
 

 

第四章 アメリカのビジネス 

 

 

アメリカのビジネス体制全体（販売、流通、回収システム）に関する調査である。 

 

アメリカ市場には、商品の販売形態、流通システム、回収のシステムがある。それらは、いずれも日

本とは違い、日本企業がアメリカ市場に商品を販売する時欠かせない情報である。まずアメリカビ

ジネスの全体像を理解しておかねばならない。 

 

 

1. 受注 

 

 

① 展示会販売 

 

アメリカでは、あらゆるビジネスの分野において、「展示会販売」

が活発である。アメリカは市場が大きく、商品のサプライヤーが一

都市に集中していないので、展示会を軸にして、製品サプライヤ

ーと店舗のバイヤーが定期的に集まって商談する方法が合理的

なのである。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。この事は、海外から進出する企業にとっては、市場開

拓が容易になるための大変良い要素である。 

 

日用品、ギフト、ファッション、アクセサリー、ステーショナリーの展示会だけでも、各都市に展示会

があり、非常に幅が広い。その中から、日本企業に合う展示会を選択する。展示会の選択は、初期

段階では、大都市で行われる「規模の大きな展示会」に出展し、多くの有力なバイヤーと出会うこと

が必要である。また、各都市にきめ細かく取引先を開拓するためには、「地方の展示会」である。大

都市展示会では、バイヤーも多くのブースを回りたいので、急ぐバイヤーが多いが、地方の展示会

では多くの専門店としっかり商談ができるメリットがある。 

 

最近では、展示会出展にかなりの経費がかかることから、アメリカの多くの企業は、大都市の主要

な展示会に絞って出展し、得意先の受注確保、新規取引先の開拓を行っている。 

 

展示会では、ブースをセンス良く設営し、製品が良く見えるようにプレゼンテーションに工夫する。

そこで、多くのバイヤーに効率よく商品を見せられるので、展示会経費は高いものの採算は取れ

る。 
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② 日常営業 

 

展示会は「日常営業の集約」であり、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 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のか？」という問題になる。 

 

この問題については、「組織戦略」で説明するが、通常は NY か、LA にショールームを持ち、日常

的にバイヤーとコンタクトして、ショールームに来てもらい受注を確保する。このように展示会と日常

営業を組み合わせて、受注額を増やしていく。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。 

 

アメリカのショールームは、特定のビルの中に固まっている。

ニューヨークで言えば、34ストリート、38ストリート、39ストリー

トあたりにショールーム･ビルが固まっている。ショールーム･

ビルにも、簡単に入居できるビルと、審査が厳しいビルがあ

る。 

③ 大手企業の注文 

 

チェーン店、デパートは、展示会では注文書（PO）を発行し

ない。会社の承認を得たうえで適正な注文量を計算し、注文書が E メール、EDI システムで送られ

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もある。大きいビジネスはこのケース

が多い。 

 

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、いくら商品を気に入ってくれていても、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仕入れない。バイヤーの失点になるからである。何万点、何

十万点という単位を注文するナショナル・チェーン店になると、発注の前にシッピング体制の厳しい

訪問審査がある。 

 

④ 一般専門店の注文 

 

展示会で発注する専門店は多い。展示会の PO は手書きの伝票

なので、展示会後にコンピューターで作った正式な POを発行する

会社もある。PO とお礼状(Thank you Letter)を展示会後に送ると丁

寧なイメージになり信用が高まる。 

 

展示会でメモ（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で注文書が来る。展示会後に注文を促す

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。 
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（Webサイトによる追加注文） 

 

最近は印刷したラインシートを使うよりも、追加注文にWEBサイトを使うほうが一般的になっている。

店舗バイヤーは、追加注文をしたいときにすぐに商品を確認できるし、ラインシートを送る手間と時

間を節約できるので大変に便利である。ただし、一般消費者に見られないように、バイヤー用パス

ワードを入れるようにしなければならない。店舗はその点を大分気にする。 

 

逆に、オンラインショップで、積極的に消費者に直接販売している企業も少なくはない。この場合、

「実際商品を見たらイメージが違った」などの理由で起こる返品作業に手間がかかることは避けられ

ない。卸販売先小売店との軋轢も考えられる。 

 

⑤ レップ・システム 

 

ⅰ アメリカのレップ 

 

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。

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。各店舗を車で巡回する

レップ（Rep）をロード･レップ(Road Rep)と呼んでいる。中には、シ

ョールーム風にデザインされたトラックを運転して、広い範囲を旅

する「ロードレップ」もいる。 

 

レップは、基本的に受注活動のみを行い納品、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％－18％程度である。各レップは担当地域が州単位で特定している。1人

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を担当する。全米をカバーするために

は、4-6人程度のレップが必要になる。 

 

参照： 資料 ｢アクセサリーを扱うショールームリスト｣   

 

ⅱ 信頼できるレップ 

 

レップは、アメリカ市場をよく知らない日本企業にとっては、必要な存在に思えるが注意も必要であ

る。それは、セールス・レップは、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。なぜなら他のアメリカ企業も優

秀なレップを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、一概には言えないまでも

「売る商品が足りないので新しいラインを探している」レップである。 

大ヒットの商品がある時は、多くのレップが｢うちに売らせてほしい｣と、展示会のブースにやってくる。

彼らの商品の見る目は実に鋭いものがある。レップが声をかけてくる商品は「市場性が高い」と判断
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できるかもしれない。しかし、売れる時ばかりでなく売れない時も努力してくれる信頼のできるレップ

を探さなくてはならない。レップ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、自社商品だけ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。 

 

良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。もちろん、特定のレップを専

属にすることも可能であるが条件は厳しいものとなるだろう。 

 

ⅲ 理想的なレップ体制 

 

信頼の置けるレップを 1人づ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レップを確保し、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。 

 

レップ同士は、仲間意識も強く情報交換も行なっているので

トラブルが起きないように、時間をかけて適正なレップを選ぶ

ことが重要だ。きちんとしたフェアな契約書の作成も必要で

ある。「雰囲気の良いショールーム」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っ

たような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レップは疑問である。レップの選

択には、時間をかけて探し、信用調査かつ業界での評判も聞いて最適な人を選ぶべきである。 

 

 

 

⑥ 受注に必要な販売ツール 

 

受注を取るためには、いくつかの書類、販売ツールが必要になる。 

 

ⅰ ラインシート（Line Sheet） 

 

商品一覧表のことで、商品の品番、写真、価格、納期、色、サイズなどの商品情報が全てのせてあ

る資料である。通常、ブースの中で、商品を気に入ったバイヤーは、「ラインシートはありますか？」

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。 

  

 

ⅱ カタログ 
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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カタログを準備する。しかし、

製作費用もかかるので、ラインシートで代用しても良い。ブランドイメージを高めるためには効果的

なツールである。作成する場合には、ブランドが表現できるような感覚のよいものにしなければ意味

がない。日本でよく見る「会社案内」のカタログは、アメリカではあまり必要とされない。 

 

ⅲ PO （Purchase Order） 

 

受注書のことで、「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

社に保管、１枚(コピー)を販売エージェント保管、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」という文言や「商品に瑕疵があった

場合の処理方法」など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。 

  

 

ⅳ 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｣

についての詳細は次項で説明する。受注時には、この支払い確認書に記入してもらい、サインして

もらう。クレジットカード支払い以外は、信用調査が必要になるので、ブースの中で話し合いにより

支払条件を決めるということにはならない。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。 

 

ⅴ 名刺 (Business Card) 

 

展示会では、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、ブランド

のロゴを載せた名刺が効果的である。ブランド･イメージに合った感覚のよい名刺にすべきである。

日本の名刺サイズはアメリカの名刺ホルダーには入らないので、アメリカサイズ（縦 51mm×横

88mm）にすると良い。    

 

ⅵ 取引先一覧表 

 

受注時には、自社の顧客一覧表を持っていなければ、同じ地域のオーバーラッピングをチェックで

きない。その表には、店舗の信用状況、過去の受注金額の流れなどの「取引情報」を入れておくと、

商談の時、良い判断材料になる。 

  

これらのツールは、必ずしも全てが展示会で活躍するわけではないが、会社の存在、商品の情報

が市場に浸み込んでいくのであるから軽視はできない。展示会後、注文につながることは十分にあ

りえる。準備する数量は商品によっても違うが、一回の展示会で 200-400 というところだろう。同業

者に、ラインシートなどの資料が渡る恐れもあるので、「名刺をくれた店舗のバイヤーにのみ渡す」

というような工夫は必要である。 
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2. 流通 

 

 

① 流通方法の基本 

 

アメリカ市場において商品を流通させる場合、どのような体制で行えばよいか

を具体的に説明する。アメリカ市場での販売体制の形態によって、配送体制

も異なってくる。自社で販売体制を持つ場合は、基本的に自社またはエージ

ェントで流通体制を作ることになる。取引先が大手企業の場合は、EDI システ

ムを採用している場合が多いのでそのシステムは持っていなければならな

い。 

 

ⅰ ウェアハウス（Warehouse） 

 

商品を保管し、顧客(商品生産企業)の注文にしたがって、ダンボールに梱包し、小売店へ発送す

る流通代行倉庫企業である。自社内に充分なスペースがない場合は、このような外注のウェアハウ

ス会社に依頼することも可能である。様々な業種のウェアハウス企業もあり、ラベル貼り、縫製の簡

単な直し、下げ札取り付けなども行う。取引量が大きくない段階では、エージェントや自社で発送

作業をするのが普通であろう。 

 

ⅱ インボイス（Invoice） 

 

商品には必ずインボイスを添付する。手書きではなく、コンピューターで打ち出した正式なものがよ

い。実際は、コンピューター･ソフト(クイック・ブックなど)を使って、在庫管理、売り掛け管理、顧客管

理と共にインボイス作成を行う。 

 

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、会社にもよるが、通常インボイスを発行するのみである。1 か月

分をまとめて請求せずに、個別に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。 

 

ⅲ 配送 

 

運送会社 UPS 社を利用して、トラック便や航空便で店舗に商品を配送する。UPS 社は、全米に配

送ルートを持つ最大規模の運送会社である。現金交換取引

（COD）の場合は、集金業務も行う。アメリカ国内の運送費用は、

通常は店舗が負担するので、翌日に着く航空便でなく、割安なト

ラック便を使う陸送サービス（Ground Service）が普通。LA-NY間

は、5日かかるので、出荷のとき約束している納期をよく計算する

ことが必要だ。 
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UPS社の陸送サービスは、Webサイトで配送管理を行っているので、あらかじめ UPS と契約する必

要がある。  

 

UPS社：1-800-742-5877 www.ups.com 

 

② 通関と関税 

 

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

がスムーズに行われるので、貨物到着後 4-6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の規定について、運送会社と相談をして綿密な対策が

必要である。 

 

日本から発送するときには、日本の運送会社を利用するであろうが、その場

合、アメリカに現地法人を持っており、日本人担当者が駐在している運送会

社を選択するとトラブルがあったときなどは便利である。 

 

関税の率については、そのタリフ（関税率表）が多岐にわたっており、変わることも良くある。アメリカ

税関の関税率のタリフがWebサイトで参照できる。商品の素材、サイズ、用途などによって細かく規

定されているので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Webサイトは下記の通り。 

 

United State International Trade Commission 

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

 

価格計算などで必要な情報は、その都度取引先の運送会社に問い合わせて、最新の情報を入手

すべきである。関税率は毎年のように変わっている。 

  

③ 表示規則（下げ札・洗濯ネーム） 

 

製品の貿易で一番気をつけなければならないのは、表示(Care Label)の規則である。最新の情報

は、Federal Trade CommissionのWebサイトを見る。 

http://www.ftc.gov 

 

特に注意すべきことは以下の点である。表示規則を違反すると商品は税関にキープされてしまう。 

・取り扱い表示は、英語で書かれていなければならない。 

・生産国が表示されていること。 

・素材の内容が書かれていること。 

・生産者名が書かれていること。 
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分かりにくい場合は、アメリカのあるメジャー企業の外国製の製品を参考にすると良いだろう。 

 

④ アメリカ国内の運送 

 

ⅰ 国内運送代 

 

通常は、アメリカ国内の運送代は店舗が負担する。大手チェーン店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。大量の納品の場

合はかなり高額になる。 

 

ⅱ 通常の発送方法 

 

自社で発送を行う場合、発送の段取りはおおよそ次のようになる。 

 

・ 納期にあわせて、注文の商品をピッキングする。 

・ ダンボールに梱包する。 

・ 重量を測る。(単位：パウンド) 

・ 送料を UPSのWEBサイトで確認する。 

・ 100 ドル以上の商品には、UPS社の保険をかける。 

・ インボイスに商品代金と共に送料を載せて作成する。 

・ UPSのシッピング・ラベル（宛先ラベル）を PCのプリンターでプリントアウトする。 

・ インボイス+商品を UPS社が小売店に配送する。 

 

⑤ サンプルのシッピング 

 

日本からサンプルなど小型貨物は、運送会社を通さずに郵便局の国際エクスプレス郵便（EMS）を

使って送るほうが割安で簡単である。日本からアメリカには 4-6日で着く。 

 

⑥ 大手企業のシッピング・マニュアル 

 

チェーン店、デパートは、それぞれ独自の分厚いシッピング・マニ

ュアルがあるので、その指示に従う。内容は非常に細かく、次のよう

なポイントがある。 

 

・ ダンボールの大きさ、強度の指示がある場合がある。 

・ 内箱、中箱、外箱の 3種類の箱を使う場合がある。 

・ 箱に貼るラベルの指示（内容、サイズ、位置）も細かい。 

・ 運送会社が指定される。 

・ 素材によっては、生産者の証明書が必要。 

・ ガムテープの貼り位置の指示まである。 

・ その他、色々な制約や規則があり、違反するとペナルティが課せられ代金から引かれる。 
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大手企業の納品が一括納品でなく、各店納品（例えば 50 店以上）の場合は、ウェアハウス会社を

利用した方が安心である。ウェアハウス会社は、大手チェーン店の納品には慣れている。 

 

 

3. 回収 

 

 

アメリカの店舗の中には、支払い不良の店も少なくはないので、

回収体制はきちんとしておかねばならない。OEMビジネスやイン

ポーターへの販売の回収は、LC 決済などによって銀行間取引

で回収リスクを防止できる。しかし、店舗への販売の場合は、独

自の「回収体制の準備」が必要である。回収方法にはいくつかあ

る。受注から回収までのプロセスを説明する。 

 

① 受注 (Order) 

 

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 決済のいずれかを希望する。それらに対する受け

入れ体制はあらかじめ準備しておく。 

 

展示会や個別営業で獲得した注文書（PO＝Purchase Order）をまとめる。 

 

② 信用調査 (Credit Check) 

 

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。信用調査会

社を利用することもできるが、日本企業にとっては下記に説明するファクター（Factor）の活用が便

利である。 

 

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、信用度が高い店舗からの受注は問題ないが、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に大

変有効である。ビジネスが合計で年に数回しかない場合には、信用調査企業で調査を依頼したほ

うがよいだろう。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。（ただし会員登録が必要） 

 

