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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 ～刃物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、アメリカの刃物製品(主に包丁、キッチンナイフ)を調査分析して、日本

製の刃物製品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。アメリカ市場にも、

中国製品を始めとして韓国、台湾などの国々から低価格の製品が多く入っている。このこと

は確かに、日本製品が販売しにくい状況ではあるが、市場をよく見てみると、日本製品もか

なりアメリカ市場に入っており、かつヨーロッパ製品もアメリカ市場にしっかりと根を下ろ

している。このことは品質の高い刃物の市場性の高さを示しており、アメリカ市場開拓の可

能性は高いと断言できる。このレポートでは、アメリカ市場をきめ細かく調査して、日本の

刃物製品販売の具体的方向性を徹底して追求する。 

 

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。日本のビジネスマンは、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、ある程度適正なビジネスは可能である。

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無謀で

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｣と考えてしまう。そして、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。販売体制、組織体制が整っていない状態では、いかに商品の市場性

が高いとしても、優位に立ったビジネスを作り上げることはできない。本レポートを土台に

して、日本企業がさらに自社にあった市場調査を行うことがアメリカ市場を成功するポイン

トになる。 

 

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。各章の後には｢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、当社の経験、

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

ビジネスマンからの聞き取り調査などによって約 4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、できるだけビジネスに

役に立つ内容になるよう心がけた。 

 

「米国への販売は、難しそうだ｣という印象を持っているビジネスマンは少なくない。しか

し、それは、海外の市場の情報を詳しく知らないだけで、商習慣の違い、言葉の問題で難し

いと決め付けているだけである。アメリカ市場は、ビジネスのシステムが整備されており、

販売も、流通も回収も問題ないし、言葉は通訳を依頼すればスムースなコミュニケーション

が取れる。つまり、全体の情報を理解さえすれば、｢アメリカ市場は、日本市場よりもビジ

ネスがやりやすい市場｣と言える。 

 

本レポートが日本刃物商品のアメリカ販売に貢献できれば幸いである。 

 

本報告書は、Mira Design Corp.に委託した。 

 

日本貿易振興機構 海外市場開拓部 

2010年 3月 
 



 

第1章 アメリカ市場 

 

この章では、アメリカ市場の概要を把握し、アメリカ市場に進出する日本企業の課題を明

らかにする。アメリカ市場の理解がアメリカ市場開拓の第一歩である。 

 

 

1 アメリカ市場の概要 

 

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きたい。それは、アメリカ市場の全体を理解するこ

とになる。 

 

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。その市場の大きさは、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」のよるも

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。アメリカの経済的エネルギ

ーは、この人口増加が安定的な市場の大きさの基礎になっているといえるだろう。 

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が変わらないように、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、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％ 
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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」という要素ぬきには語れない。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、ヨーロッパの文化とは明確に違い、いろい

ろな文化が混合して、1+1+1＝3 になったのではなく、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てきた。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、多くの国々

で様々に加工され、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」によると言える。建築やインテリアでも同じことが言

え、ライフスタイル全体がそのような傾向にある。「シンプル」が、人種の多いアメリカ社

会の「共通言語」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

カは、他国に無い独特の｢アメリカ文化｣を形成している。 

 

 

2 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 

 

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、多くの世界中の中小企

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世界中からアメリカ

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
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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

社もいないのである。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

めているのである。その結果、彼らは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状況は、彼らと日本企業は同じである。キッチン市場を見る限

り、外国企業のほうが日本企業よりもアメリカ市場には多く入っている。 

 

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。販売テリトリ

ーが大きければ、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取り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。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環境に

なるばかりである。したがって、今日、日本企業も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。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。 

 

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オープンな市場で

なければ販売はできない。また、外国企業でも流通、回収と

いったビジネスのシステムを活用できなくてはビジネスに

ならない。アメリカ市場は、外国企業であっても他国と比べ、

ビジネスをしやすい環境になっている。日本を含め、世界中

でもこのような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。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。 

 

③ 確立しているビジネス・システム 

 

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、

日用品の展示会では、ニューヨーク・ギフト・ショー、
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シカゴ･ホーム･ショーが最も大きいが、ギフト展では、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さ

ほど難しくはない。ブース、什器、照明の手配もマニュアルどおりに行なえば決して難し

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従えば、注意を怠

らない限り問題なく行なえる。 

 

ⅱ 流通        

 

詳しく後述するが、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い

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 程度のダンボールを送るには、5 日間かかるトラック便で約 10 ドル程度である。しか

も国内送料は買い手、つまり小売店負担、消費者負担というのが共通した認識である。 

 

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。

後述するが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。 

 

ⅳ 回収 

 

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。 

 

ⅴ アメリカ市場でのビジネスは容易 

 

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

前進できる。誤解を恐れず端的に言うと、｢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、｢売れなかった経験｣の話である。アメリカの消費者に喜ばれ
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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

の整備などのきちんとした戦略が必要である。 

 

④ 充実している日系サポート体制 

 

ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市では特に、日本語によって日本企業のビジネス

をサポートしてくれる体制が非常に充実している。例えば、弁護士、会計事務所、コンサ

ルタントなどのほか、不動産会社、通訳会社、スタッフ派遣会社、日系情報誌、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よい。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」は大変よい。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、

むろん品質が良いだけで、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はない。

商品の内容を評価できて、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ものでなければならない。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、各社のブースで大変

良いビジネスが展開された。アメリカのバイヤーたちは、消費が後退する時期には、｢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   

 

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 6 社‐10

社が毎回参加している。日本の出展社の大部分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。 
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ⅱ B 社（ファッション） 

 

取引店舗は 2000 社を超えた。現在、大手チェーン店との取り組みが広がっている。アメリ

カの景気後退以降、売上げが増加しているという。バイヤーが高くても良いもの、目新し

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。「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」とい

う。 

 

 

これらの会社は、「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」も実在する。その違いはどこにあるのだろうか。答えは、一つである。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」については次項で説明する。 
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3 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」をもつ。 

 

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。

こうした大きな違いを克服して、日本の企業はアメリカ市場に溶

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の

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、「日本文化」を形成してきた。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。

食の世界では、多くの海外の食事が日本風に姿を変えて定着した。

日用品もかつて海外輸出が盛んに行なわれていた。しかし、日用品業界のみでなく多く

の分野において、日本市場が成長、成熟し、円高が進んだこと・・という理由によって

この 30 年間は海外志向＝輸出ビジネスが少なかったため、多くの日本企業は海外販売

の経験を持っていない。日本中小企業における海外ビジネス「30 年の空白」は大きい。

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

際化は苦手｣ということではないことは歴史が証明している。｢海外進出するノウハウ｣

の情報が｢30 年の空白｣の中で消失してしまったのである。いま、海外ビジネスの情報

が蓄積さえすれば日本企業の製品は、再び世界中に販路を持つことになるだろう。 

 

③ アメリカこそターゲット     

 

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。規制が少ないの

である。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･･いずれも容易である。費用も
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日本ほどかからない。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

品さえ良ければ、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。体制が不足

していればそれを補うビジネスもたくさんある。｢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。 

 

4 商習慣の違い 

 

日本企業が一番気になるのは、日本の商習慣とアメリカの商習慣の違いであろう。しかし、

あまりその点はこだわる必要はない。確かに「違い」はあるが、それを認識さえしていれ

ば、大きな問題はそう発生しない。郷に入れば郷に従うだけで、難しいわけではない。ア

メリカ国内は、世界中の人種で成り立っている国なので、アメリカ人も日本文化はよく知

っている。｢日本式｣ビジネスを行なったとしても、さほど驚かれることはない。ただ、確

かに違いはあるので、神経質にはならず、経験を積んでいけばすぐに慣れていく。いくつ

かのポイントを念のために整理しておこう。 

 

① 営業面において 

 

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、どこでも

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よるというこ

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。

また、アメリカ人は一般的に行って時間に厳しいが、アポイント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「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。 

 

ⅲ 商談-1           

 

商品のサンプルを見せると、「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、

日本人には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
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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」ということになる。

｢注文｣なしのほめ言葉は単なる｢おせじ｣である。 

 

ⅳ 商談-2 

 

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よくある。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 29 ドルを小売価格（MSRP）に設定したいので、15 ドルを

13 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良くおきる。一方、専門店で

はあまりディスカウントの交渉はない。 

*MSRP: Manufacturer’s Suggested Retail Price（メーカー推奨小売価格）の略 

 

ⅴ 商談-3 

 

アメリカでは少なくとも商品を卸す側が、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。基本的に、非常に親しくなったので毎年コンスタントに買ってく

れるというような、「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。「お付き合いで買う」というようなことはまず起きない。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とも言える。 

 

② 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、アメリカではそれが、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するのは難しくなる。したがって、

店舗、企業は社会的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。新しい店舗、新しい企業はビジネ

スのヒストリーがないので、信用度は低い。10 年以上やっていて、信用度が低い店舗、企

業には充分注意して、回収不能ということにならないようにきちんとした回収体制を準備

する。 

 

