社作成の色目カードなども置かれ、消費者が家のコーディネートがし易いように心配りがされている。全体
的にはトラッド及びアーリーアメリカン調のデザインがシンプルにまとめられている。高価格帯のものは見られず、中（もしく
は低）価格帯でまとめられているのがこの店の特徴である。商品の雰囲気はハイエンドのものが多いが、実は中価格帯の
ものが多いので、非常に買いやすい戦略をとっている。店内のディスプレーも極めてプロフェッショナル。小売店というより
は、ショールームのように、このブランドの雰囲気の良さを「魅せる」展示をしている。感性の高さを強く打ち出している。

店のランク

　　NY-Chelsea
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Area

store information:

CB2 451 Broadway www.cb2.com

New York, NY 10013 TEL 212-219-1454

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photo:

Crate and Barrel のセカンドラインとして、２０００年、シカゴに第一店舗がオープン。現在ニューヨーク、サンフランシス
コ、バークレー、ロサンゼルス、マイアミに７店舗を構える。CB2はシンプルでありながら、細部にこだわったデザインを
買い易い価格で打ち出すことを目的とし、店頭販売だけでなく、オンライン販売、カタログ販売も行う。アパートやロフト
における、モダンデザインをコンセプトとしている。こなれた価格とカジュアルなデザインが特徴的である。今後も店舗
拡大していくだろう。

B

キッチンアイテム、リビングアイテム、ベッドルームアイテムを中心に、ホームに関わるあらゆる商品を扱うライフスタイ
ルショップ。全ての商品がコンテンポラリーデザインで統一され、商品量も豊富に取り揃えられている。カタログに掲載
されている商品だけをみても、ほぼCB2の商品だけで部屋のトータルコーディネートが出来るほどのボリュームである。
デザインの基本は、白のベースカラーに、グリーン、ブルー、オレンジでアクセントをつけたポップなもので、ライフルタ
イルをカラフルに演出している。ほとんどの商品はシンプルで、アート性には欠けるが、低価格帯なのでヤング層には
支持されている。

店舗訪問調査シート

　　NY-SOHO

店のランク 日本の商品 なし
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Area

store information:

CALYPSO HOME 407 Broome Street www.calypso-celle.com

New York NY 10013 TEL 212-925-6200

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photo:

店のランク 日本の商品

ファッション系のHOME店なので、洗練されて選び抜かれた商品を販売している。家具よりも家具、インテリア雑貨中心の
商品構成。家具は、ソファ、ベッド、インテリアは、鏡、クッション、オーナメント、写真立て、つぼ、置き物、アート製品など
多くの商品があり、ギフトとしても最適な商品が多い。アメリカの白を基調とした部屋に合いそうな色彩の商品が集められ
ており、価格帯も中程度。売れる商品を厳選して店頭に置く商品構成なので、品数自体は多くは無いが、店全体のディス
プレーのまとまりは非常によい。このような一つのテイストを追求するテイスト追求型ホームブティックは今後広がってくる
かもしれない。

Ｂ

店舗訪問調査シート

　　NY-SOHO

もともとは、ファッションの店として成長した企業で、1992年リゾート用品のお店としてオープン。現在は、高品質のライフ
スタイルショップとして成長した。コンセプトは開業当時と変らず、ボヘミアンでエキゾチックで、そして扱う商品は広い年
代の女性に受け入れられるデザインを中心に揃える。店舗はＮＹに2店、他にEast Hampton、Bal Harbour、Palm Beach、
Santa Monicaの計6店を構える。販売方法は、店頭販売、ウエブ販売の2通り。鏡などの大きなものは店頭でしか見ること
が出来ないが、リネンやキャンドルなどの比較的小さいものは、ウエブで手軽に購入することが出来る。
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Area

store information:

MoMA Design Store 81 Spring Street www.momastore.org

New York, NY 10012 TEL 646-613-1367

会社概要

contact person/buyer:

Store:

Photo:

地上フロアと地下フロアの２階に分かれており、一階はギフト商品を中心にインテリア小物が多く、地下一階は家具・イ
ンテリア、そして日本の「無印良品」とという構成。家具製品は、イス、デスク、ソファなどで、アート的なもの中心。種類
は少ない。インテリア商品には、主にリビングの置物、及びライトが中心になっている。デザインはいずれもアート系の
もので、他には見られないユニークなデザインを集めている。色もカラフルで、ポップ調の物が多い。カジュアルな生活
には最適で、ギフトとして誰にでも喜ばれる商品が多い。ただし、この店の仕入れポリシーとしては、一社あたりの商品
を数個程度に絞っているため、大きなビジネスになるとは言えない。世界中の観光客がNYに来ると必ず訪れる店なの
で、広告的要素は高い。アート的な家具を作るアーティストには良い対象となる。受注プロセスも難しくはない。

店舗訪問調査シート

　　NY-SOHO

この美術館のショップは1939年、ニューヨーク近代美術館のロビーにできた小さなセールスデスクから始まった。ＭｏＭ
Ａに訪れる観光客の増加とともにこのショップも拡大し、現在はＭｏＭＡ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｏｒｅ、ＭｏＭＡ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｂｏ
ｏｋｓｔｏｒｅ、ＭｏＭＡ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｏｒｅ　ＳＯＨＯの3店舗に広がった。エキシビジョンスタイルの販売体制が特徴。ウエブ
販売も行う。