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

 

信用調査無しに、「あの人は信頼が置けそうだ」「うちの商品を理解してくれているから大丈夫」など

というのはアメリカでは無謀である。根拠無しの信用売りは絶対にやってはいけない。 
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③ 回収方法 (Payment) 

 

ⅰ ファクター（Factor） 

 

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。ファクターリング（Factoring）のシステムの詳細は次項で説明する。利用に伴う費用は、

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、現地の代理店を通さねばならない。通常、ファクターとは年間契約をしなければならない。 

 

ⅱ ネット 30決済（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＝「納品後 30 日後に支払う」という

取引条件が多い。30日間の延べ勘、信用取引である。NET60を希望する企業（店舗）もある。 

 

ⅲ クレジット･カード決済 （Credit Card Payment） 

 

アメリカでは、会社または個人のクレジットカードによる回収も頻

繁に行われている。特に初回取引、小額取引、急ぎの取引の場

合はこの決済方法が多い。クレジットカードがディクライン

（Decline 使用不能）になることもあるが、その場合には納品を回

避できるので、絶対とは言えないが比較的安全で簡単な回収方

法である。クレジットカード会社との契約はアメリカ法人でなけれ

ばできない。 

 

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

 

COD 取引もアメリカでは日本よりも一般的な回収方法である。UPS などの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

ら嫌がる場合も多い。 

 

アメリカでは、小切手が当座預金口座の「残高不足」で換金できないことが時々ありうる。日本では

即倒産になるのであまり起こらないが、アメリカでは単に「残高不足」ということで、大きな問題には

ならないため、「よく起きること」である。したがって、小切手による回収は安全な回収方法とはなら

ない。COD ということになった場合は、安全確実な銀行保証小切手（Certified Check）による COD

にすべきである。 

 

ⅴ 先払い（Prepaid） 
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納品準備ができたら、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。この方法も売る側には安全であるが、買う側にリスク（代金を支払ったが商品が届かない）が

生じるので店舗にはあまり歓迎されない。 

 

④ 安全な回収方法 

 

100％絶対確実な回収方法は存在しないが、次の方法が最も現実的で、かつ安全な回収方法とい

えよう。 

 

ⅰ 受注を受ける。 

ⅱ ファクターに申請する。 

ⅲ ファクターが Approve（承認）をした。（この受注分は保証される） 

ⅳ ファクターが Reject（拒否）した。（店がまだ新しく情報不足の場合、低い信用度 

  の場合） 

ⅴ ファクターが Reject した場合、クレジットカード支払いにしてもらう。 

ⅵ クレジットカード支払いは取り扱っていないという店舗には、銀行保証小切手  

 （Certified Check）による CODを要求する。 

  それができない注文はキャンセルする。 

 

この方法をとれば、商品は送ったものの代金の回収ができないということは起こらない。ただし、商

品の納品の準備ができた時に、「クレジットカードがバウンスした」「商品引取りができない」「仕入れ

過剰なのでキャンセルしたい」という店舗が発生することもあり得なくはない。それを回避するには、

デポジット（30％程度）を注文時に要求するとよいだろう。しかし、デポジットの交渉で「そういう条件

ならば注文をしない」という結果も起こりうる。 

 

⑤ 注文のキャンセル 

 

受注分のキャンセルは起きる場合がある。キャンセルが出ると、どうしてもその分の商品が余ってし

まい、不要な在庫になるのでできるだけ防ぐ方法を考える。 

 

ⅰ 展示会で注文するが、仕入れすぎたという理由で、数日後にキャンセルが来るケース 

 

このケースは、商品を生産する前のキャンセルなので問題はない。 

 

ⅱ クレジット･カード支払いが決まっていたが、納品時カードがバウンスした。 

 

このケースは、商品がすでに生産されているので商品が在庫になる。これを防ぐには、注文時にデ

ポジット（Deposit）を 20-30％確保しておくしかない。受注時にバイヤーの抵抗があるだろうが交渉

は可能である。デポジットが不可能であった場合は、バウンス時に違うカードを貰って決済するよう

交渉する。 

 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 181

【ご注意】この情報は2010年10月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。



 

ⅲ 納品時に銀行小切手による COD決済をしない。 

 

この場合は、すでに商品が生産されているので、商品が在庫に

なる。これを防ぐには、注文時にデポジット（Deposit）を 20-30％

確保しておく。または、保証のためにクレジットカード情報をもら

っておくとよいだろう。 

 

このようにして、キャンセルによる在庫を防ぐように工夫しなけれ

ばならない。賢明な対策は、キャンセルがいくつかは出るだろう

と予想して、生産数よりもある程度多めの注文をとっておく方法も

考えられる。そして商品が不足した場合には、信用度の高い店舗から納品していく。 

 

⑥ 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。コレクション･エージェンシーはファクターの子会社のこともあるので、まずファクタ

ーに問い合わせるか、取引先銀行に紹介してもらう。 

 

⑦ ファクタリング（Factoring） 

 

回収方法は、上記のとおり色々な形態があり、リスクを回避する方法はシステム化されている。信用

調査と回収を双方行ってくれるのがファクター企業である。ファクターとの取引は、アメリカ登録法

人との年間契約が前提である。取引、サービスの内容は、ファクターによっても違うであろうが、代

表的な例を説明する。 

 

ⅰ 注文が入る＝注文書（PO）を作成する。 

 

ⅱ POをファクターに送付する。（実際は、オンラインでその情報をファクターに送る） 

 

ⅲ ファクターは、自社の持つ情報からその会社の信用状況をチェックする。 

 

ⅳ 顧客の信用度が高い場合･･･ファクターはアプルーブ(Approve 承認)をだす。この場合は、倒

産などで回収されなくてもファクターが保証する。 

 

ⅴ 信用度が低い場合や新しい店舗で信用調査ができない場合･･･ファクターはリジェクト（Reject

拒否）する。この場合は、売り手がリスクをもつか、またはファクターを通さずに、COD やクレジットカ

ード払いまたは前払いによる取引に変える。 

 

ⅵ 支払方法･･･店舗は、ファクターに小切手を郵送する。ファクターは、契約者にコミッションを差
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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。その明細書によって、入金を確認し、売掛金管理を行う。ただし、多くの取引先がある場合に

は、売掛金管理も複雑になるので会計担当者が必要になる。 

 

これが、ファクタリングの流れである。アメリカ市場に新しく進出する日本企業にとって、強い味方に

なるのは間違いがない。ファクターの信用ランク決定の力は大きく、店舗はファクターを通している

企業には優先的に支払いを実行する傾向にある。 

 

⑧ ファクターのポイント 

 

ⅰ 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。信用調査だけで、ファクターを通さなか

った取引のコミッションの請求はない。 

 

ⅱ 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。年間にコンスタントに売り上げがない場合や売上げが小

さい場合は難しくなる。最低取引金額の条件がないファクターを選

択したほうが良いが、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。 

 

ⅲ ファクター選択のポイント 

 

ファクターの情報量が多いことが重要である。大手のファクター（CIT など）の関連会社は情報量が

多い。できたら最低取引金額はないほうが良い。コミッションが適正であること。日常的に問い合わ

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。 

 

ⅳ ファクターとの契約 

 

契約するためには、アメリカに登録された法人でなければならない。したがって、現地法人を設立

した場合は問題なく契約できるが、現地法人を設立しない場合は、現地販売、流通を行うエージェ

ントがファクターと契約することになる。 

 

ⅴ ファクターの効果 

 

アメリカでは、優良な企業ほど自社のクレジット・ランクには気を使うので、ファクターへの支払いは

優先的に行う傾向がある。したがって、売掛金回収方法としては、確かに効果的である。また、ファ
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クターは信用調査情報を多く持っているので、日本企業は、顧客（小売店）の信用調査を行う必要

がないためスピーディーかつ経済的である。 

 

⑨ 回収体制 

 

アメリカ市場は広大なので、取引先が数千になることはありうる。その場合、信用調査はできるだけ

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取引先の売掛金のみを保証するのである。 

 

ファクタリング体制とクレジットカード体制、COD 回収システムを組み合わせて、完璧に近い回収を

行わなくてならない。アメリカ市場で販売を開始するまでに、回収体制を完璧に整えることは非常に

重要である。 
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展示会名 展示会カテゴリー 日程 会場 WEB 出展者 傾向

ASD/AMD's Las Vegas Gift Expo ギフト 2月/8月 Las Vegas, NV http://www.asdonline.com 650
テーブルトップや収集品としてのジュエリーやハンドク
ラフト商品が揃う。

Atelier Designers ファッション 2月/9月 New York, NY http://www.atelierdesigners.com 30 個性派ミセス向きブティック向けの展示会。

Beckman's Handcrafted Gift Show ギフト 1月/7月
Chicago, IL

Los Angeles, CA
http://www.beckmans.com 100

アーティストの作品を中心に取り扱う小規模な展示
会。

Boston Gift Show ギフト 3月 Boston, MA http://www.bostongiftshow.com -
ギフトの他、made in New Englandを1つのカテゴリー
にしているのが特徴。

California Gift Show ギフト 1月/7月 Los Angeles, CA http://www.californiagiftshow.com 1,000
南カルフォルニアのライフスタイルをテーマとしたギフ
トやホームデコの展示会。

Coterie ファッション 2月/9月 New York, NY http://www.enkshows.com 600 ヤングコンテンポラリーの展示会。

Dallas Total Home & Gift Market ギフト 1月/3月/6月/9月 Dallas, TX http://dallasmarketcenter.com -
年間4回行われ、家庭用器具とギフトアクセサリーの
部門がある。

Denver Merchandise Mart

Gift, Home, Jewelry & Resort Show
ギフト 2月/8月 Denver, CO http://www.denvermart.com 650

ネイティブアメリカンやウエスタンといったカントリーの
要素を含んだプロダクトを最も大きなセクションとして
扱っている。

Designers and Agent ファッション 1月/2月/5月/8月/9月 New York, NY http://www.designersandagents.com 200 ヤングコンテンポラリーを中心に扱う。

Florida's Largest Home Show 家具/インテリア 3月/9月 Tampa, FL http://s293690469.onlinehome.us 476
最新のホームアクセサリーやインテリア、装飾品を
扱っている。

Fort Lauderdale Gift Show ギフト 8月 Lauderdale, FL http://www.ftlauderdalegiftshow.com 500
ギフト、ステーショナリー、グリーティングカード、ファッ
ションアクセサリー、トイなど幅広く取り扱う。

Galveston Gift & Resort

Merchandise Show
ギフト 10月 Galveston, TX http://www.galvestongiftshow.com 150

ルイジアナからテキサス辺りまでのリゾート関係の小
売業者がターゲット。

Indianapolis Home Show 家具/インテリア 2月 Indianapolis, IN http://www.indianapolishomeshow.com 1,000 家具を中心に、生活雑貨、インテリアを扱う展示会。

アメリカ展示会リスト
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展示会名 展示会カテゴリー 日程 会場 WEB 出展者 傾向

アメリカ展示会リスト

ENK Accessory Circuit アクセサリー 1月/5月/8月 New York, NY http://www.enkshows.com 600 ヤングコンテンポラリーのアクセサリー展示会。

International Contemporary Furniture Fair 家具/インテリア 5月 New York, NY http://www.icff.com 642
アメリカでは重要な展示会で30カ国から26,000人の人
が集まる。

International Home & Housewares Show 家庭用品 3月 Chicago, IL http://www.housewares.org 2,000
世界最大の家庭用品を集めた展示会で約60,000の
集客がある。

International Home Furnishings Market 家具/インテリア 4月/10月 High Point, NC http://www.highpointmarket.org 2,400
大規模なホーム用品の展示会で85,000人近くの入場
客で溢れる。

Las Vegas Market 家具/インテリア 8月 Las Vegas, NV http://www.lasvegasmarket.com 1,500
家具の他に雑貨も扱い、100カ国以上のから10,000人
近くの人が集まる。

Las Vegas Souvenir & Resort Gift Show ギフト 9月 Las Vegas, NV http://www.lvsouvenirshow.com 800 お土産とリゾートギフトにフォーカスした展示会。

MAGIC ファッション 2月/8月 Las Vegas, NV http://www.magiconline.com 2,000
ヤングからコンテンポラリー、ミセスまで総合的に取り
扱う。

Miami Home Design And

Remodeling Show
家具/インテリア 3月/9月 Miami Beach, FL http://www.homeshows.net 450 家具とアクセサリー、インテリアを中心に扱う。

Minneapolis Mart ギフト 3月/8月 Minnetonka, MN http://www.mplsgiftmart.com 200 家庭向きのギフトや雑貨を取り扱う。

NeoCon World’s Trade Fair 家具/インテリア 6月 Chicago, IL https://reg.neocon.com 1,200
家具とインテリアの大規模な展示会で毎年40,000人
近く集まる。

New England Home Show 家具/インテリア 2月 Boston, MA http://www.newenglandhomeshows.com 500 家具を中心に、生活雑貨、インテリアを扱う。

New York International Gift Fair ギフト 2月/8月 New York, NY http://www.nyigf.com 2,800
アメリカ最大の集客数を誇る展示会。アメリカ国外か
らもバイヤーが集まる。

OASIS Gift Show ギフト 1月/7月 Glendale, AZ http://www.oasis.org 400
ホームデコ、ジュエリー、ネーティブアメリカンのアート
や工芸品を扱う。
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展示会名 展示会カテゴリー 日程 会場 WEB 出展者 傾向

アメリカ展示会リスト

Orlando Gift Show ギフト 1月/7月 Orlando, FL http://www.orlandogiftshow.com 100
フロリダで20年以上続いており、ペパーグッズやテー
ブルウェアーなども扱う。

Philadelphia Gift Show ギフト 1月/7月 Oaks, PA http://www.philadelphiagiftshow.com 1,000 ミッドアトランティック地区で最も大きいギフト展示会。

Pittsburgh Gift Show ギフト 2月/8月 Monroeville, PA http://www.coralproductions.com - 主にPA、OH、WVのバイヤーが集まる。

Portland Gift & Accessories Show ギフト 3月 Portland, OR http://expopromoter.com - ビンテージを中心とした小規模な展示会。

San Francisco International Gift Fair ギフト 8月 San Francisco, CA http://www.sfigf.com -
CA最大級のギフト展示会。ギフトと家具が中心となっ
ている。

St. Louis Gift Show ギフト 1月/8月 St. Charles, MO http://www.louisvillegiftshow.com 100
40年以上続いており、ギフトの他に家具や洋服なども
幅広く扱う。

Surtex ステーショナリー 5月 New York, NY http://www.surtex.com 400
ステーショナリーやグリーティングカード、ギフトラッピ
ングが揃う展示会。

The Atlanta International Gift & Home

Furnishings Market
ギフト 1月/7月 Atlanta, GA http://www.americasmart.com - ギフトの他、家具やリネンも取り扱う展示会。

The Chicago Market: Living and Giving ギフト 1月/7月 Chicago, IL http://expopromoter.com -
近年は環境に特化したエコフレンドリー商品も充実さ
せている。