アメリカの展示会で、仮に 100 社からの注文をとり、信用調査すると、信用度 A ランクに
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なるのはそのうち約 60％程度であろう。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、体制を整えていれば大丈夫である。 

 

③ 支払い 

 

個人が支払いをする時もそうだが、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）になることも起こるので注意が必要である。

単に口座の残高不足ということで、日本のように不渡り=倒産ということにはならないため

である。このような形で支払いを受けると回収不能になるというリスクがあるので、店舗

の発行する小切手を受け取らず、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も少なくない。 

 

 

5 トラブルの回避 

 

初めてのアメリカ市場で、いきなり、展示会でサンプルがなくなったとか、顧客から代金

を払ってもらえないとかいうトラブルが起きて、撤退したという不運な日本企業も中には

いる。アメリカ市場でも、日本市場でもビジネスの世界にトラブルは起こりうる。ここで

は、トラブルを回避する方法をまとめておく。特に、日本企業が直面しやすい例を挙げて

説明する。予想しうるトラブルさえ知っておけば、対策を立てておくのは全く難しくはな

い。 

 

① 商品運送上の事故 

 

ⅰ 日本からアメリカへの運送     

 

商品を日本からアメリカに送り、目的地に着いたら、商品の数が減っていたというトラブ

ルも頻繁にはないが起こりうる。これは、信用のある運送会社、倉庫業者を利用するのが

一番リスクが少ない。また、保険もきちんとかけておくことが必要である。 

 

ⅱ アメリカ国内運送 

 

アメリカの国内拠点から UPS 社(運送会社)で送る時も同じである。送った箱がなくなって

しまうということも時折起こる。かならず UPS の保険をつけておくことである。そうしな

いと補償額は 100 ドルのみになってしまう。 
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ⅲ 展示会出展のサンプル送付 

 

展示会会場の自社ブースに向けて、サンプルを送ったら着かなかったということは頻繁に

起こる。混雑した会場内で誤配が起きるからである。主催者の発行する出展マニュアルを

よく読むと、搬入（Move-in）搬出（Move-Out）、また Freight(運送)のあたりに必ずサン

プルの送り方が書いてあるので、最低限よく読む。アメリカ国内のエージェントや住所の

特定されているところがある場合は、万全を期すために事前にそこに送っておき、そこか

ら会場に搬入することをおすすめする。 

 

ⅳ サンプルを手持ちで日本から持ってくる 

 

少量ならば問題はないが、ダンボールで持ってきたり、バッグ一杯にサンプルを詰めてく

るというのもあまり良い方法ではない。空港の税関で発見されると、「商業通関」にまわさ

れて、展示会に間に合わないことがある。やはり、サンプルは日本から特定の住所に送っ

た方が安全である。その荷物が届かなかったらという不安があるので、いくつかのサンプ

ルだけを手持ちで持ってくるというのが賢明である。展示会のサンプル搬入は慎重に慎重

を期したい。 

 

ⅴ 展示会 

 

展示会期間中、終了後、サンプルは会場のブースの中に置いてくるわけだが、盗まれると

いうことも考えて対策を考えておく。次の方法が考えられる。 

・ 高価格品は展示会終了後毎日、会場の常時セキュリティのいる保管施設に保管する。 

・ ブースにセキュリティをおく。（かなり高額） 

・ ブースの前面をかぎ付きのカーテンで囲う。（会場で有料で借りられる場合がある） 

・ ブースの前面を布製カバーで人が入りにくくする。(これが一般的) 

 

② 取引先とのトラブル 

 

ⅰ 売掛金回収 

 

回収体制をしっかり整えて、裏づけのない「信用売り」を行わない。詳細は後述するが、

回収体制さえしっかり整えれば問題ない。万が一、売掛金が焦げ付いた場合でも、債権回

収エージェント（Collection Agency）が、約 25％の成功報酬で回収業務を代行してくれる。

売掛金が回収できないといって、オーナーの承諾なしに店舗から商品を引き上げるという

ことは危険である。アメリカでは決してやってはいけない。 

 

ⅱ 注文のキャンセル 

 

受注書に、「注文のキャンセルはできません」という文言を入れて署名してもらう。その文

言は、アメリカの弁護士に相談して法的に適正な文言にすべきである。大量発注の場合は、
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弁護士に「契約書」｢合意書｣を作成してもらうべきである。アメリカでは、こういうこと

をかなり厳しく行っても取引上問題ない。先方も自社の弁護士にその契約書を見せて弁護

士同士が交渉するのである。 

 

ⅲ 返品 

 

アメリカでは、商品の返品は傷物以外あまりない。商品の傷物が店舗で見つかった場合は、

連絡してもらった時に「返品承認番号」を与え返品を認める。店舗は、返品する箱にその

「返品承認番号」を書いて UPS によって返送する。この方法が一般的である。 

 

③ 現地法人運営上のトラブル 

 

ⅰ 雇用上のトラブル 

 

これは、現地法人を設立した時に起こりうることだが、法人を設立する時に、労働法専門

の弁護士に、「就業マニュアル」を作成してもらい、経営者、従業員ともに遵守するという

ことでトラブルは回避できる。残業があるのにその分の給料を払わないとか、休日出勤の

代休を与えなかったり、給料を払わないということなどはアメリカでは許されない。 

 

ⅱ 税務上のトラブル 

 

これも、現地法人を設立した際の問題だが、アメリカと日本とでは多少税務上、各種公的

登録、書類提出の違いがあるので、経験豊かな会計士とどんな細かい点も相談するように

すれば、無用なトラブルは回避できる。市や州への書類提出が遅れてペナルティ(罰金)とい

うこともある。 

 

 

上記のように、色々なケースが考えられるが、トラブルを回避する体制さえきちんとして

おけば問題ない。ただ、アメリカは日本のように、すべてがきちんと行われるということ

がないので、各種手配をしていても絶えず確認、再確認するという習慣が必要である。 

 

「アメリカは訴訟社会なので恐い」という「噂」におびえる必要はない。ただ、日本では

習慣上 OK であったのが、アメリカではダメということがあり、文章で決められているこ

とはきちんと守らないとならないということである。むしろ、新しい市場に参入する企業

（弱い立場）にとっては、法律に守られたやりやすい市場と言えるのである。 

 

 

6 アメリカのバリア 

 

① 言葉のバリア      
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「アメリカ市場はバリア（壁）が高い」と言う人がいるが、

それは正確ではない。その意見の中には、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「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。 

 

資料：「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。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ほぼ全てのビジネス情報が網羅されている。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、自社のマーケッ

トリサーチ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」（壁）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。これは、経験を積んでいけば、簡単に乗り越え

られる壁である。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。アメリカ市場に、日本企業の前に高いバリアはない。 

 

 

7 アメリカの商圏  

 

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」を資料として添付する。 

 

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 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.　 本レポートの無断転載を禁ずる。 13



 

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 

 

これで見ても解るとおり、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。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 中心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

な市場である。重点的にセールスの対象にする。 

 

参照: 資料 ｢アメリカの商圏｣ 

 

 

8 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、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「はやり」（Trend)というも

のがあるので、「アメリカはこういう色、デザインがいい」と一概にいうことはできない。 

ただし、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。この点を

無視して、「当社のデザインはこれで行く」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、遜色がないのであれば問題ないが、大きく矛

盾があればアメリカ市場にあわせたデザイン調整とい

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、すで

にアメリカの市場で流通されているものと同じになり、商品価値はなくなってしまう。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感覚が必要になるということ

である。したがって、刃物であっても、緻密な市場調査、特にアメリカの商品調査が必要

になる。 
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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。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。 

 

② 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、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遅れているが、「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起こっている。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。刃物商品の場合、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。 

 

③ ヘルシー志向 

 

アメリカのヘルシー志向はこの 5 年で非常に高まってきた。スーパーマーケットで、オー

ガニック食品、生活品を扱うホールフーズ（Whole Foods）は、多くの買い物客で常時賑わ

っている。価格は他のスーパーよりも高めではあるが、その食品の安全性、ヘルシーを感

じさせる店舗のデザインは消費者の絶大な支持を得ている。他のスーパーもそれに追従し

て、ヘルシーな食品コーナーや日本食品コーナーを設け始めている。消費者の中には、水

にこだわっている層も増えてきている。新しい人気商品になろうとしている。このヘルシ

ー傾向は、次のクッキング志向につながり、刃物メーカーとしては追い風のトレンドであ

る。 

 

④ クッキング人気      

 

アメリカ版「料理の鉄人」や、料理番組に人気が集まって

いる。キッチン用品専門店でも有名シェフを招聘してクッ

キングのデモを行ったりして集客を計って多くの消費者

を集めている。日本のバブルの時と同じように、シェフが

TV に登場し、スター並みの扱いをされている。「自分の

メニューは自分で作る」「家族には自宅で作った安全なも

のを食べさせたい」という人が増えているのも新しいトレ

ンドである。スーパーでも、買い物客の少ない時間帯に、クッキング教室を開いて新しい

食材の宣伝をしている。ウィリアム・ソノマ（キッチン専門店一番店）では、2009 年に数

度日本包丁のデモを行っていた。 

 