店のランク 日本の商品 ありA
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Area

store information:

Restoration Hardware 935 Broadway www.restorationhardware.com

New York  NY  10010 TEL 212-260-9479

会社概要:

contact person/buyer:

store:

photo:

店のランク 日本の商品 なし

この店の特徴であったHOME商品を全般的に扱うというテーマは最近大きく変わった。新しい商品構成は、フレンチテイス
トを中心に、家具、ホームテキスタイル、子供用HOME商品、インテリアに絞られている。全体的なデザイン構成は、フラン
ス的な家具インテリアを中心にまとめられており、シックで大人っぽい雰囲気である。以前には無かった、キッズアイテム
を家具、ホームテキスタイルを中心にかなりのスペースを使ってトータル展開している。店の全体的な色目は、ベージュ、
ブラウン、ダークブラウンなどシックなトーンで統一している。ややフランスよりな傾向が強く、アメリカ市場全体的にはや
や難しそうにも見える。クラシックでカントリー的な要素もふんだんに取り入れており、新しい店のコンセプトは上手くまと
まっている。以前のような広い層に合う店ではなくなり、コンセプトを強く打ち出した店に変化した。ビジネス的には、どうい
う推移をたどるか注目のチェーン店である。

Ａ

店舗訪問調査シート

　　NY-FLATIRON DISTRICT

約30年前に CaliforniaのEurekaにオープンした。名前の通り、住宅用ハードウエアを扱う店だが、消費者との直接取引き
というビジネス形態で、急激に成長した。現在はアメリカとカナダに、100を超える店舗を構える。販売形態は、店頭販売、
オンライン販売、カタログ販売だが、特にカタログ販売に力を入れている。メインアイテムであるホーム用カタログの他に、
ガーデン用、アウトドア用、ベイビー&キッズ用など、カテゴリー別に発行しており、シーズン時にはユニークな商品を集め
た、ギフト用カタログの発行も行っている。質の高い商品をイタリアやアジアなど、世界中から集めている。
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Area

store information:

SoHo Treasures 123 Mercer Street http://soho-treasures.com/

New York City, NY 10012 212-966-4390

会社概要:

contact person/buyer:

Joseph Paulet ich

store:

photo:

名前の通り、ユーズドで年季の入った商品を多く扱い、ほとんどの客は、掘り出し物を探しにやってくる。商品に統一感を出す
と言うよりは比較的幅の広い品揃えで、多くの商品がところ狭しと置かれ、店全体がガレージのようなディスプレーである。扱
う商品のほとんどは、アメリカ製のソファー、椅子、テーブル、ライト、などで、アジアンテイストの壁掛けや置物なども多い。お
そらくほとんどの商品は一点もので、大量に新製品を仕入れると言った類の店舗ではない。店のロケーションは良いものの、
日本企業にとって販売対象にはなるとは言えないが、アメリカの家具の一つの傾向としては一見の価値はあるだろう。

B

店舗訪問調査シート

　　NY-SOHO

New YorkのSOHO、Mercer ストリート沿いに7,500square-footの大きな店舗を構える、アンティーク家具店。年代物の家具や
ライトをあつかうハイエンドショップ。$1,000を超えるアートなども店頭で販売しているが、こういった商品のウエブ販売も行う。

店のランク 日本の商品 なし
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Area

store information:

Jonathan Adler 37 Greenwich Ave

New York, NY 10014 212-488-2803

会社概要:

contact person/buyer:

Jeffrey Whitney

store:

photo:

人の顔や動物がモチーフの、全体的にポップでかわいらしい商品が店頭に並ぶ。扱う商品は、ソファーやラグなどの
大きめ家具、インテリア商品から、食器やキャンドル、フォトフレームなど雑貨も多く取り揃えられている。多くはギフト
として購入されるであろう商品で、デザインの可愛らしさから、主な客層は若い女性か、もしくは女性用にギフトを買い
に来る男性。店舗のスペースの関係だろうが、大きめのソファーは２，３点のみ店頭にディスプレーされていて、あと
は店頭に置いてあるカタログで選ぶ、といった販売形態をとっている。デザイナーの店なので、日本企業にとって販売
対象になることは期待できないが、どんな商品がアメリカのヤング層に受けるのかを知るには良い対象である。

B

店舗訪問調査シート

　　NY-Greenwich

アメリカ人デザイナーJonathan Adlerのショップ。1998年、ＮＹのＳＯＨＯに陶器製品を扱う店をオープン。元々は陶器
のみを扱っていたが、その後、ソファーやラグなど、家具、インテリア商品全般を扱うようになる。現在はNew York,
Californiaを中心に北米に12店舗を構える。販売方法は、店頭販売のほか、ウエブ販売も行う。

店のランク 日本の商品 なし

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.　 本レポートの無断転載を禁ずる。 120

【ご注意】この情報は平成21年度時点で調査したものです。その後、企業情報、URLなどの収録情報に変更が生じていることも考えられます。 
ご利用にあたっては、各自でご確認いただくようお願いします。