The Seattle Gift Show ギフト 1月/8月 Seattle, WA http://www.seattlegiftshow.com - ギフト、お土産商品など1万点近くのアイテムが揃う。

The Train ファッション 2月/9月 New York, NY http://www.thetrainnewyork.com 150 インターナショナル個性派デザイナーズが集まる。

Western New York Gift Show ギフト 2月/7月 Henrietta, NY http://www.coralproductions.com 75 主にPA、NY、そしてカナダのバイヤーが集まる。
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（ラインシート・サンプル） Page 1

Store Name:

F/W 2011 Collection
Buyer Name:

Telephone #:

#26-1730 #26-1731 #26-1732 #26-1733

Terry Henley Hoodie Terry Hi-collar Henley Terry Open V-top Terry Tunic Mini

S M L S M L S M L S M L

88: Heather Grey 88: Heather Grey 88: Heather Grey 88: Heather Grey

89: Charcoal 89: Charcoal 89: Charcoal 89: Charcoal

Quality 69% Cotton 17% Wool 14% Nylon Quality 69% Cotton 17% Wool 14% Nylon Quality 69% Cotton 17% Wool 14% Nylon Quality 69% Cotton 17% Wool 14% Nylon

US Price $89 US Price $89 US Price $85 US Price $89

Size S,M,L Size S,M,L Size S,M,L Size S,M,L

Mira Design Corp. Showroom

　231 W.39th St. #1012 New York, NY 10018  T:　212-921-5890 F:　212-921-5891  E:　info@mirausa.com

ABCDE
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Page2

F/W 2011 Collection

Fabric in photo depicted is cashmere Fabric in photo depicted is cashmere Fabric in photo depicted is cashmere

#26-3746 #26-1747 #26-1748 #26-1749

Tie Front Sweaterdress Turtle Tunic Twist Turtleneck Open Neck Tunic

S M L S M L S M L S M L

01: Black 01: Black 01: Black 01: Black

09: Ivory 09: Ivory 09: Ivory 09: Ivory

39: Navy 39: Navy 39: Navy 39: Navy

49: Khaki 49: Khaki 49: Khaki 49: Khaki

88: Heather Grey 88: Heather Grey 88: Heather Grey 88: Heather Grey

Quality 50% Cotton 50% Wool Quality 50% Cotton 50% Wool Quality 50% Cotton 50% Wool Quality 50% Cotton 50% Wool

US Price $98 US Price $98 US Price $89 US Price $85

Size S,M,L Size S,M,L Size S,M,L Size S,M,L

Mira Design Corp. Showroom

　231 W.39th St. #1012 New York, NY 10018  T:　212-921-5890 F:　212-921-5891  E:　info@mirausa.com

ABCDE
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Page3

F/W 2011 Collection

Fabric in photo depicted is cashmere

#26-1750 Date:        /                  /     2008

Round Neck Henley

Time:        :                 am    pm

S M L

01: Black

09: Ivory Delivery Start Ship Date:                 /

39: Navy

49: Khaki

88: Heather Grey Delivery Completion Date: Start ship date plus thirty (30) days

Quality 50% Cotton 50% Wool

Buyer's Signature:

US Price $89

Size S,M,L

Mira Design Corp. Showroom

　231 W.39th St. #1012 New York, NY 10018  T:　212-921-5890 F:　212-921-5891  E:　info@mirausa.com

ABCDE
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Payment Agreement  
 

1   MIRA DESIGN CANNOT ACCEPT CANCELLATIONS OR RETURNS ON ANY ORDER.  
 

2   WE SUBMIT ALL ORDERS TO OUR FACTORING COMPANY – New Commercial Capital, Inc (NCC). 

In order for us to process your order through NET30 terms, the request must be approved by our factor-NCC.   

For cases of orders declined by our factor, payment should be made by credit card or COD with certified check.  
 

3   FACTOR’S RESULT 

① NET 30 Approval… We will void your credit card information after factor’s approval. 

② Pending / Decline… We will charge 50% of the total amount to start processing your order.  We will charge the 

rest of the amount when we ship out your order.  When approved before shipping, the rest can be paid by NET30.  

 If the second payment has not been made, we will not ship the items until we receive full payment.  
 

**All credit card information is retained in a secure and confidential manner. 

                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  If you do not sign this Agreement Sheet at the time of your order and take it with you, please fill it out completely 

and fax it to us at (212)921-5891. 

 

5  Even if we receive an order sheet from you, we will not be able to process your order until we receive this 

Agreement Sheet that has been completely filled out by you. 

  

6  In the event of any legal action regarding this order, the seller will be entitled to the reimbursement of its attorney’s 

fees and costs from the buyer, in addition to any other relief awarded. 

 

                                                Date         /           /                        Time     :             AM PM  

 

Company Name                                                                                                                                                    . . 

Address                                                                                                                                                                 . .                                                                                                                                                                             

 TEL:                                                         FAX:                                  Email                ．                                                                                                                                                               

… 

 

Buyer’s Name (print)                                                                       Signature                                       /  /        . 

Start to ship from LA office:           /           /              Completion (+ 30 days)     

 

 

Mira Design Corp. 

 
LA OFFICE: 719 S. LOS ANGELES ST.,#1100, LOS ANGELES, CA 90014   TEL(213)622-7731/ FAX(213)622-7745 

NY SHOWROOM: 231W. 39 TH ST., #1012, NEWYORK. NY 10018    TEL (212)921-5890/ FAX (212)921-5891 

Card Type □ Visa □   Master □  Amex 

Card Holder’s Name  

Card Number  

Exp. Date  

Card Billing Address 

(Including Zip Cord) 
                     

Card ID Number 

(AMEX) 
         There is 4 digit # after the account # on the front of 

American Express Cards. 

Card ID Number 

(VISA/MASTER) 
  

         There is a 3 digit # on the back of all cards 
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第五章 商品戦略の課題 

 

 

1. 海外市場に進出する意義 

 

 

日本企業の商品をアメリカ市場に向けてどう合わせていくべきかを提案する前に、「海外市場に進

出する意義」をここで整理しておきたい。このテーマがすべての戦略の原点になるからである。 

 

① 日本市場における「和の商品」 

 

これまでの「和の商品」は、日本の生活様式、文化に合わせた「日本的な商品」として、長い間多く

の人々に商品を提供してきた。日本の技術、素材のユニークさ、伝統的デザイン、製品の品質の

高さなどが、その商品を支えてきた。独特な商品価値を持つがゆえに、日本のマーケットでは独自

の市場ポジションを持っている。しかしながら、人々のライフスタイルは次第に変わっていき、「和の

商品」が時代と共に需要が低下していることも事実である。「和の商品」の現代のライフスタイルにあ

った、そして時代にあった「変化」が求められている。 

 

② 「変化」のモチベーション 

 

ⅰ 新しい人材 

 

「和の商品」を作っている企業にとって、「変化」はどのように行われるのか？つまり、何をもって、企

業に「新しい要素」を取り入れるかである。一つには、企画室に「新しい人材」を入れていくというこ

とである。新しい感覚は、それまでの企画に刺激を与え、新たなる商品を生み出すことができる。た

だ、そういう才能を持った人材を入れるということは簡単ではない。企画室を変化させていくというこ

とは、「商品の変化」をもたらすことは間違いのないことだが、リスクも付きまとうことは避けられない。

新企画が成功するかどうかは、やって見なければわからず、絶対確実な新企画体制などはなく、完

成するまでに時間がかかる。 

 

ⅱ 海外市場進出 

 

変化の大きなモチベーションになるものに、「海外市場への進

出」がある。海外市場への進出は、企業の企画内容に様々な

刺激を与える。海外のように異なるライフスタイルを持つ市場

に商品を販売するには、その市場にあった「商品デザイン」

「パッケージ」「プレゼンテーション」を検討しなければならず、

そのためには、企画全体を客観的な目で見直さなければなら

ない。それも徹底しなければならず、中途半端な商品では海外市場で試行錯誤をすることになる。 

 

そうならないためにも、海外市場の情報を集め、海外のコンペティター（競争相手）からも多くを学
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び、市場に合わせた商品戦略を練らなければならない。その過程で、企業は自らの商品を根本か

ら見直し、新しい企画を構築していく。その結果、海外市場に向けた新たなる方向性の模索は従

来の自社の企画に刺激を与え変化させずにはおかない。新しい市場から得られる売り上げの増加、

かつ従来の企画の変化による日本市場のビジネスの前進という二重のメリットを獲得できる。 

 

③ 消費者の時代 

 

過去 10 年の「アメリカの消費動向」には大きな変化があった。消費

者は、商品の価値を自分の目線の高さで正当に評価し、「自分に

あった消費」をすることに慣れてきたと言える。これは、バブル期の

高級品の消費→バブル崩壊、景気後退による慎重な消費、そして

コンピューターによる容易な情報収集、感覚の良い安売り店の登

場・・という一連の消費環境の変化により消費者が大きく成長した

のである。つまり、「安いというだけでは買わない」、「価値のあるものは認める」、「短期間しか使え

ないものは買い控える」、「情報を集めて賢い消費をする」･･･というように大きく変化したのである。

こうした流れは、日本のバブル崩壊後の流れとほぼ同じである。 

 

この「消費者の変化」を感じ取って、「企業体質の変化」を行うことのできたアメリカ企業は大きく成

長し、時代の流れに乗れない企業は後退していくことになった。今や、消費前線における主役は、

企業側ではなく「消費者主役の時代」と言える。 

 

④日本企業の新たなる挑戦の意義 

 

ビジネスは時代と共に「変化」していかない限り、その成長は不安定なものになる。このような情勢

の中にあって、日本企業が海外市場への挑戦を選択することは、自ら「変化」の道をとることとなり、

企業の新しい時代を創出するために大きな意義がある。 

 

新たなる市場（アメリカ市場）に受け入れられる商品を製作する。そのためには、従来構築してきた

日本企業の商品内容、企画体質までを変えていかなくてはならない。この過程を経ない限り、つま

り「変化」を目指して、徹底的に自己検証しない限り、企業の成長は容易にはできないのである。そ

こに、日本企業が海外市場に挑戦する大きな意味がある。この過程で、日本企業自身が大きく変

わっていくことになる。 

 

海外市場に方針無しでむやみに進出を試みるのではなく、海外戦略、特に、商品戦略（商品をどう

合わせていくか）、組織戦略（どういう販売体制をとるか），販売戦略（どのように販売計画を立てて

いくか）を鮮明にしないと海外市場を獲得することはできない。 

 

 

 

⑤ アメリカ市場にあった商品作り 
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アメリカ市場にあった商品をどのように作ればよいのだろうか？ 「アメリカの商品」については、第

二章「アメリカの商品」で詳しく述べてきた。その「基本」をまず理解することである。そして、自社の

「和の商品」を「アメリカの商品」と比較してみるのである。そこには、共通性と違いが出てくる。その

「違い」を克服するための、アイデアが必要となる。そのアイデアは、製品によって異なるので、ここ

では、まず「和の商品」を整理してみる。 

 

⑥ アメリカで売れそうな和の商品を「売れる商品」にするためのアイデア 

代表的な「和の商品」を、資料「日本の和の伝統商品リスト」にまとめた。そこでは、「和の商品」を

「現在、日本で一般的に使われているもの」をリストアップした。その中で、すでにアメリカ市場で売

られているものを「アメリカで一般的に売られているもの」として整理した。次に、アメリカのライフスタ

イルから考えて、「アメリカで改良すれば売れそうなもの」を選んでみた。 

 

 

「アメリカで改良すれば売れそうなもの」は、どのように改良すれば「売れる商品」になるであろうかを

一アイテムごとに検討してみた。これらは、「ラフなアイデア」ではあるが、「和のデザイン」をいかに

現代に通用する製品にするかの「ヒント」にはなるだろう。 

 

・ 畳 

 

畳のみでは売りにくい。畳の手ざわりの良さを生かして、癒し系木製インテリア・

アイテムとしての商品価値ができる。畳の素材を利用して、ベッドやベンチに改

良しても良いだろう。その際、たとえば壁際に置けるように細長い形状のベンチ

にしたり、背向かいで数人が腰掛けられるように 140cmx110cm ほどの大きなベ

ッドベンチにするなど、一畳の大きさにとらわれずあくまでアメリカに合ったサイ

ズ設定をする。公共施設の待合所、スパ、マッサージ店、日本食レストラン、博物館の休憩所など、

畳が醸し出すリラックスした雰囲気にマッチする場所はアメリカにも尐なくない。 

 

・ 瓦 

 

アメリカの住宅の屋根向けに瓦を販売するのは非常に難しい。瓦の素材や色を

利用したオーナメントや花器などをギフト品として展開すれば市場はある。 

例えば室内用植木鉢、サンデッキのプランターなどはアメリカには味わいのあるも

のは尐ないので、需要を掘り起こすことは可能である。 

 

・ 屏風 

 

日本の伝統的な、金箔のあしらわれたような古風な伝統デザインではないが、アメリ

カにもパーテーションといって部屋を仕切る家具はよく見られる。現在アメリカで売ら

れている商品のほとんどが木枠にカーテンやガラスがはめ込まれたようなモダンなデ

ザイン。日本の木枠の屏風の雰囲気をそのままに、プリントをアメリカの住宅に合うよ

うに変えれば、ユニークな商品になり得る。日本からの輸送を考えると、その大きさか
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ら相当の送料がかかってしまう。コンパクトにたためるなどのデザインの工夫をすれば、不使用時の

収納にも便利なため、より売り易くなるだろう。 

 

・ 衝立（ついたて） 

 

基本的には屏風と同じだが、もともと風除けのために作られた屏風と違い、衝立は目隠しとして使

用する役割が高いため、より感性のある現代的なデザインが求められる。しかし、広い部屋を持つ

アメリカの住居、オフィスビル、レストランでは活用できるのではないか。 

 

・ 箪笥（たんす） 

 

日本の箪笥は高級木材と職人による手作業でかなり高価な上に、その重量で送料

もかなり掛かってしまい販売が難しい商品の一つである。アメリカ人は「高級杉」であ

っても、価値を感じる人は尐ない。しかし、日本の家具の品質の高さはアメリカでも

認められつつあるので、モダンでユニークな箪笥を提案すれば、販売の道はある。 

販売における一番の難点である「価格」を適正なものにするためにも、コンパクトに

配送できる箪笥キットにして、消費者が自分で簡単に組み立てられるようにするなどの工夫があっ

てもよい。 

 

・ 囲炉裏（いろり） 

 

自宅に作りつけの囲炉裏を設置するアメリカ人は相当な日本通でない限りいない。

だが、テーブルと一体型の囲炉裏であれば稼動式ファイヤープレイスとしてアメリカ

で受け入れられるかもしれない。アメリカ郊外では現在でも暖炉のある家は珍しくな

く、部屋の中で直接火を焚くことに抵抗感のある人は尐ない。木の素材を生かした

和風テーブルもいいが、アメリカのダイニングルームにマッチするコンテンポラリーな囲炉裏テーブ

ルも面白いだろう。囲炉裏テーブルとともに、火箸や直火対応鍋などの調理道具をセットで販売す

るのも良いだろう。 

 