⑤ 美容志向 
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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。 

 

⑥ ブランド志向     

 

アメリカの好景気を背景に、高級品が良く売れてき

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

であふれている。特に、高級バッグの人気は高く、

デパートのルイビトン、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が列を成している。

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

デザイナーであろう。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。 

 

⑦ カラー･トレンド 

 

2010 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周知のとおりで、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無関係ではない。例えば、黒が流行している時

は、いかなる商品でも黒の入った商品、または一部黒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。 

 

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。そこで、アメリカの 2009-10 年の流行色は何か？ということ

だが、ヒントになる情報は集めなければならない。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、刃物のパッケージの色目の検討の際、カタログ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無視せず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この情報を使っ

て研究する。それがアメリカ市場では重要なのである。キッチン・アイテムは年々おしゃ

れになってきている。 
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9. アメリカのライフスタイル 

 

① アメリカのライフスタイルとデザインの傾向 

 

刃物商品も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

向を把握しておかねばならない。特に「住宅」「キッチン」とは密接な関係がある。全体の

雰囲気と、刃物のデザインがあ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」が必要である。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、キッチン店)

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。 

 

(参考ウェブサイト)  

 

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(洗練された日用品雑貨店) 

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

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販売店。Crate and Barrel 系） 

http://www.apple.com・・・Apple Computerアップル（コンピューター） 

 

 

アメリカにあった色（アメリカ人の好む色）、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）、

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved.　 本レポートの無断転載を禁ずる。 17

http://www.williams-sonoma.com/
http://www.potterybarn.com/
http://www.surlatable.com/
http://www.bedbathandbeyond.com/
http://www.waterworks.com/
http://www.containerstore.com/welcome.htm
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.restorationhardware.com/rh/index.jsp
http://www.abchome.com/
http://www.moma.org/
http://www.cb2.com/
http://www.apple.com/


 

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典型的で

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。そのあた

りの微妙なバランスを理解して商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、コーヒーテーブル、ライト、飾りだな、テレビなどが置いてある。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。 

 

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、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、カップボード、ダイニングテーブル、イス、サービ

ス･テーブルなどがゆったりと置いてある。 

 

ⅲ キッチン、サービスルーム    

 

キッチンは、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、大きいサイズは広々としている。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。ある程度広さに余裕のあるキッチンでは、キッチンナ

イフの大きなセット什器を置くこともできる。アメリカ人はコーディネイトしてそろえる

のが好きなので、キッチンの雰囲気、キッチン・ツールのデザインにも気を使う必要はあ

る。雰囲気に合ったキッチン・ナイフセットをドイツ、アメリカの各メーカーは工夫して

いる。 
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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。 

 

ⅳ バスルーム 

 

バス･ルームは、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、かな

らずバスルーム（トイレと浴室）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い。 

 

ⅴ ベッドルーム    

 

この部屋には、ベッド、ソファ、ベッド・サイド・テーブル、ドレッサーがある。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。 

 

ⅵ キッズ･ルーム 

 

子供部屋には、ベッド、机、本棚などが置いてある。 

 

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。 

 

ⅷ ランドリールーム 

 

この部屋には、普通ウォシング・マシン（洗濯機）とドライヤー（乾燥機）が置いてあり、

洗剤などを収納する棚がある。 

 

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。 

 

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。 

 

以上がアメリカの典型的な住居の内容であるが、ビジュアル的には本章９項の「人気チェ
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ーン店 Web サイト」を参考にされたい。 

 

 

10 アメリカの料理関係のメディア 

 

アメリカのメディア（特に雑誌）は、日本のようにきめ細かく揃ってはいない。しかし、

アメリカの料理に関する情報は、やはりキッチン、料理関係の雑誌がわかりやすい。アメ

リカのクッキングを知るにも役に立つが、刃物の広告を出す時にも参考になるだろう。 
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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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第二章 市場調査 

 

 

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｣と言って差し支えはないだろ

う。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

期滞在の中からを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ったりする。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。慌てて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、使っている家具や日用品がどのようなものであるかをきちんと押さえておかなくては

ならない。生活の内容を知らなくては適した商品を準備できない。生活に合わない日用品

を仕入れる店舗はいないのである。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、日本人のライフスタイルに合わせて、日本の店舗を通して、日本の消費者

に対して生産されている。包丁も同様である。日本の商品をアメリカに輸出して、アメリ

カの生活に溶け込み、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、パッケー

ジ、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」を抵抗なく買い、使える商品にすることにより、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 
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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何の問題もなく納

期どお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、同じような体制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。その

ためには、販売を開始する前に、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・キッチンナイフ企業、日系包丁企業の存在、

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の市

場でのバランスがある。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、アメリカではそう言える。「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

インがよい、品質が高いと言っても、アメリカの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、市場にあっ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」とよいのである。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

近道といえる。商品の「ものまね」をする必要は全くないが、少なくとも、彼ら動向はこ

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。多くの企業は、取引先、

一般顧客に向けて、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やりやすい。 

 

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。大部分の企業は失敗したか、中途撤退したのである。大手企業であっても大き

く遠回りして、無駄な時間と無駄な経費を浪費してしまう。 
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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。この場合はどうなるだろうか。市場調

査をしないので、価格はアメリカ市場とつりあわない、

FOB だったりする。受注方法も日本的、流通方法、回

収方法も決まっていない。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と言ってよい。その結果、

マーケティングにもならずに終わってしまう。 

 

⑧ バイヤーの不安 

 

アメリカのバイヤーは、「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サプライヤーはたくさんあるのだから、何も危ない会社から妥協し

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、バイヤーの責任になる。その結果、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。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るのである。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。 

 

 

2 市場調査の方法 

 

本レポートは「刃物の市場調査レポート」である。刃物、主にキッチンナイフ（包丁）を

対象としたレポートである。したがって、刃物各社は本レポートを「基礎的な市場調査」

として、さらに自社の商品を軸とした「具体的な市場調査」を行うべきである。市場調査

にはいくつかの方法がある。代表的なものを挙げよう。 

 

① 自社で市場調査を行う 

 

自社で市場調査を行うことも可能である。しかし、アメリカに長く滞在できないからと、

いい加減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。 
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・ 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

で公開している。 

・ インターネット、ウェブサイトを使って、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」の中には、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。 

・ 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 

流れをつかむ。 

・ アメリカのトレンド色も把握する。 

・ アメリカで自社商品を扱う可能性のあるアメリカ企業を探す。これは、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さがしだす。 

・ 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も流行の商品の流れ、業界の動向がわかる。 

 

ⅱ アメリカで行うこと 

 

・ 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、表示方法がよく分かり役に立つ。 

・ 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

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、まんぜんと店内を見るのではなく、次ぎのような調査を行う。 

・ 店舗の名刺をもらう 

・ 包丁のバイヤーの名前を聞く、Emaiｌアドレスを聞く 

・ 競合メーカーの会社名をメモする 

・ カタログをもらう 
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・ 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） 

・ 参考サンプルを買うのも良い 

 

 

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。そして、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。アメリカの企業でも、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かみ合わないことが起こりやすいからであ

る。また、日本の商品の理解が希薄だと、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」なので、これが中途半端な結果になってしまったら、

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を行

う。 

 

 

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。市場戦略の骨子は次のようになるであろう。 
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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、明らかにその違いを

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、市場にあわせて改良する必要が生じ

る。例えば、｢和｣の雰囲気が強すぎる商品やパッケージなどである。 

 

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、

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中々難しい。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つりあわないので遅

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、市場にあった｢価格帯｣

を決める。 

 

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

である。しかし、単に「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は良

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

えるならば誰でもいいという方法はリスクが大きい。販売戦略も、まずは 3 年程度の販売

計画を作成するとよいだろう。はじめからあまり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、段階的な計画で常時改良を加え柔軟に対応すべきである。 
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ⅱ 初年度の販売対象 

 

市場に慣れていない初年度は、最も販売したいターゲットには販売しない方がよい。商品、

パッケージの改良が完全に終わっていない時に売ってしまい、相手にとってあまり良いビ

ジネスにならないと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。例えば、

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、パッケージの不十分さ、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。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、大手ターゲットへのアプローチは、市場に充分な

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 

 

商品を販売するためには、「誰が売るか」が必要なことは言うまでもないが、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。展示会ではすぐ

に注文しない店舗、少量を発注し、後は少しずつ追加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日常的な営業活動が必要不可欠である。展示会だけでアメリ

カで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ので、日常営業を行なえる組

織戦作りが必要になる。 

 

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｢拠点｣が必要になる。 

 

ⅲ 代金回収 

 

代金の回収も、「日本に振り込んでほしい」ということ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、支払い先に小切手を郵送

するという方法が一般的である。そのためにも、銀行口座を保有する「拠点」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「アメリカ法人の拠点」が必要である。 
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このように、アメリカ市場においてビジネスを行うには、「拠点」があった方が断然に有利

なので、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。これらの点をあいまいにして、販売をスタートして