・ 座布団 

 

芸者や侍の描かれた和柄クッションはアメリカ市場でも一部で見かけるものの、い

わゆる座布団の形をしているものはあまり数多く出回ってはいない。日米の電車

のイスの違いにもみられるように、概してアメリカのイスの座面は固い。（アメリカの

電車のイスにはクッションは無い） 

例えばダイニングチェアに取り付けられる座布団を共地のテーブルクロスなどとともに、トータルテ

ーブルコーディネートとして展開してみてはどうか。その他、ピクニック用に屋外で使用可能な座布

団とマットのセット販売や、医療用クッションとしての提案も可能であろう。 

 

・ 行灯（あんどん） 
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実際にロウソクを灯して使用する行灯は見かけないものの、木、もしくは竹製の枠と和

紙のカバーの中に電球を設置したタイプの「和風」行灯はアメリカでも至るところで販売

されている。安価な中国製が多い。これら安価な商品との差別化を計るためにも、より

ユニークな和紙カバーのデザインの工夫が必要であろう。（筒型、ちょうちん型はすで

に珍しくないので、たとえばカバーそのものが動物の形をしているなど。） 

 

・ 提灯（ちょうちん） 

 

安価なものであるが、10ｃｍほどの、小さくてカラフルな提灯を長いコードにいくつも取

り付けた、イルミネーションタイプのライトがアメリカで販売されている。これら安価な商

品との差別化においては、行灯と同じことが言える。 

 

・ 布団 

 

都会の狭いアパートに住む若者の間で、ＦＵＴＯＮ（布団）はより部屋を広く使える

便利な寝具として広まりつつある。まだまだ一般的とは言えないが、押入れがな

い部屋での布団の収納方法、サイズ展開を同時に提案できれば、よりマーケット

は広がるだろう。一部の家具店では、布団とベンチを組み合わせたようなソファー

ベッドを売り出し、アメリカでも人気商品となっている。 

 

・ 簾（すだれ） 

 

縦方向に立て掛けても、横方向にたらしても使用できる簾は、ガーデン用デコレーション（エクステ

リア）や室内ブラインドとして広く用途のある商品である。特にアメリカではバーベキュー文化が浸

透しているので、程よく風を通しつつ、直射日光をさえぎってくれる簾は、パラソルの代役として新

しいデザインを提案できれば、需要はある。 

 

・ 暖簾(のれん） 

 

暖簾のことをこちらではジャパニーズ・カーテンというが、カーテンとはドレープの

たっぷりした、天井から床まである大きなものを指し、日本の暖簾のように平面で

短いものは一般的には使用されていない。 

アメリカで売っていくには、アメリカの家に合ったサイズで、たとえば縄のれんのよう

なユニークなデザイン、コンテンポラリーなプリントの暖簾などを提案することも良

いのではないか。 

 

・ 鉄鍋 

 

アメリカで一般的な鉄鍋はダッチオーブンと呼ばれる、平たい鉄製のフタが付いた

鍋である。バーベキューなどでもよく使われている。日本で売られている、電子コン

ロやオーブン、直火ともに使用可能な高品質の鉄鍋であれば、サイズと品質の差別
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化、価格の問題がクリアすればアメリカ市場で受け入れられる可能性はある。 

 

・ 土鍋 

 

日本と違い、卓上で調理し、そのまま大勢で食事をするという文化の無いアメリカで

あるが、一方でさまざまな国の料理が身近に溢れている文化背景もあるので、今後

土鍋が調理道具として一般家庭に受け入れられる可能性はある。 

鉄鍋と同様、どのような加熱形態にも対応できること、料理レシピのブックレット、使

い方の説明書・ラベル、サイズと価格の問題などがクリアできれば市場はある。 

 

・ 急須 

 

グリーンティ・ブームを背景として日本の急須はアメリカでも多くのキッチン用品店で扱われている。

主に緑茶に使用される背の低い急須から、紅茶に使用される背の高い急

須まで、アメリカ市場に出ている急須の種類は多い。同じシリーズの湯飲み

茶碗やティーカップなどがセットで販売され、ギフト商品として店頭に並べら

れていることも多い。すでに市場で広く受け入れられていることから、使い

易さプラスデザインのシンプルさが求められる。 

 

・ 前掛け 

 

前掛けは元々、袴を着用しない商人が着物を覆うために使用していたものなので、腰から膝の辺り

まで、とカバー範囲が狭い。胸までのエプロン・デザインのほうが購買対象は広くなる。現在日本で

売られている前掛けは商業用に店名などが入っている古典的デザインのものが多いので、このま

まアメリカで販売することは難しい。アメリカには様々な素材、パターン、デザインのエプロンが売ら

れているが、やはり女性用のものが多いため、帄布の耐久性を生かして、日曜大工時にも使える便

利な男性用のエプロンを提案してみてはどうか。もしくは、前掛け素材を利用したエコバッグなどを

作成してみても良いだろう。 

 

・ 蒸篭（蒸し器） 

 

アメリカでも、蒸野菜を作る専用の調理器具もあるほど、ヘルシー思考は高まって

いる。竹で編んだ蒸篭になってしまうと、食器洗い機が使用できないなどの使いにく

さがでてしまうが、ステンレス製で丸洗いでき、野菜だけでなく魚や米なども調理で

きる形状であれば、この健康ブームに乗ることが出来るであろう。 

 

・ お盆  

 

アメリカで一般的なお盆は長方形型で、両サイドに取っ手が付いているタイプ。木製、

ガラス製、メタル製、カゴ製など様々出回っている。日本の、たとえば花などがデザイ

ンされた木彫りのお盆の販売は難しいだろう。コンテンポラリーなプリント、シンプル
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な無地、もしくはそれに近いデザイン、使い易さで差別化を図ることが必要だろう。 

 

・ 徳利 

 

アメリカでのＳＡＫＥ（酒）の人気は高い。酒専門店もあるほど、一般的なアルコール

になっている。それに伴い、徳利を扱うキッチン用品店も多い。すでに純日本風なデ

ザインから、コンテンポラリーなデザインまで様々なものが扱われているため、さらに

ユニークなデザイン、たとえば酒だけでなくワインのデキャンタとしても使用可能な新

しいデザイン・サイズを提案してみてはどうか。 

 

・ 猪口 

 

アメリカには猪口のような小さい食器は尐ない。猪口の小ささを利用した食器をテーブルデコレー

ションツールとして販売してみても良いだろう。例えば数個のセット販売で、ケチャップ、マスタード、

マヨネーズなどの調味料を雰囲気よく食卓に乗せることが出来るなど。 わさびも人気調味料にな

っていることから、わさびいれとして売ることも面白い。 

 

・ 箸 

 

アメリカには、中国、韓国などの箸を使用する文化をもった移民が多いこと、そして、Ｓ

ＵＳＨＩ（寿司）やＲＡＭＥＮ（らーめん）の人気から、箸を使いこなすアメリカの人々も多

い。さらに、近年のエコロジー思考の高まりもあって、割り箸と違い洗って何度も使用

できる箸は、今後伸びていく商品の一つである。箸置きとのマッチング、さらには食器

とのマッチングを考えたコンテンポラリーデザインで、テーブルをトータルでコーディネ

ートできる提案をしてもいいだろう。 

 

・ 漆器 

 

現在アメリカで見られる木製の皿は、素材の色を生かしたナチュラルなデザインが多く、

これらの皿は熱い汁物には適さないため、主にサラダやスナックのサーブに使用され

る。これら欧米の木製の皿とは違い、保温性が高く、熱い食べ物が冷めにくい日本の

漆器は、その機能性を理解されれば大いに需要のある商品だといえる。漆器の販売

で一番の難しいところは、どうしてもアメリカの食卓に色、サイズが合わないことである。

販売を伸ばすにあたって重要なことに、欧米で食されている料理を盛って見た目に美

しいこと、フォークやスプーンとともに使用しても違和感が無いこと、色のバリエーションを増やすこ

と（朱色の食器はアメリカの食卓には合わない）が挙げられる。で、漆の器にデザートのアイスクリー

ムを入れたNYの最高級レストランがある。このように使い方もプレゼンテーションすれば、販路はあ

るだろう。 

 

・ 陶磁器(食器） 
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漆器とは違って、陶磁器はアメリカで一般的な食器としてすでにその地位を築い

ている。ヨーロッパ製のカラフルに彩色されたものから、中国製などの安価なもの

まで、多くの陶磁器が売られているが、その中でも日本製の陶磁器の人気はアメリ

カでも高く、特に薄くて軽く、品質が高いことで有名である。すでに洋風、和風、ユ

ニークデザイン、様々なサイズの陶磁器が広くアメリカ市場に出ていて、純和風デ

ザインの食器から、アメリカの食器と同じような日本の洋食器まで売られている。コンスタントに市場

のある商品であるので、高い質を保つことが大切である。 

 

・ 包丁 

 

アメリカ大手ホームストアチェーン店で包丁の販売コーナーが設けられているほど、日本の包丁の

人気度、認知度は高い。同じく高品質で知られるドイツの包丁に比べ、薄く、欠けやすいという日

本の包丁の特徴を知り尽くしたうえで、好んで使用するアメリカのプロのシェフも多い。既に「ジャパ

ニーズナイフ」のブランド力は確立されているので、長く売り続けていくためにもメンテナンスがきち

んとできる環境を整えること、そして強い販売チャンネルを作っていくことが重要である。 

 

・ まな板 

 

欧米一般家庭では調理前にまな板上で食材を細かく切って、という調理の仕方は

日本に比べると尐ない。野菜はちぎるかフードプロセッサーを使用、肉は肉屋で切

ってもらったものをそのまま調理し、食べるときにナイフで切って口に運ぶからであ

る。そのため、まな板は日本ほど頻繁には使われるものではない。しかし、日本の包

丁にはまな板が必ず必要なため、包丁売り場に無くてはならない商品である。現在

アメリカで売られているものは、ゴム製、プラスチック製、ガラス製などあるが、やはり多いのは木製

のまな板。シンプルな商品であるため、何か一つ機能的な特徴をもったまな板の提案が欠かせな

いであろう。 

 

・ 弁当箱 

 

アメリカの子供の弁当といえば、ピーナッツバターのサンドイッチをジップロックやブ

ラウンバッグに入れたものや、クッキー、ポテトチップスなど、いわゆるスナックと分類

されるものが一般的である。しかし最近ではアメリカでも、経済的停滞と健康志向の

高まりから、ランチに日本式弁当を持参する大人が増えつつある。弁当の作り方を

記した書籍も多く、日本でブームとなっているキャラクター弁当の料理本も販売され

ている。アメリカに合った商品展開をしていけば（たとえばアメリカサイズのパンで作

ったサンドイッチがピッタリ入ること、量が調節できることなど）、これから伸びが大いに期待できる商

品である。弁当箱がメジャーになれば、それに付属するもの、例えば弁当用箸入れ、調味料ミニ容

器、弁当袋などの商品の需要も高まるため将来性は高い。 

 

・ 巻き簾 
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ＳＵＳＨＩ（寿司）はヘルシーで美味しい食べものとして、アメリカにすっかり定着し

た日本料理である。惣菜売り場に寿司を置いていないスーパーは無い、といって

良いくらいである。アメリカでは寿司といえば「スシロール」と言っていいほど、実は

握り寿司よりも巻き寿司のほうがメジャーである。このスシロールの人気で、実際に

自分で寿司を作るアメリカ人は多い。寿司の料理本も多く、中には寿司の料理本

に、箸、まきすなどがセットになった「寿司キット」なる商品も出回っている。まきすだけでは販売しづ

らいので、やはり寿司に特化したセット販売（すし台をセットするなど）で、ギフトにも対応できるよう

な提案をすればよりマーケットは広がるのではないか。 

 

・ 盆栽 

 

ＢＯＮＳＡＩ（盆栽）はすでにヨーロッパを中心に海外でも認知され、クールな芸術とし

て広く親しまれている。アメリカも例外ではなく、盆栽はオンラインショップや大手ホー

ムチェーン店などでも売られ、$30ほどの手軽な価格から買い求めることが出来る。 

こういった低価格商品のほとんどは日本から輸出されたものではなく、アメリカ、もしく

は中国で育てられたもので、木の種類も様々。中には、プランターに植えられたサボテンを、ＢＯＮ

ＳＡＩとして販売している店もあったくらいである。日本の高級品としての盆栽をアメリカで販売してい

くにあたって重要なことは、買い手に盆栽の扱い方を知ってもらうこと、積極的にメディアに露出し、

その芸術性をアピールし続けることである。 

 

・ ほうき 

 

アメリカには室内をほうきで掃いて掃除する文化が無いが、室内ぼうきは簡単に室内を

きれいにできると言うメリットがあるので、提案の仕方、ほうきのデザインしだいではない

か。また、庭ぼうきを使うことはあるものの、現在アメリカでは、落ち葉をかき集めるので

はなく、ブロワバキュームと呼ばれる、巨大ヘアドライヤーのような機械で落ち葉を一箇

所に吹き集め、最終的に熊手で取り除く掃除方法が一般的である。しかしブロワバキュ

ームが使用できない場所（たとえば小石の敷いてある庭など）の落ち葉はやはりほうき

で掃除することになるため、全くマーケットが無いとは言えない。収納に便利であるとか、思わずガ

ーデンに置いておきたくなるようなオシャレなデザインであるなど、アプローチの仕方によって商品

価値は上がる。便利なものは、文化の違いを乗り越えていくだろう。 

 

・ 扇子 

 

日本の扇子は、コンパクトに折りたためることとそのデザインの美しさから、早くに欧米

に広がり、現在アメリカでもごく一般的に使用されている。主に中国を中心とした、アジ

ア製のものが低価格で広く売られている。これらの低価格商品と差別化を図るため、日

本の「わび」「さび」を強調したデザイン、あるいはコンテンポラリーなデザインなどユニークな素材と

デザインの提案が鍵であろう。 

 

・ 和紙 
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和紙が貼られた照明や、折り紙の人気から、和紙の認知度は高い。主にアメリ

カで見られる和紙は、ベトナム製が多く、白色で日本の障子紙のようなものであ

る。和紙の美しさを際立てる柄の入った和紙を、ラッピング・ペーパーとして打ち

出してみてはどうか。プレゼント文化の強いアメリカでは、ラッピングツールのコ

ーナーがどのホームストアにも広く設置されている。その場合、サテンなどのリ

ボンにマッチするように、いかにも「和」な柄は避けるべきである。また、ラッピングアイデア本とセット

で売り出すか、もしくはパッケージにラッピングアイデアを印刷して売り出しても良いだろう。 

 

・ うちわ 

 

主にアメリカで使用されているうちわは、丸くカットされた厚紙にプラスチックの取っ手が付いている

か、若しくは厚紙のキワに指が入るように穴が空けられているといった、いたってシンプルなデザイ

ン。企業がロゴをプリントしたものをイベントなどで配り、宣伝のツールとして使用することも多い。 

扇子より安価でより手軽な道具として認知されているうちわは、日本企業にとって価格面で難しい

市場ではあるが、伝統的な竹製のうちわの美しさ、機能（しなり）の良さとそのデザイン次第で、ギフ

ト市場にマーケットはある。 

 

・ お香・線香 

 

お香は、線香型、コーン型問わず、すでに様々な形でアメリカに浸透している。主にイ

ンド製の安価なものが市場を占めている。人々は、その香りのバリエーション、お香自

体のカラー、パッケージなどで商品を選択する。低価格品との差別化を図るためにも高

級香木、お香のデザインとそれにあったパッケージ、そして線香立ても合わせて工夫

することが必要である。リラックス商品としてのヨガアイテムなどお香以外のものと組み

合わせた商品構成も面白い。 

 

・ 風鈴 

 

アメリカで売られている風鈴のほとんどが、長さの違う数本のメタルスティックを吊るした、

鉄琴のような形状をしている。日本の鐘状の風鈴はほとんどアメリカ市場でみることは

無い。欧米のテラスに合うようなデザインの工夫が必要であるが、日本の風鈴はアメリカ

にとって珍しい商品であるので、ギフトとして販売可能である。シンプルでかわいいデ

ザインは受けるだろう。 

 

・ 茶器 

 

アメリカでも一部の店で、お椀と茶筅の入った茶道セットなるものが売っていたりする

が、茶道そのものが広く認知されているとは言えない。そもそも抹茶とともに出される

和菓子に抵抗のあるアメリカ人もまだ尐なくない。しかし、抹茶フレーバーのアイスや

スイーツなどはアメリカでも受け入れられているので、茶道そのものをメディアなどの媒体を通し、よ
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り普及させていくことが必要。グリーンティーは完全に市民権を得たので、本物の茶器普及の可能

性は充分ある。 

 

・ 風呂敷 

 

デザイン、素材を現代風にアレンジし、アメリカで受け入れられやすい色（原色同

士の組み合わせなど）にするなどの工夫次第で、ファブリック・ギフトラッピングとし

て販売は十分可能。またエコロジーの観点から、レジ袋の代わりに使用するエコ

バッグとしても提案できる。デザインの工夫次第である。包み方などが解り易く掲載された風呂敷活

用本などと一緒に打ち出していけば、より市場に広まり易いだろう。 

 

・ 手ぬぐい 

 

日本では現代的なデザインの手拭いが人気で、ハンカチ代わりに持ち歩く若者も増えている。こう

いったバラエティー豊かなデザイン手拭いは風呂敷同様、アメリカでもユニークなファブリック・ギフ

トラッピングとして販売可能である。またその乾き易さから、キッチンタオル、ハンドタオルとしても市

場に提案できる。これも風呂敷同様デザインしだいである。日本的なものでは難しい。 

 

・ 水引 

 

ラッピング用に、若しくはグリーティングカードのアクセントなどに販売可能。アメリカは、

プレゼントやメッセージカードを送り合う文化が根強いので、必ず需要はある。日本の

水引の結びの意味などを正しく理解してもらう、というよりは、その結いの美しさをアピー

ルしたようがよい。カラーバリエーションも多いほうが良いだろう。販売方法は、既に結

われているものか、またはそのままの紐で、パッケージに結い方のイラストなどを印刷し

て売り出してみてはどうか。勿論、水引単品だけでなく封筒やラッピングペーパーとのセット販売も

良い。 

 

・ そろばん 

 

アメリカに売られているそろばんは、カラフルな珠と 30cmx30cm ほどある大きな自立形フレームが

特徴。主に幼児教育に使われる。指先を使ってはじく、日本の小さなそろばんは欧米人にとって使

い易いかどうか疑問が残るものの、やはりそろばん自体の普及活動なくしては販売は難しい。「健

康」関連の商品の人気も高いことから、脳活性化の健康商品としてのアプローチもある。 

 

・ 花器 

 

花を飾る文化の浸透しているアメリカには、非常に多くの種類の花瓶が売られている。

一輪挿し、床におく大きな花瓶、クリスタル花瓶、壁掛け花瓶など。花瓶だけを飾って

おいても、インテリアの一部になるようなデザインの凝ったものも多い。その中でも日本

の陶磁器の花器は、アメリカで良く売られている。 
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たとえば日本の華道などで使用される、日本独特の形状をした花器（浅い皿型で、剣山などを使用

して活けるタイプ）なども、実際に花を活けたアレンジメント提案を合わせて見せていくことで、広く

アメリカに浸透させることは可能である。 

 

・ 招き猫 

 

アメリカでも、招き猫は「Lucy Cat」といって一般的に広く売られている。日本でよく見ら

れる三毛猫タイプのものの他、木彫り、石像など、様々な種類の招き猫が売られている。 

招き猫は特にチャイニーズアメリカンやコリアンアメリカンに人気が高く、彼らの経営する

レストランに招き猫が飾られているケースが多い。是非ギフトとして積極的に広く売って

いきたいアイテムである。現代的なデザインも面白い。 

 

・ 着物 

 

着物を洋服風にアレンジして売っていく、というのも提案の一つではあるが、どうしても「無理やり」

感が否めない。KIMONO（着物）の認知度は高いものの、アメリカで売っていくには非常に難しいア

イテムの一つである。最高級品ではなく大衆的価格で、エレガントな室内着としてゆっくりとファンを

増やしていく。テレビや映画で有名人が着るようになれば火がつく可能性はある。 

 

・ 浴衣 

 

着物と違い、低価格でよりカジュアルに着用できる浴衣は、柄デザインの工夫と着こ

なしの新しい提案（たとえばバスローブとして）で販売は可能。プレゼンの仕方しだ

いである。浴衣をいかに楽しく可愛く着る方法を提案出来るかが鍵だ。 

 

・ 甚平 

 

家でのリラックスウエアとして提案できる。また、アーティストの衣装として提案しても面白いだろう。 

 

・ 作務衣 

 

甚平と同様。 

 

・ 縮緬 

 

アメリカにある日本の縮緬製品のほとんどは、和を強く打ち出した柄の和小物が多い。

ほとんどは日系の和小物店にて販売されているのだが、これでは高い売り上げは期待

できない。安価なレーヨン製の縮緬が多いが、アメリカでは合成繊維を嫌う傾向がある。

縮緬の湿り気のある素材をそのままに、柄をコンテンポラリーに変え、たとえばグローセ

リーバッグやファブリック・ギフトラッピングとして提案するなどの工夫が必要。 
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・ かんざし 

 

ほとんどの人がストレートな黒髪の日本と違い、アメリカには世界中から様々な人

種が集まっているため、ブロンド、巻き毛、縮毛など髪質も多様である。そして意外

なようだが、髪質に関わらず髪をヘアゴムできっちり、きつく結わいている女性は

多い。特に夏場などは、髪をすっきりまとめ、胸元や首元を大きく露出している女

性を多く見かける。和服ではなく、洋服、例えばワンピースに合うようなかんざしデザインの工夫と、

普段のヘアゴムでのまとめ髪に、さっと着けられるような手軽さがあれば、アメリカ市場で大いに売

れる商品になるだろう。一方で、ヘアゴムを使用しない、かんざしスティックだけのヘア・アレンジは、

アメリカの女性には難しいかも知れない。先に述べた髪質の違いと、ルーズに髪をまとめる、という

感覚が無いためである。しかし、欧米人モデルを使用したかんざしのヘア・アレンジ本などと共に提

案すれば、火がつく可能性はある。 

 

・ 囲碁 

 

アメリカでも囲碁ブームが起こり、認知度は高い。囲碁セットも売られているが、多く

は$20 ほどのプラスチック製である。木製の、高価な碁盤を販売していくには、更な

る普及が不可欠。 

 

・ 将棋 

 

囲碁と同様。こちらは、英語版を作成してみてはどうか。 

 

・ オセロ 

 

リバーシという名前で世界中で認知されている。既に様々な素材、サイズのオセロ（リバーシ）が販

売されている。 

 

・ 独楽（こま） 

 

数年前、日本のベーゴマを取り上げた漫画の流行で、アメリカでもその漫画に登場す

るベーブレードと呼ばれる独楽が売られていた。そのベーゴマはアジア選手権が開

催されているほど、海外のプレーヤーの数は多い。日本の独楽は世界の中でも際立

って種類が多く、バラエティーに富んでいる。べ-ゴマ、糸巻きゴマ、逆立ちゴマ、ひねりゴマなど、

個性的な独楽がアメリカで受け入れられるチャンスはある。いかに、その面白さを知らせていくかが

課題である。 

 

・ 紙風船 

 

デザインとサイズの工夫は必要だが、膨らませるのに息を吹き込むだけで何の道具も

必要ない手軽さと、幼児が遊んでも 100%安全な遊具ということで、アメリカに受け入れ
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られる可能性は高い。また、デザイン次第ではパーティー・デコレーションやインテリア・アクセサリ

ー、紙風船の独特の透け感を利用した照明カバーとしての提案も可能だ。 

 

・ 竹とんぼ 

 

市場全体がナチュラル化傾向の強いアメリカでは今後需要が高まる可能性はある。ディストリビュ

ーターに使い方を説明して、彼らにどう遊ぶのかをしっかり理解してもらうことが必要だ。 

 

・ おはじき 

 

遊具として売り出すのも良し、また、その美しさからビー玉とは違ったインテリア・ア

クセサリーや、観賞用としても提案できる。遊び方を説明する本とのセット販売が

良いのではないか。 

 

 

以上いくつかの商品を挙げたが、決して上記のみに限ったことではなく、工夫次第で日本の「和の

商品」がアメリカ市場に入っていける可能性は十分ある。 

 

 

2. アメリカ市場に向けた商品戦略の課題 

 

 

ここでは、アメリカ市場で販売する「和の商品」の商品戦略の課題をまとめる。ポイントは次の 7点で

ある。 

 

① 商品の基本コンセプト 

② アイテム構成 

③ 商品のデザイン･品質 

④ 商品の価格 

⑤ ブランド 

⑥ パッケージ、ラベル 

 

 

① 商品の基本コンセプト 

 

ⅰ 商品の対象 

 

「和の商品」をアメリカ的に再構成するとき、まず第一には、その商品の対象はだれかという点であ

る。買ってくれる人なら誰でも良いということになると、対象があいまいになり、モノづくりがやりにくい。

例えば、対象を「30代以上の女性で都会的な生活を好み、仕事をしている」というように特定できれ

ば、デザイン、色、サイズを決めやすくなる。具体的であればあるほど、ものづくりはやりやすい。 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 206

【ご注意】この情報は2010年10月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。



 

 

ⅱ 市場における商品価値 

 

アメリカ市場に向けた商品の「商品価値」は大切にすべきである。ただ、アメリカのトレンドのみを追

いかけてデザイン競争をしていては、日本企業は不利な競争になってしまう。おそらくアメリカ市場

で成功する可能性は小さくなるだろう。独特な持ち味があるからこそ、商品の差別化が鮮明になり、 

市場性が生まれる。 

 

日本企業商品の「市場価値」が市場に広く浸透していくには時間がかかる。日本では、長い歴史の

中で積み重ねてきて今日の独自の市場価値があるわけだが、同じように海外市場でそのマーケッ

ト･ポジションを構築するには「長期的な展望」を持って前進していかねばならない。それは、経営

の忍耐と信念で行わなければ実現することではない。 

 

ⅲ 商品基本コンセプト 

 

市場価値を持った商品にするためには、商品の「基本コンセプト」を鮮明にして、独特の持ち味を

失わないようにするといい。 

 

アメリカ市場に向けた「和のテイストのバッグ」を作るある日本企業の商品基本コンセプト(例) 

 

・ アメリカ市場にはないバッグを提案する。 

・ 皮革に刺繍、スタッズ加工をした素材を使う。 

・ ハイエンド・ライフスタイルの大人の女性(30代以上)を対象とする。 

・ デザインのフォルムはシンプルでコンテンポラリーである。 

・ 細部の装飾の図案はアメリカにあった図案を考案する。(日本的な要素の排除) 

・ 付属品、金具にもこだわる。 

・ カラーは、アメリカ市場に合ったカラーを選択する。 

・ 機能性が高く使いやすいバッグ。 

・ 高価格帯であるが、高い品質とブランド力を持つ。 

 

② アイテム構成 

 

基本的にアメリカのライフスタイルに合うアイテムを用意する。一部の需要ではダメ。 

 

③ 商品のデザイン･品質 

 

Made In Japanは、アメリカでは強いセールスポイントになりうる。日本製ならば何でも売れるというこ

とはないが、購買を決断する重要な動機となることはたしかである。日本製の高品質商品として販

売する。デザインも、アメリカに合わせることと、従来持っているデザインのバランスを考える。日本

のデザインのままでもいいということも十分ありえる。 
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④ 商品の価格 

 

価格は安いほうが売れやすいという単純なことではない。問題は、デザイン、色、サイズ、品質が消

費者を満足させることが第一である。そこに、｢価値感｣を認めるかどうかである。商品に十分魅力が

あり、「それを持っていること」に大きな満足感を持つことができるのであれば、消費者は相応の代

金を支払うのである。 

 

原価計算をきちんと行い、そしてアメリカに流通しているアメリカ高級ブランドの商品と比較して、問

題のない価格を導き出す。できるだけ安くという考えもあるが、利益が出ないのでは何にもならない。

まさしく、アメリカ市場でリーズナブルな「適正価格」を検討すべきである。 

 

 

⑤ ブランド 

 

「ブランドの確立」は最優先の重要課題である。ブランドとして確立できなければ、アメリカ市場で日

本企業製品を売ることは難しくなる。デザインの調整と同じ重みで必要なテーマである。 

 

この課題は徹底しないとまったく意味がないのである。｢できるところから尐しずつ｣という姿勢では

ブランドは完成しない。ブランド化に必要な｢もの｣をリストアップして、一気に、同じ視線の位置でま

とめなければならない。 

 

・ブランド名 

・ロゴ 

・パッケージ 

・カタログ 

・イメージ写真 

・販売ツール 

・名刺 

・伝票類 

・展示会のプレゼンテーション 

・販売スタッフのイメージ 

・流通に使うダンボールなど 

 

⑥ パッケージ・ラベル 

 

アメリカの消費者が、商品を選ぶときは商品そのものの商品価値も重要だが、パッケージやラベル

はさらに重要である。製品にもよるが、実際使ってみないと商品の特性が分からない製品というもの

もかなりある。売り場に、同じ製品がある場合は、消費者の多くは、パッケージやラベルのデザイン、

説明内容で商品を選ぶ。センスの良いデザインの方が買いやすいのは当然で、消費者は｢このよう

にデザインにも充分気を使っているのだから、品質も良いに違いない｣と思うのは世界共通である。 
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一度、あるブランドの製品を買って、良い思いをした消費者は、再度同じブランドの製品を買うだろ

う。その場合、ブランドの名前までは覚えていなくとも、特徴のはっきりしたパッケージは覚えている

ものである。デザイン上そうした配慮も大切である。 

 

商品の説明は、簡潔で分かりやすくする。世界中に販売している家具の IKEA は、世界中に販売

できるように、言葉を使わず｢スケッチ＝絵｣で、説明書を用意しているのは傑出したアイデアである。

今後世界市場に販売するのであれば、日本語と英語の 2 カ国語を使ったパッケージを作ると良い

だろう。 

 