しまうと、大きな遠回り、無駄な経費出費するという結果になるので充分配慮すべきであ

る。そのために、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

品の市場性があいまい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」は徹底して調査しなければならない。アメリカ企

業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し、それよりも「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。実際は、アメリカ法人にはなっ

ているが、ドイツの商品が主流となっている。 

 

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、「アメリカ市場の感覚」である。

商品のデザイン、色のみではなく、販売方法、展示会

ブース作り、プレゼンテーションにおいての「アメリ

カの感覚」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気軽に商品に手を伸

ばしてもらうためには、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. アメリカの感覚 

 

① 「和」のアクセント 

 

「日本市場の商品」を日本と同じようにアメリカで販売することは無理である。それは、環境の違い、

文化の違い、言語の違い、トレンドの違い、生活の違いから来るものであり、どちらかより良いかとい

う問題ではない。アメリカ特有の｢感覚｣｢雰囲気｣がある。その点を充分に把握して、アメリカに合う

商品を販売していくと、市場の実体に近づいていき、売上げも上がっていく。簡単な例を挙げれば、

アメリカにある日本の寿司店である。いかにも「日本」を強調した寿司は、浮世絵、扇子が飾られ、

中には着物まで置き、日本でも今どきやらない店作りをしている。こういう店はあまり人気がない。一

方で、「和」の部分をできるだけ抑えて、カウンターの白木を中心にしたシンプルな店構えをしてい

る店がある。和風であるものの、ごてごてした飾りは一切ない。また、寿司店ではあるが、日本の要

素は全く無いアメリカ的な寿司店もある。どちらがアメリカ人消費者に人気があるといえば後者の二

つになる。エスニックという要素は確かにシンプルな中でよいアクセントになるが、逆にそれが強す

ぎると、現地の人間にとっては感覚的に抵抗が出てくる。程よいバランスが必要なのである。分かり
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やすく数字で表すと、｢和｣100％の商品、｢和｣50％＋「洋」50％の商品、「洋」100％の商品･とする。

日本企業には、「洋」100％の商品は無理があるし、アメリカ企業がそれを作るだろう。日本企業は、

｢和｣50％＋「洋」50％の商品の製造が可能であろう。｢和｣100％の商品は、アメリカの小さな日系市

場か一部の日本ファン向けの商品になってしまう。 

 

② アメリカの感覚をつかむ 

 

アメリカの「かっこいい感覚」というのは、日本のそれといくぶん違いがある。それを理解するために

は、次の方法を行うと近道である。「アメリカのかっこよさ」＝「センスの良さ」を、ある程度取り入れて

いく必要がある。そうすることによって、アメリカの消費者に身近な商品になっていく。 

 

ⅰ メディア 

 

アメリカの雑誌は日本でも買うことができる。自社の商品の特性に合った雑誌を選択して定期的に

購読すると、「アメリカの感覚」が身近になってくる。刃物の場合は、適当な週刊誌、月刊誌がない

ので、キッチン関係の雑誌、クッキングの雑誌が良いだろう。参考になる写真が出ていれば切り抜

いて、ファイルしておけば、数ヶ月たてば、「アメリカの感覚」の良い資料ができあがる。 

 

ⅱ アメリカの店舗、企業のWebサイト  

 

自社と同業種のWebサイトばかりではなく、異業種の人気小売店、注目企業のWebサイトも定期

的にチェックしておくとよいだろう。気に入った小売店があり、メンバー登録しておけば定期的にイ

ベント情報、新製品情報が送られてくるので、アメリカのライフスタイルの理解ばかりでなく、自然と

「アメリカの感覚」を理解してくる。特に感覚的に上手に表現している下記のキッチンナイフ、包丁を

扱っている小売店のWebサイトは常に注目してほしい。 

 

ウィリアム・ソノマ： ハイエンドなキッチン製品販売店 www.williams-sonoma.com 

クレート・アンド・バレル： 家具日用品販売店 www.crateandbarrel.com 

スーラ･テーブル：おしゃれなキッチン店  www.suratable.com 

ベッド･バス・アンドビヨンド：大衆的日用品スーパー  www.bedbathandbeyond.com 

ホール･フード：ナチュラル系スーパー http://www.wholefoodsmarket.com 

 

「アメリカの感覚」をつかみとり、自社の持っている感覚とうまく融合させて、アメリカ人のストア・バイ

ヤーや消費者に抵抗のない商品開発、宣伝ツール、プレゼンテーション、パッケージ、商品ラベル

を提案すると、アメリカのビジネスはグンと前進する。商品はもちろんのこと、ビジネス全体に「アメリ

カの感覚」をうまくとりいれて、ビジネスの準備を進めていくことが、遠回りせず、早くターゲットに近

づくコツである。 
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2 アメリカのデザイン 

 

アメリカのビジネスは、｢アメリカのライフスタイルの理解」から始まることは繰り返し強調した。人々は、

自分たちのライフスタイルを豊かにするために「商品」を買うのである。そのために、アメリカ人の住

環境、生活というものを理解し、｢アメリカの感覚｣をつかまなければならない。そして、商品のデザイ

ンにおいても、まず「アメリカのデザインの特徴｣を理解することが大切である。 

 

① 洗練されているデザイン 

 

一般的に言って、「洗練されているデザイン」は、大部分の商品カテゴリーにおけるアメリカ市場を

席巻していると言って良い。アメリカ市場はまさしく｢デザイン力の時代」に入っている。これは、大

型チェーンストアにおいても言えることで、大きなうねりになっている。ただのオールド・ファッション

のデザインでは、いくら価格が安くても今や消費者は満足しない。キッチンナイフにおいてもまさし

くそうである。「デザインで勝負できる」ということは、ある意味では日本企業にとっては「良いビジネ

ス環境」になってきていると言える。 

 

② アメリカのデザインの傾向 

 

デザイン的には、アメリカ独特の伝統的である「シンプル＆クリーン」という要素に加えて、機能的な

要素をうまくデザインしているものが人気がある。簡潔にまとめると「シンプル+クリーン+機能美｣とい

うこともできる。車やコンピューターのデザインでもそうだが、日用雑貨においても、キッチン製品に

おいてもそれが言える。そのコンセプトを持った商品がアメリカの代表的な売り場＇例えば、Bed 

Bath &Beyond（の中でスペースを広げていっており、消費者もそのような商品を買っている。 

 

アメリカのカラーは独特である。一般には、｢明るめの色｣が好まれる傾向にあるが、ただ明るくてき

れいな色というだけでは不十分で、一般的にアメリカに好まれるカラーに加えて毎年変わっていく

カラー・トレンドの理解も必要である。2009-2010 年のカラー・トレンドでは、赤、オレンジ、パープル、

黄色などのきれいな色目がはいっているが、一方ネイビーブルー、こげ茶、黒というようなシックな

色目も含まれている。｢明るめ｣か、｢シック系｣かという単純化されないトレンドである。キッチンナイフ

のパッケージに関して言えば、新しい色目を選択する場合は、必ず｢トレンド・カラー｣を参考にする。

「トレンド・カラーはすぐに変わるから使いにくい」という意見もあるかもしれないが、現在流れている

トレンド・カラーをそのまま鵜呑みにするということではなく、トレンド・カラーを参考にして、消費者が

納得する色目をうまく使うのである。トレンドを無視すると、インパクトのある色を打ち出せないので

危険である。色は時代性を端的に表すので、アメリカでは重要視されるマーケティング・ファクター

である。 
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③ アメリカのキッチンナイフのデザイン 

 

アメリカのキッチンナイフは時代と共に大きく変わるというほどではないものの、確かに、「現在のマ

ーケット」にあったデザインというものがある。この傾向を無視して、市場に販売しようとしても、店舗

バイヤー、消費者は見向きもしてくれないだろう。 

アメリカで販売されているキッチンナイフのデザインを見ると次のことが言えよう。 

 

・  デザインはシャープなタッチで、機能美をよく表現している。 

・ 流線型のスタイリングが近年のキッチン・デザインの傾向にマッチしている。 

・ 各社グリップに特徴を持たせており、「持ちやすさ」「軽さ」「美しさ」を重視している。 

・ メタルグリップと合成樹脂の組み合わせによって高級感を出している。 

・ デザイン的に刃にウェーブを入れているものも多い。 

・ ブランド名を製品に入れて、「ブランド戦略」を表現している。 

・ 日本の洋包丁に多いストレートなデザインとは少し違う。 

・ 高価格品ほど全体のフォルムを重視している。 

 

このようにアメリカのキッチンナイフと日本の洋包丁とはデザイン面でも違いがあるので、

どのような商品戦略にするかは充分な検討が必要である。日本の包丁メーカーは「切れ

味」「刃物の品質」「製作者のこだわり」を特にアピールしているが、アメリカ市場に販

売しているドイツのキッチンナイフ・メーカーは、むしろ全体のデザイン、利便性、メン

テナンスを強調していて、その商品戦略の違いは対照的である。一概に、「アメリカのや

り方で」ということではないが、そのあたりの「違い」について商品戦略的な検討が必要

ということである。 

 

 

3. アメリカのキッチンナイフ業界の現状 

 

アメリカ市場でキッチンナイフは大きなビジネスに発展しているが、主に、次のようなグループに大

別される。 

 

・ ドイツ企業のアメリカ現地法人のグループ 

・ アメリカのキッチン製品および日用品製品を生産している企業のグループ 

・ 日本企業のアメリカ現地法人のグループ 

・ その他 

 

① ドイツのアメリカ現地法人のグループ 

 

このグループがアメリカにおけるキッチンナイフ市場の大きなシェアを確保している。Wusthof＇ウス

トフ（社、Henckels＇ヘンケルズ（社が代表的である。アメリカのどのお店に行っても、この 2社の商

品は必ずといっていいほどはいっており、種類、量も多い。各店舗でも売り場もきれいに作られて
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おり、販売体制は完成されている。市場の価格帯もこの２社が牽引している。したがって、この２社

について分析することがアメリカ市場のおけるキッチンナイフ・ビジネスの基本を把握することになる。 

 

② アメリカのキッチン製品および日用品製品を生産している企業のグループ 

 

このグループの主要な商品は、キッチンナイフというよりもキッチン・アイテムである。アメリカでキッ

チンナイフを国内生産している企業は少なく、多くは、キッチン製品の一アイテムとしてキッチンナ

イフを扱っている。そのため、種類も品数も少なく上記ドイツメーカーとは対等な競争はできない。ド

イツ、スイス、中国などで OEM生産している。 

 

③ 日本企業のアメリカ現地法人のグループ 

 

ドイツの２社ほどではないが、アメリカの市場でかなり健闘しているのが日本の包丁メーカーである。

Macy’s、William Sonoma、Bloomingdales といったハイエンドの店舗でもしっかりとコーナーを取っ

て売り場展開している。Shun, Kikuichi, Global といった日本ブランドであるが、アメリカ市場ではし

っかりとその地位を確保している。日本製包丁の優秀さの認知度はかなり高い。日本企業が量的

に多く販売しているのは、アメリカ向きの「洋包丁」が中心であるが、「和包丁」を扱っている店舗も

少なくない。 

 

④ その他 

 

その他、スイス企業、中国企業などがアメリカ市場にキッチンナイフを販売しているが、低価格商品

が多く、ブランド化も完成しておらず市場への影響力は小さい。 

 

 

4 アメリカのキッチンナイフ企業 

 

「アメリカ市場に向けた商品」をそろえるにあたって、まずアメリカの競合会社を研究するのが近道

である。どの会社がどういう商品で、どういうパッケージにしているか、どういう売り方をしているか･･

という情報は販売戦略を決める時重要な情報である。そして、競合会社と差別化できる商品を作り、

価格的には大きく離れない･･という「商品のあらすじ｣ができる。ここでは、アメリカ市場に大きな影

響力も持っている企業を次ページにまとめた。 
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Company Name City State Web Note

Anolon Fairfield CA http://www.anolon.com/ アメリカの会社

Arceau Marketing Dallas TX http://www.arceau.com/ ヨーロッパキッチン用品

C.S.B Commodities,INC Delray Beach FL http://csbcommodities.com/ キッチン用品

Calphalon Contemporary Cutlery Toledo OH http://www.calphalon.com/

BB&B、 Macy's、 Crate&Barrel 　　日本の
スチール使った商品あり

Chicago Cutlery Rosemont IL http://www.chicagocutlery.com/

CIA Masters Collection Buffalo NY http://www.ciacook.com/

Claude Dozorme Long Beach NY http://www.dozorme-claude.fr

Cuisinart East Windsor NJ http://www.cuisinart.com アメリカの会社

Cutco Olean NY http://www.cutco.com/home.jsp アメリカの会社

Dexter-Russell South bridge MA http://dexter-russell.com/ アメリカの会社

F. Dick Farmingdale NY http://fdick.com/ ドイツ

Farberware http://www.farberwarecookware.com/

Forschner Fibrox knives スイス http://forschnerknives.net/

Füri http://furitechnics.com.au/

オーストラリアの会社。Zabarsで取り扱
い

Ginsu Walnut Ridge AR http://genuineginsu.com/ アメリカの会社

Kai USA Tualatin OR http://kershawknives.com/

KitchenAid St. Joseph MI http://www.kitchenaid.com/page/home アメリカの会社

Kuhn Rikon Novato CA http://www.kuhnrikon.com/ スイスの包丁

Kyocera Ceramic Costa Mesa CA http://global.kyocera.com/ 日本の包丁も扱っている

米国市場で大きな影響力を持つキッチンナイフ企業
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LamsonSharp Shelburne Falls MT http://www.lamsonsharp.com アメリカの会社

Mercer Knives Deer Park NY http://www.mercercutlery.com/

Rachael Ray Gusto Grip Knives ドイツ http://www.rachaelray.com ドイツの包丁　BBBでも販売

Rada Waverly IA http://radamfg.com/ アメリカの会社

Sabatier Thiers フランス http://www.sabatier.com/ フランスの包丁　BBBで販売

Spyderco Golden CO http://spyderco.com/ アメリカの会社

Victorinox Ibach http://www.victorinox.com/

WMF http://www.wmf.com/ ドイツの会社

Wusthof Norwalk CT http://www.wusthof.com/en/default.asp ドイツの包丁

ZWILLING J.A. HENCKELS Hawthorne NY http://www.j-a-henckels.com/en-US 日本の包丁も扱っている

BB&B = Bed Bath & Beyond
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Company 

Victorinox　(ビクトリノックス)

ADDRESS:  333 Wilson Avenue Norwalk, CT 06854 

TEL   203-852-8000 WEB SITE : http://www.swissarmy.com/

企業Info.

Item:

Company 

OXO (オクソー)

ADDRESS: 601 West 26th Street　Suite 1050　New York, NY 10001

TEL  800-545-4411 WEB SITE : http://www.oxo.com/

企業Info.

Item:

キッチン・ナイフ企業調査シート

ビクトリノックスは2009年に、創業125周年を迎えた。同社は1884年、スイスのイーバッハで帽子職人の4人目の息子であったカール・
エルズナーが開いた工房がはじまりである。カールは1860年生まれで、手に職をつけるためドイツやフランスで鍛冶職人としての修行
を積んだ人物であった。
カールの工房が飛躍するきっかけとなったのは、1891年にスイス陸軍に納入した「ソルジャーナイフ」。この製品は高く評価され、スイ
ス軍は制式装備品のナイフの納入業者をドイツのゾーリンゲンの業者からカールの工房に変更することとなった
。現在も同社のツールナイフの基本形となっている「オフィサー」という商品が開発されたのはそれからしばらく後のことで、「オフィ
サー」は1897年に特許を取得している。その後類似品が数多く出回るようになったため、1909年にハンドル部分にスイスの国章である
白十字を入れるようになった。
創業の頃から、家庭用及びプロ用としてキッチン用の包丁も販売している。またその派生として、ワインオープナーなどのキッチン小
物も販売している。

ビクトリノックス・ナイフの種類は、①プロフェッショナル向けキッチンナイフシリーズのグランメートル、②すべりにくく、握りやすいハンド
ルが特徴の スイスクラシックシリーズ、③安全面と衛生面が考えられたプロフェッショナルキッチンシリーズ、④ビクトリノックスのキッ
チンナイフのスタンダードシリーズのハウスホールド キッチンシリーズの4つから成っている。ナイフは、シェフ、三徳、ピーリング、ブ
レット、ボーニング、ウェーブスライサー、サーモンナイフ、ユーティリティナイフなどがあり、またスパチュラ、ペーストリーナイフなどの
専門的なナイフも揃っている。各ナイフの刃渡りの種類も充実している。商品は全てスイス製である。

オクソーの誕生のきっかけは、創設者のファーバー氏が、関節炎の妻が調理器具を持つのに苦労しているのを見て、「持ちやすくて
使いやすいキッチングッズを作ってあげよう｣と思いつき、その開発がOXOシリーズにつながった。体の不自由な方やお年寄り、子ども
にとって使いやすいユニバーサルデザインは、健康な人たちにとっても使いやすいデザインである。世界各国にてデザイン関係の賞
を65以上も受賞している。
同社は米国ニューヨーク州にて1990年に産声を上げた若いメーカーでありながらも、製品は、ヒューマンテクノロジーに基づいて、誰の
手にも使いやすい製品を、最適な優れた素材で作り上げていて、一般家庭のキッチンを始め、レストランやホテルの厨房まで、あらゆ
る調理シーンで幅広く使われている。
ユニバーサルデザイン(誰にでも使いやすく設計する)という考え方を世界中に認識させたブランドとして広く知られている。

クッキング用品を始め、バスルーム、オフィス、ガーデニング、収納コンテナと幅広いカテゴリーの商品を製作している。
 クッキング用品は、スライサー、オープナー、カッティングボード、ピーラー、皮むき器ブラシ、ボウルミート、 計量レードルなど非常に
充実している。商品は同社のオンラインで購入することもできる。
ナイフは、シェフ、三徳、ブレット、ピーリングナイフ、ユーティリティナイフなどがあり、ステンレス加工でアメリカ製である。価格帯は、
単品$20～30、ブロックセット$80と低めである。
同社の商品はチェーン店、デパートメントストア、専門店と幅広く取り扱われている。商品のパッケージが全て統一されているので、ど
のお店もキッチン用品売り場の一箇所を使い、OXOシリーズGood Gripを並べてコーナー販売している。黒の統一パッケージもインパ
クトがある。
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Company 

WÜSTHOF (ウストフ)

ADDRESS:  333 Wilson Avenue Norwalk, CT 06854 

TEL   203-852-8000 WEB SITE : http://www.wusthof.com/

企業Info.