 

3. 商品戦略の具体的方針の骨子 

 

 

① 企画のダイレクション 

 

現在のマーケットでは、｢デザイナーよりもマーケッターが必要｣と、よく言われている。それは、消費

社会の主役はデザイナーから消費者に代わったからである。デザイナーの描き出す「芸術的」な世

界が消費者に歓迎されるという時代ではなくなり、むしろ、消費者が求めているもの、消費者のライ

フスタイルを快適にするものが市場では必要なのである。 

 

その意味では、デザイナーではなく、市場の流れを読み取れる「マーケッター」「ディレクター」が今

のビジネスでは重要な存在になっている。特にアメリカの市場に詳しく、アメリカ市場にあった感覚

を持っている｢和の商品｣のクリエイティブ･ディレクターが必要である。 

 

② 日本企業のアメリカ市場商品企画 

 

和の商品の企画の中にも、アメリカ市場で活かせる要素は尐なくな

い。それをまず第一に検討すべきである。企画の方向性のポイント

は次の点になるだろう。 

 

・ ｢和の商品｣の素材、生産技術は十分に活かす。 

・ 色、サイズはアメリカ市場で成功している競合企業、人気チェーン店を参考にして調整する。 

・ そのために競合会社の徹底した商品研究を行う。シーズンごとにデザインをチェックする。 

・ エージェントと企画ダイレクションを決定し、サンプルを製作する。 

・ 展示会に出品し、顧客の評価を重視して、再度商品の調整を行う。 

 

アメリカ市場に慣れるまでの 2年間は、このようなプロセスを持って商品開発すると良いだろう。 

 

③ ブランド確立 

 

ⅰ ブランド名 
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慎重にブランド名を決定し、商標登録を行う。 

 

ⅱ ロゴ 

 

ブランド名のロゴを慎重に決定する。 

 

ⅲ イメージ・カラー 

 

イメージ・カラーを慎重に決定する。 

 

ⅳ ブランド的表現 

 

展示会のブース・デザイン、カタログ、ウェブサイト、名刺、説明書なども、ロゴ、イメージカラーを使

ってブランド的統一感を出す。 
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*一般的に「和/日本」を連想させるものをあげた
住居 キッチン・食卓 バス・ランドリー 庭 生活雑貨 衣料 衣料雑貨 伝統 遊具 楽器

畳 竈（かまど） たらい 盆栽 うちわ 着物 かんざし 注連縄（しめなわ） 囲碁 太鼓
トタン 七輪 洗濯板 ほうき 扇子 浴衣 巾着 釣鐘 将棋 鼓（つづみ）
瓦 瓶（かめ） 湯桶 熊手 和紙 半被（はっぴ） 懐紙入れ（さいふ） 神輿（みこし） オセロ 銅鑼（どら）
屏風 釜 風呂イス 箕（み） 和傘 半纏（はんてん） がま口 山車（だし） 羽子板 琵琶
衝立（ついたて） 鉄鍋 浴槽 手桶 笠 甚平 ものいれ 札（ふだ） 凧 琴
襖 土鍋 柄杓（ひしゃく） お香 作務衣 鉢巻き 御守 剣玉 三味線
障子 急須 鍬（くわ） 線香 裃（かみしも） 襷（たすき） 仏像 めんこ 胡弓(こきゅう）
雨戸 土瓶 灯篭（とうろう） 風鈴 袴（はかま） 雪駄 浮世絵 独楽（こま） 尺八
鏡台 蒸篭（せいろ） つくばい 化粧箱 帯 下駄 雛人形 紙風船 横笛
箪笥（たんす） 櫃（ひつ） 煙管（きせる） 襦袢 足袋 鯉幟（こいのぼり） 鞠（まり） 木魚
囲炉裏（いろり） 杓文字(しゃもじ） 茶器 褌（ふんどし） 草履 獅子舞 竹とんぼ
火鉢 ざる 風呂敷 ステテコ 草鞋（わらじ） 兜 おはじき
コタツ すり鉢 手ぬぐい もんぺ 鎧 花札
ちゃぶ台 すりこ木 つづら 頭巾 刀 百人一首
膳 お盆 掛け軸 縮緬 かるた
座布団 臼 印籠 双六
座椅子 杵（きね） 筆 竹馬
神棚 徳利 硯（すずり） 達磨落とし
仏壇 猪口 木彫り置物 お手玉
行灯（あんどん） 箸 水引 おりがみ
雪洞（ぼんぼり） 箸置き 判子（はんこ）
提灯（ちょうちん） 漆器 そろばん
簾（すだれ） 陶磁器 花器
蚊帳 和包丁 櫛（くし）
布団 まな板 こけし
暖簾(のれん） 薬缶 招き猫
ゴザ 楊枝 だるま

前掛け 鈴
割烹着 籠（かご）
茶筒
弁当箱
重箱
巻き簾
飯桶

代表的な日本の和の伝統商品
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住居 キッチン・食卓 バス・ランドリー 庭 生活雑貨 衣料 衣料雑貨 伝統 遊具 楽器

畳 竈（かまど） たらい 盆栽 うちわ 着物 かんざし 注連縄（しめなわ） 囲碁 太鼓
トタン 七輪 洗濯板 ほうき 扇子 浴衣 巾着 釣鐘 将棋 鼓（つづみ）
瓦 瓶（かめ） 湯桶 熊手 和紙 半被（はっぴ） 懐紙入れ（さいふ） 神輿（みこし） オセロ 銅鑼（どら）
屏風 釜 風呂イス 箕（み） 和傘 半纏（はんてん） がま口 山車（だし） 羽子板 琵琶
衝立（ついたて） 鉄鍋 浴槽 手桶 笠 甚平 ものいれ 札（ふだ） 凧 琴
襖 土鍋 柄杓（ひしゃく） お香 作務衣 鉢巻き 御守 剣玉 三味線
障子 急須 鍬（くわ） 線香 裃（かみしも） 襷（たすき） 仏像 めんこ 胡弓(こきゅう）
雨戸 土瓶 灯篭（とうろう） 風鈴 袴（はかま） 雪駄 浮世絵 独楽（こま） 尺八
鏡台 蒸篭（せいろ） つくばい 化粧箱 帯 下駄 雛人形 紙風船 横笛
箪笥（たんす） 櫃（ひつ） 煙管（きせる） 襦袢 足袋 鯉幟（こいのぼり） 鞠（まり） 木魚
囲炉裏（いろり） 杓文字(しゃもじ） 茶器 褌（ふんどし） 草履 獅子舞 竹とんぼ
火鉢 ざる 風呂敷 ステテコ 草鞋（わらじ） 兜 おはじき
コタツ すり鉢 手ぬぐい もんぺ 鎧 花札
ちゃぶ台 すりこ木 つづら 頭巾 刀 百人一首
膳 お盆 掛け軸 縮緬 かるた
座布団 臼 印籠 双六
座椅子 杵（きね） 筆 竹馬
神棚 徳利 硯（すずり） 達磨落とし
仏壇 猪口 木彫り置物 お手玉
行灯（あんどん） 箸 水引 おりがみ
雪洞（ぼんぼり） 箸置き 判子（はんこ）
提灯（ちょうちん） 漆器 そろばん
簾（すだれ） 陶磁器 花器
蚊帳 和包丁 櫛（くし）
布団 まな板 こけし
暖簾(のれん） 薬缶 招き猫
ゴザ 楊枝 だるま

前掛け 鈴
割烹着 籠（かご）
茶筒
弁当箱
重箱
巻き簾
飯桶

日本の和の伝統商品　(現在日本で一般的に使われているもの：黄色アイテム）
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住居 キッチン・食卓 バス・ランドリー 庭 生活雑貨 衣料 衣料雑貨 伝統 遊具 楽器

畳 竈（かまど） たらい 盆栽 うちわ 着物 かんざし 注連縄（しめなわ） 囲碁 太鼓
トタン 七輪 洗濯板 ほうき 扇子 浴衣 巾着 釣鐘 将棋 鼓（つづみ）
瓦 瓶（かめ） 湯桶 熊手 和紙 半被（はっぴ） 懐紙入れ（さいふ） 神輿（みこし） オセロ 銅鑼（どら）
屏風 釜 風呂イス 箕（み） 和傘 半纏（はんてん） がま口 山車（だし） 羽子板 琵琶
衝立(ついたて） 鉄鍋 浴槽 手桶 笠 甚平 ものいれ 札（ふだ） 凧 琴
襖 土鍋 柄杓（ひしゃく） お香 作務衣 鉢巻き 御守 剣玉 三味線
障子 急須 鍬（くわ） 線香 裃（かみしも） 襷（たすき） 仏像 めんこ 胡弓(こきゅう）
雨戸 土瓶 灯篭（とうろう） 風鈴 袴（はかま） 雪駄 数珠 独楽（こま） 尺八
鏡台 蒸篭（せいろ） つくばい 化粧箱 帯 下駄 浮世絵 紙風船 横笛
箪笥（たんす） 櫃（ひつ） 煙管（きせる） 襦袢 足袋 雛人形 鞠（まり） 木魚
囲炉裏（いろり） 杓文字(しゃもじ） 茶器 褌（ふんどし） 草履 鯉幟（こいのぼり） 竹とんぼ
火鉢 ざる 風呂敷 ステテコ 草鞋（わらじ） 獅子舞 おはじき
コタツ すり鉢 手ぬぐい もんぺ 兜 花札
ちゃぶ台 すりこ木 つづら 頭巾 鎧 百人一首
膳 お盆 掛け軸 縮緬 刀 かるた
座布団 臼 印籠 双六
座椅子 杵（きね） 筆 竹馬
神棚 徳利 硯（すずり） 達磨落とし
仏壇 猪口 木彫り置物 お手玉
行灯（あんどん） 箸 水引 おりがみ
雪洞（ぼんぼり） 箸置き 判子（はんこ）
提灯（ちょうちん） 漆器 そろばん
簾（すだれ） 陶磁器 花器
蚊帳 和包丁 櫛（くし）
布団 まな板 こけし
暖簾(のれん） 薬缶 招き猫
ゴザ 楊枝 だるま

前掛け 鈴
割烹着 籠（かご）
茶筒
弁当箱
重箱
巻き簾
飯桶

日本の和の伝統商品　(アメリカで一般的に売られているもの：青色アイテム）
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住居 キッチン・食卓 バス・ランドリー 庭 生活雑貨 衣料 衣料雑貨 伝統 遊具 楽器

畳 竈（かまど） たらい 盆栽 うちわ 着物 かんざし 注連縄（しめなわ） 囲碁 太鼓
トタン 七輪 洗濯板 ほうき 扇子 浴衣 巾着 釣鐘 将棋 鼓（つづみ）
瓦 瓶（かめ） 湯桶 熊手 和紙 半被（はっぴ） 懐紙入れ（さいふ） 神輿（みこし） オセロ 銅鑼（どら）
屏風 釜 風呂イス 箕（み） 和傘 半纏（はんてん） がま口 山車（だし） 羽子板 琵琶
衝立（ついたて） 鉄鍋 浴槽 手桶 笠 甚平 ものいれ 札（ふだ） 凧 琴
襖 土鍋 柄杓（ひしゃく） お香 作務衣 鉢巻き 御守 剣玉 三味線
障子 急須 鍬（くわ） 線香 裃（かみしも） 襷（たすき） 仏像 めんこ 胡弓(こきゅう）
雨戸 土瓶 灯篭（とうろう） 風鈴 袴（はかま） 雪駄 浮世絵 独楽（こま） 尺八
鏡台 蒸篭（せいろ） つくばい 化粧箱 帯 下駄 雛人形 紙風船 横笛
箪笥（たんす） 櫃（ひつ） 煙管（きせる） 襦袢 足袋 鯉幟（こいのぼり） 鞠（まり） 木魚
囲炉裏（いろり） 杓文字(しゃもじ） 茶器 褌（ふんどし） 草履 獅子舞 竹とんぼ
火鉢 ざる 風呂敷 ステテコ 草鞋（わらじ） 兜 おはじき
コタツ すり鉢 手ぬぐい もんぺ 鎧 花札
ちゃぶ台 すりこ木 つづら 頭巾 刀 百人一首
膳 お盆 掛け軸 縮緬 かるた
座布団 臼 印籠 双六
座椅子 杵（きね） 筆 竹馬
神棚 徳利 硯（すずり） 達磨落とし
仏壇 猪口 木彫り置物 お手玉
行灯（あんどん） 箸 水引 おりがみ
雪洞（ぼんぼり） 箸置き 判子（はんこ）
提灯（ちょうちん） 漆器 そろばん
簾（すだれ） 陶磁器 花器
蚊帳 和包丁 櫛（くし）
布団 まな板 こけし
暖簾(のれん） 薬缶 招き猫
ゴザ 楊枝 だるま

前掛け 鈴
割烹着 籠（かご）
茶筒
弁当箱
重箱
巻き簾
飯桶

日本の和の伝統商品　(アメリカで改良すればより売れそうなもの：オレンジ色アイテム）
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第六章 組織戦略の課題 

 

 

アメリカ市場を開拓するとき、「商品戦略」と同じ重みで、「組織戦略」が重要な鍵になる。ビジネス

は、「売れれば全て OK」ではなく、商品をスムーズに効率的に流通させ、代金を完璧に回収し、顧

客、売上げ、会計を適正に管理する｢組織｣が重要である。組織が体系的に整っていないと、ビジ

ネスは継続的に進んでいかない。日本企業の本社と、アメリカの販売拠点とは距離も時差もあり、

意思疎通がタイムリーにできないことが多いので、より意識的な組織方針が必要になる。ビジネスの

前進とは「組織の充実」と言うこともできる。ここでは、アメリカにおけるビジネスを「組織戦略」という

側面から捉える。 

 

アメリカでは、大部分の店舗が「国内取引」を求めるので、アメ

リカ国内に「販売組織」を持たなければ、実際小売店への販

売･流通・回収はできない。商品を海外から輸入するという考え

方は大部分の店舗が持っていない。「輸入」は、仕入先と日常

的に連絡が取れないこと、商品に問題があったとき、簡単に交

換してもらえないこと、追加注文ができないこと、少量の注文で

は送料負担が大きいことがその理由である。日本企業にとって

は、注文が細かくては、商品を日本からアメリカの各店舗に直

接送ることはできないし、また海外からでは代金の回収業務もできない。したがって、日本企業の

「アメリカ国内拠点」が小売店と常に連絡を取り、販売業務、流通業務、回収業務を行う必要があ

る。 

 

考えられる｢アメリカ国内拠点｣構築の方法は 2通りである。 

 

① アメリカに日本企業の「エージェント」を設ける。 

② アメリカに日本企業の「現地法人」を設立する。 

 

この組織方針を無視して、展示会でいくら注文を得ても、アメリカ市場でのビジネスは前進したこと

にはならない。アメリカのインポーターや卸問屋、チェーン店が商品を気に入ってくれて、かなり大

きな注文をするということは現在では中々ありえない。彼らは、中国製、インド製の低価格商品を工

場から直接大量に輸入しているからである。次にそれぞれの組織方針について説明する。 

 

 

1. エージェントとの提携 

 

① 現地エージェントの必要性 

 

アメリカには、マネージメント会社、エージェント会社がある。日本企業のアメリカ市場エージェントと

して、アメリカの販売・流通・回収業務を行ってもらう必要がある。信頼できる会社をさがし、その会
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社とともにアメリカ市場戦略の検討を行う。現地法人を設立するのには、時期的、人材的、戦略的

に問題がある企業は、アメリカにエージェントを設けて商品を販売、流通させる方法が良い。 

 

会社が小さいからエージェント方式で、大きい会社は現地法人ということではない。小規模の日本

企業で現地法人をすでに設立して売上を伸ばしている企業もあり、一方エージェントと提携してい

る大規模の日本企業もある。一般的にいって、日本企業の場合は、まずアメリカの市場に「商品を

合わせる」ところから始めるので、当初エージェントを通して市場を作っていったほうが良いだろう。 

 

② エージェントに委託する仕事 

 

ⅰ 商品企画 

 

アメリカ市場のビジネスの流れを知っていなければ、適正な商品を市場に供給できない。したがっ

て、商品のデザイン、色の選択などアメリカ企画の立案において、エージェントとの情報交換が必

要になる。具体的には下記の通りである。 

 

・ 商品戦略 （デザイン、サイズ、色などの選択） を共同で検討 

・ 価格検討 

・ 商品構成の検討 

 

これらの課題は、簡単そうに見えるが、実際は場所が離れて

いるので意見交換に時間がかかってしまう。しかし、この点

をはしょっては絶対にならない重要な課題である。時間がか

かったとしても、適正な答えが見つかるまで、販売スタートを

急いではならない。あわててスタートして、失敗する会社は

少なくない。 

 

ⅱ 販売 

 

実際にアメリカ市場で販売を行なうのは、エージェントになるので、エージェント主体で販売の全て

をリードしなければならない。しかしながら、全て「丸投げ」ではダメで、将来の現地法人設立のため

にも、「販売の流れ」｢顧客状況｣を日本企業は理解する必要がある。エージェントとの契約が終了

した時点で、手元には何もノウハウが残っていないということでは何もならない。エージェントに委託

する販売に関する業務内容は次の通りである。 

 

・ 販売計画書作成 

・ 展示会検討 

・ 展示会出展申し込み 

・ 展示会ブースデザイン、レイアウト検討 

・ 展示会什器、備品申し込み 

・ 展示会での販売 
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・ 見込み顧客リスト作成 

・ 販売ネットワーク構築の検討（レップ） 

・ 日常的商談･受注活動 

・ カスタマーサービス（店舗や一般顧客からの問い合わせ対応） 

・ 顧客営業フォロー 

・ 売り上げ管理 

・ 顧客管理 

・ 日本企業本社への営業報告 

 

ⅲ 流通・回収 

 

流通、回収もエージェント管理で行う。 

 

・ 顧客の信用調査 

・ ファクタリング手続き、事務処理 

・ クレジットカード手続き、事務処理 

・ 流通システム構築 （EDIシステム） 

・ 流通手配 

・ インボイス作成(売上げ伝票) 

・ 商品の梱包 

・ 発送 

・ 売り掛け管理 

   

ⅳ 会計 

 

顧客の売り掛け管理、顧客からの入金管理は最重要である。適正な会計ソフト（クイックブックなど）

を使った合理的な会計体制が必要である。 

 

・ 売掛金管理 

・ 経費管理 

・ 日本企業への送金手続き 

・ 全体の会計報告 

 

③ 契約書 

 

トラブルを回避するためにも、日本企業とエージェントの間で詳細を決めた契約書（Agreement）を

作るべきである。日本とアメリカは離れているので、日常的なコミュニケーションが不足し誤解も生ま

れやすい。細かい｢取り決め｣でもあいまいな口頭で終わらせずに、全て｢覚書｣という形で署名して

残す方法をとる。こうした配慮が、無用なトラブルを防ぐ良い方法である。 

 

④ 営業活動 
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アメリカでは、商習慣も違うので商談に慣れた現地エージ

ェントに依頼したほうがビジネスはまとまりやすい。バイヤー

が一番不安を感じるのは、注文しても商品が来ないこと、

納期が遅れること、サンプルどおりの品質にあがらないこと、

そしてサプライヤーがアメリカの商習慣を理解していないこ

とである。不安を感じさせない対応が商談の成否を決め

る。 

 

エージェントは、展示会に顧客を招待して、商品を見せ、受注を獲得する。さらに、展示会と展示

会の間の日常営業をショールームで行う。 

 

また、エージェントは、地域のセールス・レップ（Sales Rep）を管理して、全米的な販売網を形成し、

市場全体を管理する。 

 

⑤ 問題点 

 

エージェントと契約してビジネスを行う際に発生しやすい問題は、「コミュニケーションの不足」により、

情報を共有できないことに起因する問題である。E メール，電話などを使って日常的に、日本サイド

とアメリカサイドの情報を共有しなくてはならない。 

 

商品が売れていると、「問題」は発生しないものである。商品が売れるようにするために、両社間で

頻度の高い緻密なコミュニケーションが必要である。商品がコンスタントに市場に流れ、取引先を増

やしていき、メジャーの店舗に入っていく鍵はひとえにこの「コミュニケーション」である。 

  

もうひとつの問題点は、日本企業が近い将来｢現地法人｣を設立して、エージェントに頼ることなく、

独力でアメリカ・ビジネスを行う意思があるということを、契約締結当初に説明して、エージェントに

納得してもらうことが必要である。その点をあいまいにした結果トラブルになるということはよく起こ

る。 

 

⑥ エージェントの資格 

 

それでは、どのようなエージェントが良いだろうか？ポイントを列挙してみる。 

 

ⅰ 販売網 

アメリカ市場において卸売り販売の経験が充分にあり、ある程度の販売網を持っていること。 

 

ⅱ オフィスとショールーム 

管理事務を行えるオフィスと、ニューヨークの中心地にショールームを持っていること。ショールーム

において、商品のイメージを高めて商談を行わないとならない。大手ストアは展示会ではなく、ショ

ールームで商談する傾向がある。 
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ⅲ ビジネス経験 

アメリカでのビジネスを 5年以上経過している会社（法人）がふさ

わしい。個人では、銀行口座、ファクター口座、クレジットカード

口座などを開設するときに無理がある。 

 

ⅳ スタッフ 

個人のエージェントではなく、複数のスタッフによって営業、管理

事務、会計事務が行われている必要がある。金銭の管理を扱うことから、有能な会計担当者が必

要である。 

 

ⅴ 信用 

信用度の高い会社でなければならない。 

 

ⅵ 企画力 

アメリカで販売する商品は絶えず良いものにしていかねばならないので、ある程度の企画力が必

要である。 

 

ⅶ 契約期間 

エージェントとの契約は 2年－3年になるだろう。1年契約の更新方式がよい。 

 

 

2. 現地法人による販売 

 

 

アメリカ市場戦略において必要不可欠なのが、｢現地法人設立｣をめざした組織戦略である。アメリ

カのみではなく、将来的にヨーロッパ、アジア、ロシア、南アメリカなどへ販路を拡大していくには、

ニューヨークにおける｢アメリカ現地法人｣は戦略上大変有効である。 

 

現地法人設立のステップは次の通りである。 

 

① アメリカに法人登録する。 

② アメリカに事業開始スタッフ(マネージャー)を派遣する。または現地採用する。 

③ アメリカにオフィスまたはショールームを借りる。 

④ 什器、備品を揃える。 

⑤ 営業、事務スタッフを雇用する。 

⑥ 会社運営に必要な各種手続きを行なう。 

⑦ 事業を開始する。 

 

この場合は、商品以外に次のような先行投資の費用が必要となる。 
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・事務所･ショールーム･倉庫賃貸費用 

・什器備品の購入費用 

・責任者派遣費用または現地での雇用費用 

・会社登録費用 

・責任者のビザ取得費用 

 

上記ステップの詳細を解説する。 

 

① アメリカに法人登録する。 

 

会社設立はアメリカの弁護士が行う。取引先銀行、JETRO，取引先、知人などを介し適当な弁護士

をさがし、会社設立を依頼する。アメリカで現地法人自体を設立することは外国企業でも容易であ

る。設立手続きは弁護士が行い、州に登記を行い 1-2 週間ほどで設立できる。設立費用は内容に

もよるが、手続きに 2000 ドル程度の弁護士費用がかかる。その他に 500 ドル程度の法人設立の費

用がかかる。毎年、日本と同じように｢決算｣による税務署（IRS）への申告が必要になる。法人登録

自体は難しい問題ではない。準備するのは「アメリカでの会社名」｢代表者の名前｣程度である。 

 

ⅰ 弁護士 

 

弁護士は、会社設立の登録をやってくれるが、それのみではなく、従業員を雇う際に必要な｢雇用

ハンドブック｣も作成してもらうとよい。会社を法的に守るために、アメリカでは弁護士と密接にしてお

くべきである。何か問題が出たときは、まず弁護士に相談するのが解決の近道になる。 

 

ⅱ 設立の方法 

 

・ 代表者など 

日本企業の代表者でかまわない。Director として1名、President, Secretary, Tresuryが1名ずつ

必要だが、全て日本の代表者にしても良い。 

 

・ 社名 

州の中に他社が同じ名前を持っていなければ、登録できるので、ABC Inc. ABC Corporation, 

ABC Ltd.などにする。 

 

・期間 

1カ月程度で充分可能であるが、急ぐ場合は 25 ドルの追加費用で翌日にも設立可能である。 

 

ⅲ 設立に関わる費用 

 

弁護士費用 1500-1700 ドル 

州への費用 150 ドル程度 

謄本(2通)  20 ドル 
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翌日登記  25 ドル 

計     1700-1900 ドル (15万円－18万円) 

 

ⅳ 会計士 

 

ビジネスの大小に関わらず、税務署（IRS）に申告するために会計士は必要となる。アメリカと日本の

税制はさまざまな違いがあるので、会計士との密接な関係も必要となる。 

 

会計事務所に関わる費用は、初期段階のコンサルテーションが、1 時間 60 ドルベースで計算する

という。後は、事業の内容、規模のもよるが給与計算を含む毎月の会計費用、毎年の決算費用が

発生する。 

 

(失業保険) 

 

上記保険は強制保険なので、会社設立、従業員業務スタートと同時に加盟していないとならない。

加入が遅れるとペナルティになるので十分会計士との相談が必要である。 

 

(健康保険) 

 

多くの企業は、従業員が安心して働ける環境として、健康保険を保障する。健康保険は一律では

なく、多くの種類があるので、早めに保険代理店との交渉が必要である。日系の保険エージェント

も存在する。 

 

② アメリカに事業開始スタッフを派遣する。 

 

ⅰ 営業責任者の日本からの派遣 

 

商品知識、生産背景、企業事情を理解した責任者が、フルタイムで商品をアメリカ市場に紹介する

ことが現地法人設立の一番大きなメリットである。エージェントと比べれば、商品知識の量、営業に

費やす時間は、現地法人の担当者のほうがはるかに大きい。ただし、派遣社員が合法的に渡航す

るためには、労働が可能なビザを取得しなければならない。 

 

これは、アメリカの移民専門の弁護士に相談する。L-1A ビザは日本の親会社からの役員（エグゼ

クティブ）か管理職（マネージャー）の派遣のためのビザである。3年間のビザであり、最長 7年まで

延長可能。ビザ申請には時間がかかるが、特別に追加費用（1000 ドル）を支払えば、15 日以内に

申請が受けられる Premium processing（特別処理）というシステムもある。 

 

社員が対象となる H-1B ビザは「専門職のビザ」として知られている。3 年のビザであり最長 6 年ま

で延長可能。毎年６５００件の発給枠がある。特定の分野の学士号、つまり 4 年制大学を卒業して

いるか、専門職の経験が 12年以上あるという条件を満たさなくてはならない。給与の額は、アメリカ

の労働省の最低基準を満たさねばならならずかなり高額なため難問ではある。ビザを取得するの
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は容易ではなく、多くの日本の中小企業は、現地での雇用を行っている。 

 

ⅱ 現地雇用 

 

アメリカに派遣する適当なスタッフがいない場合は、現地でマネージ

ャー・クラスのスタッフを雇用することも考えられる。その雇用自体は

決して難しくはないが、商品知識という面ではゼロなので、日本に一

定期間派遣し充分な教育が必要である。ニューヨークでは、ビジネス

の経験者で英会話が問題なく、新しいポジションを求めている有能な

人はかなりいるので、募集をすれば良い人材にめぐり合うことは可能

である。 

 

ⅲ 現地雇用の方法 

 

日系新聞に、募集広告を出して一般募集するという方法が最も簡単な方法である。また、レベルの

高い人材を得るためには、人材派遣会社に依頼するのも良い方法である。登録している多くの人

材の中からポストに必要な候補者を選んでくれる。費用は、成功報酬（採用が決まった場合のみ請

求される）で、年間給与の 20-25％なので、5 万ドルの場合は、1 万ドル程度となるが、人材のレベ

ルは高く、3カ月以内の交代も可能。 

 

ⅳ 各種保険 

 

労災保険、傷害保険には強制的に入らなくてはならない。また、企業の動産保険、賠償責任保険、

生産者賠償責任保険など企業保険にも加入しておいたほうが安全である。そして、従業員および

家族のための健康保険は強制保険ではないものの良い人材を確保するためには必要である。保

険料が優遇されるグループ保険は、2 名以上の社員が必要になる。保険関係は全て保険代理店

に任せたほうがスムーズである。日系保険代理店も存在する。 

 

③ アメリカにオフィスを借りる。 

 

ⅰ オフィスの探し方 

 

これは、概して難しくはない。不動産賃貸情報をエージェントを通して集める。日系の不動産企業

も多い。ポイントは、賃貸契約を行う時は必ず弁護士による契約書確認と交渉である。現在のように、

景気後退時期は賃料も下がっており、候補物件も多いので、容易に理想的なオフィス、ショールー

ムを探すことができる。 

 

オフィス、ショールームの場所は、同業者が集まっている場所を選ぶ方が、バイヤーにとっては便

利である。マンハッタンであれば、できるだけミッドタウンに近い方が訪問しやすく、北や南に偏って

いるとバイヤーには不便である。地下鉄の便利な場所が良いだろう。 
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ⅱ 賃料 （Rent） 

 

オフィスの賃貸料は場所によっても違うが、月額 1 スクエアフィートあ

たり2ドル-5ドルくらいである。NYの良い場所でも、小さな事務所で、

3000 ドルくらい、50坪くらいで 5000 ドル程度になるだろう。日本の保

証金にあたる Security Deposit(セキュリティ・デポジット)は、2カ月－4

カ月くらいである。契約期間は、3 年や 5年と言われることが多い。交

渉によっては、最初の１カ月無料、内装費ビル側負担などが可能で

ある。内装に費用がある程度かかっても、毎月の賃料に組み込んで

もらうこともできる。電気代、水道代、ごみ処理代などが賃料に含まれている場合と、含まれていな

い場合があるので注意が必要だ。 

 