Item:

Company 

ZWILLING J.A. HENCKELS　(ツヴィリング ジェー.エー.ヘンケルス)

ADDRESS: 171 Saw Mill River Road　Hawthorne, NY, 10532  


TEL  914 749 3427  WEB SITE : http://www.zwilling.com/

企業Info.

Item: 商品特徴

8"Chef's knife ハンドル後半はシャープな作りで、びょうは赤色で後半部分にひとつだけである。

TWIN Identity Carving knife 6"の刃。カービングナイフには、柔軟加工されているナイフもある。

Cuisine 8" Chef's knife 刃部分は広く、ナイフ全体は重い作りになっている。

FOUR STAR 8" Bread knife ブレットナイフの種類だけでも16型ほどある。

Miyabi7000MS  Shotoｈ 両刃タイプ、日本製の鋼鉄を使用。日本料理のプロ、道場六三郎との共同開発作品

Miyabi　7000Pro  Deba 片刃タイプ、日本製の鋼鉄を使用。

ハンドル部分はD型になっているので持ちやすくなっている。

Set of knives, 3 pcs. ステンレス加工の4"と6"のユーティリティナイフと8"のシェフナイフのセット。

Zwilling J.A. Henckelsは1731年に始まり、ブランドネーム、双子を表す‘ZWILLING’(ツヴィリング)とヘンケルス中興の祖である Johann
Abraham Henckels(ヨハン・アブラハム・ヘンケルス)の名前で構成されている。
現在はZwillingJ.A. Henckelsのもとに、ツヴィリングとヘンケルスの2つの製品ブランドが存在する。ツヴィリングが長くメインブランドとし
て使われているが、今日では両方とも世界中で幅広く使われているツヴィリング J.A.ヘンケルスの商品は、同社の工場、またはライセ
ンスを得た世界中の工場で、厳しい品質管理のもと製造されている。
また、そのデザイン性・人間工学に基づいた機能性・確かな品質が認められ、これまで数々のデザイン賞を受賞した。
2004年には、日本初のナイフ工場として、ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパンMfg株式会社を設立した。

ツヴィリングシリーズでは、プロ向けの商品が多い。三徳、ぺティナイフ、シェフナイフを中心としたナイフが揃う。
また、プロフェッショナルから一般家庭向けのナイフのシリーズは13種類ほどあり、どのシリーズも刃渡り、デザインが充実している。
一方、ヘンケルスは、一般家庭向きのキッチンナイフが多い。三徳、チェフ、洋出刃を中心としたナイフがメイン。小さい子供でも使える
刃先が丸くなっているキッチンナイフもある。
その他、日本のスティールを使っている雅というキッチンナイフの製作もおこなっている。刃物はドイツ製のものである。

ウストフ・ドライザック社のキッチンナイフの主なシリーズは７種類ある。
①アバンガード　(細身スライサー・三徳・ボーニング・ピーリング)、②グルメ(ブレッドナイフ・ローストビーフスライサー・スーパースライ
サー)、③クラシック(ペティナイフ・シェフ・洋出刃・カービングナイフ・ソールスライサー・細身スライサー・ソールナイフ・ハムスライサー・
三徳・ブレッドナイフ・サンドイッチナイフ)、④ル・コルドンブルー (シェフ ・細身スライサー ・ペティナイフ・三徳・ブレッドナイフ ・ケーキ
ナイフ) 、⑤グランプリ(三徳・シェフ・ブレッド・フィレナイフ・カービング)、⑥クリナー (シェフ・サンドイッチナイフ・カービング ナイフ・ロン
グスライサー・ブレッドナイフ ・パーリングナイフ ・ ピーリングナイフ・ブーニングナイフ・トマトナイフ・三徳) 、⑦クリナー・ジャパンモデ
ル (シェフ ・ソールスライサー)７種類の中でも、ドライザック・グランプリシリーズは、切れ味、バランス、握りやすさどれをとっても、超一
流のシリーズであり、もっとも信頼の厚い料理用包丁として名高く、世界のシェフに愛用され続けている。刃物は全てドイツ製のもので
ある。

ウストフ・ドライザック社は1814年、ドイツゾーリンゲンに設立された刃物製品のトップメーカーのひとつである。会社は家族経営で、そ
の確かな伝統は６世代に渡り引き継がれ、ドイツの近代的な工場では２２０人を越すスタッフが働いている。200年の歴史を誇る同社
は、近代的な工場で技術者や熟練工たちが、古くから受け継がれた伝統に近代テクノロジーを採り入れた製品作りをしている。
1840年当時、プロのシェフと、家庭料理に熱心な一般消費者のために唯一キッチンナイフを提供していたのはウストフ・ドライザック社
だけであった。
別名「ドライザック」と称されるブランドのロゴマークは、確かな品質と共に1895年にベルリンの王立特許局にて、登録された。現在ま
で、多くの国でそのマークは保護され、認識され続けている。「正確なカッティング・パーフォーマンス」「良質な原料」「安全性」「使いや
すさ」 を追求し、より優れたキッチンナイフを提供している。
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Company 

Cutco (カットコ)

ADDRESS:　322 Houghton Avenue　Olean, NY 14760

TEL  800-828-0448
 WEB SITE : http://www.cutco.com/home.jsp

企業Info.

Item: 商品特徴

Chef Knives 9-1/4" French Chef と7-5/8" Petite Chef の２種類がある。

Santoku Knives 7" Santoku Knifeと5" Petite Santoku Knifeがある。

Boning Knife 刃渡り11-3/4"、アメリカでは肉を食べる習慣が多く、使う機会が多い

Cheese Knife 通常、チーズナイフは刃が細いが、この商品はサントクのように幅がある。

Spatula Spreader 刃は非常に幅広く、刃先は丸くフレキシブルになっている。刃渡り、4-7/8"。

Cleaver With Leather Sheath 刃渡り6-7/8"、ナイフにはMade in U.S.Aとかかれている。 

Homemaker Set With Trays セットがトレイ式になっているので、そのまま引き出しの中に入れられる。

セットの種類は非常に豊富で、5本セットを始め、20本ほどのブロックセットもある。

Company 

Chicago Cutlery　(シカゴ カテラリー)

ADDRESS: 1200 South Antrim Way Greencastle, PA 17225

TEL  800-999-3436 WEB SITE : http://www.chicagocutlery.com/

企業Info.

Item: 商品特徴 価格

Steel 8-pc Block Set 木製のブロックとステンレスナイフのセット。

Cayenne Forged　6-pc Block  Set スリムな木製のブロック、4本のナイフと研ぎ棒、ハサミのセット

Ceramic 6-inch Santoku Knife セラミックナイフで軽く、ハンドル部分も柔らかい

Fusion™ 7 " Santoku Knife Hollow加工。単品～3本セットなどバリエーションが多い。

4-pc Paring / Utility Knife Set ハンドルは、赤、青、緑、黄色の４色、全て刃の形が違う

Forum™ 8" Chef Knife 重さのあるナイフ、ハンドルも後方にかけて太くなっている。

Walnut Signature 7pc Steak Block Set ボックスはスリム、ラウンド方になっている。

Onyx™ Forged 9-pc Steak Set ナイフ全体的に幅が薄い。箱にはいっている。

$149.99

$149.99

$149.99

$149.99

Cutcoの始まりは、西ニューヨークと北ペンシルバニアで、初期の開拓者の腕の良い技術者によって設立された。N.Y.のアレゲニー
フットヒルズの丘に沿って位置した会社は、1800年代後半に、イギリスの有名なシェフィールド刃物類産業から移住してきてその場所
に定住した熟練された刃物職人によって、ナイフ作りを始めたルーツがある。
また、1949年にOlean、N.Y.の新しいCutlery工場を完成し、その同じ年に刃物類の第一セットをニューケンジントン、ペンシルベニア州
へ出荷した。
現在では、Cutco Cutleryはアメリカ合衆国とカナダで、伝統を引き継いだ、高品質な製品を生産している最も大きいメーカーとして多く
の人に知られている。全ての製品にはっきりとMade in U.S.Aとかいてあり、ウェブサイトでもアメリカ製であることを強く強調している。

キッチンナイフ以外に、テーブルナイフ、フォークも扱っている。キッチンナイフはセットが'多く、セットでも15本から多くて32本のセットま
である。また、単品商品もはっきりと、目的別のナイフになっている。肉とチーズのキッチンナイフの種類が充実している。

$149.99

$149.99

Chicago Cutleryは1930年にプロの肉食品会社にナイフを売り始めたのが、ビジネスの始まりのきっかけだった。鋭いナイフの需要が、
アメリカで増加したとき、Chicago　Cutleryはそれまで肉屋にしか販売していなかったが、肉食品業界ためのナイフ製造企業に発展し
た。
さらに 1969年には、Chicago Cutleryはプロの刃物類で、小売り市場に参入した。 プロのナイフユーザの厳しい要望にこたえるように
設計されたナイフは、一般の消費者の家庭にも利用可能の商品になった。
現在、シカゴカテラリーブランドはWorld Kitchen（LLC)によって所有されている。

単品販売よりも、ブロックセットや2本セットなどのセット売りが充実している。
価格帯は、$50以下の低価格品が多い。3年前までは、アメリカ製であったが、それ以降はすべて中国工場での製造である。
ナイフのシリーズは、ステンレスタイプ、ウォールナット材(クルミ材)をハンドルに使用してるのもがある。
商品は、ターゲットなどの大型スーパーに販売されている。

$149.99

$149.99
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Company 

Calphalon （カルファロン）

ADDRESS: Ampoint Industrial Park 3rd & D Street Perrysburg, OH 43551

TEL  419-666-8700 WEB SITE : http://www.calphalon.com

企業Info.

Item:

Company 

Anolon　（アノロン）

ADDRESS:  Meyer Corporation　Consumer Relations　2001 Meyer Way　Fairfield, CA 94533

TEL  800-326-3933 WEB SITE : http://www.anolon.com/

企業Info.

Item:

カルファロンは主にコンテンポラリーのステンレス、ノンスティックのフライパン・鍋をメインで製造している。
刃物の種類も充実しており、主に4種類のシリーズに分かれている。シリーズはコンテンポラリーカトラリー、LXカトラリー、カタナシリー
ズ、エブリディカトラリーで、それぞれ、シェフ・ペティナイフ・カービングナイフ・細身スライサー・三徳・ブレッドナイフ・フルーツナイフ・ス
テーキナイフ・ボーニングナイフなどがある。
カタナシリーズでは、日本のスティールを使っており、希望小売店価格(MSRP）は、他のシリーズに比べ高く、$60～100となっている。
その他のシリーズのMSRPは$40～$80となっている。これらのナイフシリーズを始めとするカルファロンの$60～100となっている。その
他のシリーズのMSRPは$40～$80となっている。
これらのナイフシリーズを始めとするカルファロンの商品は、アメリカではウィリアムソノマやクレイト＆バレル等の専門店やメイシー
ズ、ブルームングデールズ有名デパートにて販売されている。

Anolonは1987年に、表面に焦げつかないノンスティックコーティング加工の鍋を開発し、売り出したのが始まりである。2003年には、シ
リコンとステンレスで作られたハンドル、SureGripと呼ばれるものを開発した。
SureGripハンドルの成功は耐熱皿、 刃物類、料理道具、および機械装置を含む料理器具のカテゴリにおけるAnolon製品の導入につ
ながった。Anolonは、キッチン用具のアメリカ産業リーダー的存在であり、設立当時から現在にかけて、プロの性能を有する一般家庭
の消費者のために、常に、便利さ,高品質、スタイル、およびコンテンポラリーデザイン製品の研究し、提供し続けている。

鍋、フライパン、ベイクウェアなどを中心としたキッチン用品を製造している。
ナイフはドイツ製のスティールを使っており、商品全て、同社のオンラインストアで買うことが可能。ナイフは、ステンレス製で、ハンドル
部分が、シリコンとステンレスで作られてるグットグリップタイプとステンレスハンドルのみのタイプの2種類にわかれている。
扱っているナイフは、シェフ、三徳、ブレッドナイフ、カービングナイフ、ピーリングナイフ、ステーキナイフなどの基本の包丁が揃ってい
て、ブロックセットも販売している。専門的なナイフの種類は尐ない。小売店価格帯は、$15～$50と手ごろな価格帯である。
ブロックセットの小売店価格は$120前後で、15本セットである。キッチンウェアを中心に販売している会社なので、ナイフの取り扱いは
種類が限られている。

カルファロンは、アルミ製調理器具メーカーとして、1963年に創始者ロナルド・キャスパーザックがオハイオ州ペリスバーグの金属加工
会社を買い取り、 業務用向け高級アルミニウム調理器具を創り上げるビジョンに向け、「コマーシャル・アルミニウムクックウェア・カン
パニー」を創設した。
コマーシャル・アルミニウム社は航空技術を導入することにより、業界初の硬質アルマイト調理器具の開発に成功し、ブランド名を「カ
ルファロン」とした。もともと航空産業のため開発された、硬質アルマイト技術を、調理器具に導入した初めての企業である。
業務用市場での高い評価を受けた後、ウイリアム・ソノマ社との共同で 、「カルファロン」 のブランドを全米のショップに広く展開したこ
とをきっかけに、多くの小売業界に進出した。同社は、良質で機能的な素材と現代的なデザインを融合させた商品を製造している。
同社の理念は、楽しく料理ができる調理器具をプロデュースするというものである。同社のキッチンウェアは、アメリカにおけるプレミア
ムクックウェアの中では、トップブランドと認識されている。
2001年には、クッキングスクールをシカゴに設立、2003年には日本でも鍋・フライパンの販売が開始された。
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5 アメリカの製品 

 

① アメリカのキッチン・ナイフ 

 

アメリカで流通している商品を細かく分析することは、アメリカのキッチン・ナイフ業界を理解する上

で大変重要である。日本の和包丁をアメリカに輸出する場合においても、現在アメリカで中心的に

流通しているアメリカのキッチン・ナイフを理解することは、市場戦略を形成する上で鍵になる。アメ

リカでどんなキッチンナイフがあろうとも、それに左右されることなく自分たちの和包丁を売っていく

という考えでアメリカ市場に向かっていくと、「小さい日系市場でしか売れない」という結果になる。

実際、そういう日本のメーカーもある。一部の日本ファンやナイフ･マニア、日本人家庭を対象にす

るのではなく、アメリカの多くの家庭で使ってもらえる商品戦略をたてなければ、大きなビジネスに

発展していくことはない。日本の包丁がアメリカ企業の扱う商品と共に、流通していくことが必要で

ある。 

 

② アメリカに流通しているキッチンナイフの種類 

 

アメリカのメジャー市場に流通しているキッチンナイフには次のような種類がある。 

 

ⅰ サントクナイフ 

 

この名称は日本の三徳包丁から来ている。元来、

日本の洋包丁、それも万能包丁として日本の家

庭用に広く販売されてきた。現在、三徳包丁は、

多目的な包丁 Santoku Knife(サントクナイフ)と

して世界中に広まり、ほぼ全ての包丁メーカー

はラインに入れている。5 インチ（13ｃｍ）、7 インチ（18ｃｍ）、８インチ（20ｃｍ）が多い。価格帯は 20

ドルから 150 ドルくらいである。 

 

ⅱ シェフ・ナイフ 

 

ドイツのシェフのナイフから由来しているが、料理

人だけではなく家庭でも使われる。8 インチ（20ｃ

ｍ）が一般的なサイズだが、６インチ（15ｃｍ）や 10

インチ（25ｃｍ）12 インチ（30ｃｍ）もある。価格は、

30 ドルから 150 ドルまでが中心。 

 

ⅲ ブレッド・ナイフ 

 

パンを切るナイフで、６インチ（15ｃｍ）から 10 イン

チ（25ｃｍ）くらいまであり、８インチ（20ｃｍ）が一番

市場に出ている。大部分のブレッド・ナイフは、刃
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がのこぎり上になっている。アメリカの家庭では必須のキッチンナイフである。20 ドルから 120 ドル

が中心。 

 

ⅳ ユーティリティ・ナイフ 

 

シェフナイフとペアリングナイフの間の長さで、万能ナイ

フである。固いものを切るのには適さないが用途は広い。

4 インチ（10ｃｍ）から 8 インチ（20ｃｍ）くらいの長さであ

る。20 ドルから 120 ドル。 

 

ⅴ ボーニング・フィレ・ナイフ 

 

ボーンナイフは、鶏肉、牛肉、魚の骨をとるためのキッチンナイフで、刃の幅が狭い。5 インチ（13ｃ

ｍ）、6 インチ（15ｃｍ）、7 インチ（18ｃｍ）のものが中心で 20 ドルから 100 ドルくらい。肉によって使

い分けられるように、刃の固いものと柔らかいものがある。刃が日本刀のように反り返っているものも

ある。 

 

ⅵ カービング・ナイフ 

 

肉きり用のキッチンナイフである。シェフナイフよりさらに刃が薄く、より細かく正確に切ることができ

る。ローストした肉、ハムなどの肉をうす切りするため設計されている。長さは８インチ（20ｃｍ）が多

い。価格は、20 ドルから 160 ドル。ミート・フォークとセットで売られていることもある。 

 

ⅶ チーズ・ナイフ 

 

チーズを切るナイフで、柔らかいチーズ、固いチーズに適したチーズナイフがある。デザインは、メ

ーカー各社様々でおしゃれなもの、遊びのあるものが多い。価格は 10 ドルから 100 ドルくらいであ

り、2 点から 5 点くらいのセットで販売されている。刃はそれほど鋭くなく、むしろスプーン、フォーク、

ナイフなどのフラット・ウェア(Flat ware)に近い。 

 

ⅷ スライシング・ナイフ 

 

カービング・ナイフと同じ機能があるが、より長くて

幅が狭い。肉を正確に薄く切るときに適している。

ハム、ローストされた肉、魚、ポーク、鹿の肉を切る。

長さは 8 インチ（20ｃｍ）から 10 インチ 10 インチ（25ｃｍ）くらい。 

 

ⅸ ペアリング・ナイフ 
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小さなナイフで、果物や野菜の皮をむく小型ナイフである。

長さは、2.5 インチ（6ｃｍ）から 4 インチ（10ｃｍ）が多い。シ

ェフナイフと同様に多機能ナイフとして設計されている。 

 

ⅹ ステーキ・ナイフ 

 

牛肉のステーキを食べるためのナイフであるが、シャープな刃はついていないので、キッチン・ナイ

フとはカテゴリーが異なるが、セット販売に入っていることが多い。むしろ、フラットウェア(フォーク、

スプーン、テーブルナイフ)のジャンルになる。 

 

④ デザイン 

 

和包丁は別として、アメリカで売られている洋

包丁と日本の洋包丁のデザイン上の違いはあ

まり大きくはないが、重さのバランス、刃の品質

が異なっている。アメリカの方がやや重く作ら

れているようだ。生産工程、デザイン設計が違

うので、重量バランスはかなり違う。アメリカの

刃物業界に詳しい人によると、「日本の包丁は

手元の方に重心があり、アメリカで売られてい

る包丁は刃が厚い分刃のほうに重心がある」と

いう。インタビューしたキッチン･シェフによると、「日本製はドイツ製に比べて軽く、かつ切れ味がシ

ャープである」という意見が多い。 

 

デザインについては、各メーカー違いがあり、「これがアメリカ市場に一番合うデザインである」という

ものは特定できないが、全体の傾向を把握する必要はある。 

 

④ 価格 

 

アメリカで売られている包丁は、店舗によって価格帯の幅は広い。10 ドルの包丁から、200 ドルの

包丁まである。各メーカー商品の幅も広いので、単純に言うことはできないが、日本製やドイツ製の

中級からハイエンドラインになると、日本製包丁、キッチンナイフの方が一番高いラインになるだろう。 

キッチン･シェフによる「日本製包丁」の評価は高いので、「問題はない」とも言えるが、やはり多くの

家庭で使ってもらえる価格帯を検討するのも必要である。 

 

⑤ 商品の種類 

 

ⅰ 単品商品 

 

専門店でも、チェーン店でも単品商品をパッケージで販売し

ている。中価格、低価格商品はプラスチックの簡易なパッケ
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ージに入れて、壁に吊るされて販売されている。高価格帯の商品は、鍵のかかったガラスケースの

中に磁石のバーに取り付けてディスプレイされており、1点づつ箱に入れて販売されているものが

多い。消費者が商品を選ぶと、ケースに入った商品を出してくれる。この方法は、大部分の専門店

が同じやり方をしている。見栄えも良いし、消費者は自分で自由に包丁を出せないようおりなって

いてセキュリティ上も安全である。かつ箱入りであるので高級感がでる。ギフトとしてマザーズ･デイ･

ギフト、レストラン開店祝い、シェフへのギフトなどに利用されることもある。 

 

ⅱ セット商品 

 

チェーン店、デパートは、箱に入ったセット販売に力を

入れている。これは主に、ギフトを対象にしており、結婚

のお祝い、住宅の新築祝いのギフトなどに利用される。

日本では、包丁を結婚のお祝いには使わないであろう

がアメリカでは珍しくない。セットの内容は、メーカーによ

って異なるが、おおよそ次の 15本の組み合わせが代表

的なセットである。メーカーにとっても、まとめて消費者

が買うことになりビジネス的に大きなメリットがあるので、各社力を入れている。 

 

 シェフ･ナイフ  （8 インチ） 

 スライス･ナイフ （8 インチ） 

 ブレッド･ナイフ （8 インチ） 

 サントク･ナイフ （8 インチ） 

 ユティリティ・ナイフ（5-6 インチ） 

 ステーク･ナイフ ｘ 6 （4-5 インチ） 

 多目的はさみ 

 砥ぎ棒 

 ナイフ･スタンド 

 

 

 

 

6 パッケージ・ラベル 

 

① パッケージの重要性 

 

アメリカ市場では、一般的に店舗には販売員が少なく、消費者は商品のパッケージを見て買うかど

うか判断することが多いので、「商品の売れ行き」はパッケージにかかっているといっても決して過

言ではない。そのために、キッチンナイフのブランド･イメージ、性能、品質は、パッケージに書いて

ある内容およびパッケージのデザインが非常に重要である。日本のパッケージとアメリカのパッケー

ジは違うので、アメリカの消費者が買いやすいパッケージを研究する必要がある。特に、デザインに
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おけるレイアウト、色についてはアメリカの感覚をはずさない、かつオリジナリティがあることが必要

である。パッケージによって売上げは大きく左右される。 

 

 

ⅰ パッケージに書かれている内容（単品商品） 

 

パッケージの大きさが限られているため多くの情報は

記載されていない。メーカーによって異なるが、おお

よそ下記の内容がパッケージに記載されている。一

例を挙げて説明する。これはあくまでも例であって、こ

の通りにしなければならないということはないが、参考

にすべきである。 

 

 

（パッケージの正面） 

・ブランド名 

・アピールするポイント・・・German Steel、Made In Japanなど 

・商品名・・・5“ Santokuなど 

 

(パッケージの側面)  

・商品名・・・5“ Santokuなど 

・商品コード・・・自社の品番 

・バーコード 

 

(パッケージの裏面)  

・商品名の説明 

「サントク・ナイフは、すべての目的に合うアジアスタイルのナ

イフで、肉、魚野菜を切るのに適している、サントクとは、三

つのよいことという意味で、スライスが出来る、角切りが出来

る、細かく出来るという 3つの仕事が可能という意味なので

ある」という記載がある。 

・包丁の使い方のコツ・・・野菜の切り方のコツが記載されて

いる。写真付き。 

・包丁の写真と各部の素材説明・・・刃やハンドルの各部署の素材、長所が記載されている。写真

付き。 

・保証について・・・「あなたは当社に登録すると、生涯保証が得られます。」と書かれて、購入者が

Webサイトで登録できるようにしてある。 

・取り扱い方・・・｢使用する前に刃を一度研ぐと良いでしょう｣と書いてある。 

・クリーニング･･･｢常に布で汚れをふき取り、洗い、すぐに乾燥させてください。食器洗い機に入れ

ないでください。｣と記載されている。 
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・保管・・・「刃を保護するために、包丁スタンドに入れて、他のものと不必要な接触を避けるようにお

くのがよいでしょう」と記載されている。 

・使用上の注意・・・「包丁は注意深く使用してください。全ての刃物は子供の手の届かないところに

保管してください。落ちそうになった刃物を手で取ろうとしないでください。刃先を研いだ時に指で

試しに触らないでください。使い方を間違えますと、怪我をする場合があります」と記載されている。 

・商品の品番 

・US Patent・・・特許があれば特許の番号 

・アメリカのコンタクト先・・・住所 

・ＵＲＬ 

・素材の生産国 

・製品の生産国 

・会社名 

 

ⅱ パッケージに書かれている内容（セット商品） 

 

紙製の箱に入れられているので、多くの情報を載せることができるが、あまり字が多いと敬遠される

ので、箱のデザインが重要である。 メーカーによって違うが、おおよそ下記の内容がパッケージに

記載されている。一例を挙げて説明するが。無論、これはあくまでも例であって、この通りにしなけ

ればならないということはないが大いに参考になる。 

 

（箱の正面） 

・ブランド名 

・商品名・・・15 Piece Cutlery Set (15本入りの包丁セット) 

・商品の写真・・・15本が包丁スタンドに入っている写真 

・シェフナイフの写真・・・1本だけ見本写真を出している 

・アピールする内容・・・刃と、ハンドルの材質が簡単に説明されている。 

 

(箱の左側面) 

・ブランド名 

・商品名・・・15 Piece Cutlery Set (15本入りの包丁セット) 

･シェフナイフの写真と各パーツの特徴・・・刃とハンドルの特徴 

 

(箱の右側面) 

・ブランド名 

・商品名・・・15 Piece Cutlery Set (15本入りの包丁セット) 

・イメージ写真・・・野菜の切り方の説明 

・保証期間・・・Life Time Warranty(生涯保証) 

・ブランドの説明 

・生産社名 

・生産地・・・ドイツ製を強調している 
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