商品の発送を同じ場所で行う場合は、それが可能な物件を探す必要がある。中には、ショールー

ムのみで発送作業ができないところもある。荷物専用のサービス・エレベーターがないところでは難

しい。ただ、サンプルを送ったり、受け取ったりする程度の発送はどのビルでも問題ない。多くのビ

ルは、24時間営業している。制限のあるところは避けた方がいい。 

 

ⅲ 不動産契約 

 

日本の場合は、｢不動産契約の内容はみな同じようなもの｣と考えがちであるが、アメリカではその

内容はそれぞれ大きく異なっている。最初に出される契約書は、ビルのオーナーに有利な内容に

なっているので、弁護士による徹底チェックが必要である。弁護士による交渉によって、納得できる

内容にしなければならない。 

 

④ 什器、備品を揃える。 

 

オフィス用什器、備品をそろえるのは難しくはない。店舗に行って、そのまま買ってきてもよいし、簡

単なのは、品番だけを調べておいて、オンラインで注文すれば、1-2 日で配達される。コンピュータ

ー類も同じである。電話は、電話局（Verizon）に電話して工事日程を決めればすぐに入る。いずれ

にしても、さほど難しいことではない。 

 

⑤ 営業、事務スタッフを雇用する。 

 

ⅰ 人事体制 

 

一般スタッフの雇用は、難しいことはないが、人事における労

務体制が必要である。つまり、賃金、保険、休日などの雇用条

件の明確化を合法的にしなければならない。一番良い方法は、

雇用専門の弁護士のバックアップのもとに労務体制を準備す

ることである。 
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時折、日本企業の中で、労務のトラブルが発生したりするのはこの体制を整っていない企業のトラ

ブルである。｢うちは日本と同じやり方でやりたい｣というのは法律や習慣が違うアメリカでは無理で

ある。日本で問題のないことがアメリカでは問題になることがあり、放置すると訴訟問題に発展する

こともある。例えば、日本では珍しくない｢サービス残業｣である。アメリカの法律では、残業をすれ

ば、必ずその分の賃金を支払わなくてはならない。休日出勤は割り増しの給与になる。 

 

ⅱ 雇用マニュアル 

 

雇用条件については、あいまいにしないために、最初にきちんと「雇用マニュアル」(Employment 

Handbook)を作成しておき、全てのルールを文章化して、経営側も働く側も全てそのルールに沿っ

ていけば問題は起こらない。逆に言えば、慣習、通例というあいまいなことがないので、双方やりや

すいと言える。日本企業は、必ず雇用マニュアルを準備したほうが良い。労務専門の弁護士が作

成する。 

 

従業員がルールに違反したり、充分な仕事をしなかった場合には、解雇することは無論可能である。

NY 州では、従業員の解雇には、経営者はその解雇の理由を説明する義務はない。ただし、宗教

や人種、家族のことなどを理由にした解雇は違法になる。 

 

ⅲ アメリカ人の雇用 

 

アメリカ人を雇用するよりも、日本人のほうが意思疎通しやすいという意味においては確かにそう言

える。しかし、日本人だからといって、アメリカ人と違う待遇をした場合には、問題になるので注意す

るべきである。この問題が日本企業で一番多く発生しやすい。責任の範囲、仕事の内容、経験など

で給与に違いが出るというのは無論問題ないが、同じレベルなのに待遇を差別すると問題となる。

客観的に見て公平であることが大切である。 

 

⑥ 会社運営に必要な各種手続きを行なう。 

 

会社登録ばかりではなく、市（City）への登録、税金関係（IRS）などいくつか法的な手続きが必要で

ある。会計士がその業務を代行してくれたり、指示してくれるので、それにしたがって行う。登録、報

告などが遅れたりすると、容赦なくペナルティが来るので充分注意すべきである。そのためにも、中

小企業と緊密な付き合いのできる会計士を選択すべきである。 

 

⑦ 事業を開始する。 

 

ⅰ ビジネスの開始 

 

オフィスができ、必要な法的手続きが整えば、現地法人としてビジネスを開始できる。アメリカ市場

計画のもとに販売活動を開始する。販売体制が軸になるが、できるだけ早く流通体制、回収体制を

準備しなくてはならない。 
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ⅱ 流通体制の準備 

 

（商品の発送） 

 

顧客から注文が入った場合は、インボイスを作成し、納品の準備を行う。商品の保管を自社で行い、

商品を梱包して、UPS社で送り届けるというのが基本である。インボイスを作成するためにPCにクイ

ックブックなどの商品管理ソフトを入れる。商品量が増えてくれば、ウェアハウス会社を使った流通

体制も可能である。特に、デパートとの取引には、EDIシステム(電子データ交換設備)が必須となる

ので、EDIシステムを備えたウェアハウス会社を選択するとよいだろう。 

 

（UPS口座の開設） 

 

アメリカの国内輸送は通常、UPS 社のトラック便を使うので、UPS 社の口座をまず作らなくてはなら

ない。方法は、まず、UPS 社に電話またはオンラインで連絡して、新規口座の開設を依頼する。数

日後にオンライン用のソフトが送られてくるので、それをPCにインストールすると、オンラインでUPS

社へ荷物の配送を依頼できるようになる。発送の段取りは次のように行う。 

 

・ 商品、インボイス、ダンボールを準備する。 

・ 箱のサイズと総重量をはかる。 

・ UPSオンラインで送料を計算する。 

・ 同時に保険を付保する。(無保険の場合は一律 100 ドルの保障) 

・ 送料をインボイスに入れる。 

・ UPSオンラインで宛先シールをプリントアウトする。 

・ 宛先シールを貼って箱を梱包し UPS ドライバーに渡す。 

 

  

 

ⅲ 回収体制の準備 

 

・ ファクタリング会社 

 

商品の流通の前に行わなくてはならないのは、顧客の信用調査である。その内容については、第

四章｢アメリカのビジネス｣で説明した。信用調査は、ファクタリング会社が行う評価がそのまま信用

調査になるので、むしろファクタリング会社との契約が必要である。エージェントがある場合は、エ

ージェントの契約しているファクタリング会社を活用することになる。 

 

ファクタリング会社には色々あるが、CIＴなど大手では、小さい売り上げしかない企業の契約は受け

てくれない。 
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・ 銀行口座 

 

現地法人を設立すれば、直ちに銀行口座を開設できる。アメリカの小売店からの支払いは、通常

小切手郵送であるから、現金化するためには、銀行口座が必要である。銀行口座には、普通口座

（Saving Account）と当座預金口座（Checking Account）がある。後者の方が小切手による支払いも

可能なので実用的である。現地法人を設立した場合は、オフィスのレント(家賃)、人件費、各種支

払いが発生するので、経費を小切手で振り出すのが必要となる。 

 

当座預金口座を開設するためには、次の書類が必要となる。 

 

・  写真入 ID二つ（パスポートと運転免許書） 

・  NY州の Certificate of Cooperation(会社登録証） 

・  TAX ID （会計士または弁護士が取得する） 

 

⑧ 現地法人設立に関わる費用概算 

 

アメリカ市場に自社の現地法人設立を決定し、オフィスを借り、責任者(マネージャー)を 1 名、事務

担当者、営業社員各一名は現地で雇用することにした場合の費用を概算計算した。マンハッタン

に 30坪程度の事務所兼流通倉庫を借り、3名にて販売体制を整えた例である。 

 

ⅰ 初期費用 (単位はドル) 

 

・事務所+流通倉庫 賃貸費用 (5年契約)    

月賃貸費用 5000 ドル 

保証金（2 ヶ月） 10000 ドル 

不動産会社手数料（1 ヶ月） 5000 ドル 

弁護士費用 2000 ドル 

内装費用 ビルの貸主が負担 

（小計 22,000 ドル） 

 

・什器備品の購入 

 家具 20000 ドル 

 什器 20000 ドル 

 コンピューター・Fax･コピー機 3000 ドル 

 文房具、雑貨 2000 ドル 

 （小計 45,000 ドル） 

 

・ その他 

 労務ハンドブック作成弁護士等費用 4000 ドル 

 従業員雇用募集広告費用 2000 ドル 

 その他費用    10000 ドル 
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（小計 16,000 ドル） 

 

合計 83,000 ドル （約 750万円） 

 

このような規模で、初期投資費用は約 80,000-100,000 ドル（720万円-900万円）程度になる。これ

に、毎月の運転資金が必要になる。 

 

ⅱ 予想される年間経費 (単位はドル) 

  

 オフィスのレント 5000ｘ12＝60,000 ドル 

 人件費     10,000ｘ12＝120,000 ドル 

 会社負担健康保険料 2500ｘ12＝30,000 ドル 

 展示会出展費用(年 2回として) 10,000ｘ2＝20,000 ドル 

 文房具、通信費、雑費 2000ｘ12＝24000 ドル 

 その他 10,000 ドル 

 合計 264,000 ドル (月間約 22,000 ドル＝200万円) 

 

ⅲ 費用のまとめ 

 

初期費用 83,000 ドル＝約 750万円 

毎月の経費 22,000 ドル（年間 264000 ドル）＝約 200万円（年間 2400万円） 

 

利益率を 40％とすると、損益分岐点は、264,000÷40％＝660,000 ドル 

マイナスにならない最低限必要な年間売り上げは 660,000 ドル（6000万円）ということになる。このく

らいの年間売り上げが見込めれば、現地法人計画を現実化しても良いだろう。 

 

 

3. 組織戦略の選択 

 

 

これまで述べたように、アメリカ市場において、ビジネス体制=組織戦略には、エージェントの活用

か現地法人の設立かという二つの方法が考えられる。どちらの方法が自社に合っているかは、経

営上の判断になる。 

 

一番体制がしっかりするのは、「現地法人設立→責任者派遣」である。しかし、新しい市場を開拓

する初めの時点からいきなりそうはできないというのが現実的な考えであり、「アメリカ市場でやって

いけるのかどうかを確かめたい」と考えるのが普通であろう。または、人材的に見てもすぐには難し

いということもあるだろう。当面は、「現地エージェントとの提携」によって、アメリカ市場を開拓してい

き、ビジネスの進展を見ながら段階的に「現地法人の設立」を検討するというのが日本企業のとる

「安全な方向」になるだろう。 
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しかし、将来大きな売り上げを確保するためには、現地法人を設立し、100％の力で、アメリカ市場

に向けた商品の開発、販路の拡大を行わなければならないと言える。 

 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 228

【ご注意】この情報は2010年10月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。



米国のアクセサリーを扱うショールームリスト

NAME TEL ADDRESS ZIP WEB contact 特徴

0 Limit Fashion  213- 746-2750
1250 S Los Angeles St

Los Angeles,CA
90015 www.myhandbagplace.net blvdave@gmail.com コンテンポラリー

10 eleven 212-398-1641
The Penthouse 80w. 40th st.

New York NY
10018 www.10eleven.com info@10eleven.com ハイエンド　服メイン

Accessories that matter 212-947-3012
320 5th ave #609&610

New York, NY
10001 www.accessoriesthatmatter.com

Info@accessoriesthatmatter.c

om

3ブランド扱う。自社ブ

ランドも含まれる？

Accessory Preview Inc  323- 931-2050
353 N La Brea Ave

Los Angeles,CA
90036 www.accessorypreview.com info@accessorypreview.com コンテンポラリー

ADAM SHOWROOM 212-921-5511
250 W 39th St

New York, NY
10018

Add Accessories  212- 945-3300
225 Liberty St

New York,NY
10281 www.addaccessories.com info@addaccessories.com コンテンポラリー

Amici Accessories Limited  212- 268-5570
39 W 37th St Frnt 2

New York,NY
10018 www.amiciaccessories.com sales@amiciaccessories.com カジュアル

anonymous showroom  212- 768-1060
260 West 39th Street

New York, NY
10018 www.anonymousshowroom.com via web site ミッシー

apropo studio 646 473 1440
76 greene street, 2nd floor

New York, NY
10012  www.aproposhowroom.com uri@apropostudiony.com

服、靴、帽子　バッグ

は扱っていない

Archetype Showroom  212- 529-1405
676 Broadway

New York,NY
10012 www.archetypeshowroom.com

Audrey@archetypeshowroom.

com
コンテンポラリー

Blossom Bucket, Inc. 330-834-2551
13305 Wooster Street NW

North Lawrence, OH
44666 www.blossombucket.com

customerservice@blossombu

cket.com
雑貨など

Blue Bird Showroom  213- 624-6040
860 S Los Angeles St Ste 204

Los Angeles,CA
90014 http://bluebirdshowroom.com

aimee@bluebirdshowroom.co

m
コンテンポラリー

Brand Equity Showroom  213- 438-0626
860 S Los Angeles St Ste 513

Los Angeles,CA
90014 www.brandequityshowroom.com

info@brandequityshowroom.c

om
コンテンポラリー
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brothers and sisters 

showroom

270 West 39th Street

New York, NY,
10018

www.facebook.com/group.php?gid=36

265079808&v=info
sales@bnsnyc.com 綺麗め　服メイン

burton + BURTON 800-241-2094
325 Cleveland Road

Bogart, GA
30622 www.burtonandburton.com via web site 雑貨など

Butterfly Accessories & 

Fashion Inc
 212- 967-6762

243 W 34th St

New York,NY
10001 www.butterflynewfashion.com via web site カジュアル

C.R. Marketing, Inc. 763-537-2239
4012 Vera Cruz Ave.

N.Robinsdale, MN
55422 www.crmarketinginc.com sales@crmarketinginc.com   雑貨など

Circle 5 Showroom  213-622-6922
860 S. Los Angeles St. #302

Los Angeles, CA
90014 www.circle5showroom.com

christine@circle5showroom.co

m
ミッシー

Clutch Showroom  213- 623-3088
860 S Los Angeles St

Los Angeles,CA
90014 www.clutchwest.com コンテンポラリー

Collins Painting & Design, 

LLC
877-490-5909

7817 Honeywell Drive

Fort Wayne, IN
46825 www.collinspainting.com sales@collinspainting.com 雑貨など

Company of Kings, Inc. 815-254-9506
24118 W Chicago St. #206

Plainfield, IL
60544 www.companyofkings.com via web site カジュアル

Creative Gifts International  781- 828-9999
80 Shawmut Road

Canton, MA
02021 www.creativegiftsdirect.com sales@creativegiftsdirect.com カジュアル

Cristina Angarola 213-489-0072
860 S. Los Angeles St. #400

Los Angeles, CA
90014

www.facebook.com/pages/Cristina-

Angarola-Showroom/338336386944
info@cristinaangarola.com コンテンポラリー

Cynthia O'Connor & 

Company
212-594 4999

141 West 36th Set Floor 12A

New York, NY
10018 www.cocandco.com

designerinquiries@cocandco.

com.
コンテンポラリー

D.P.Accessories 212-244-0678
390 5th Ave

New York, NY
10018 www.dpaccessoriesnyc.com vickiedpaccess@aol.com コンテンポラリー

Daniel Richards 404-589-8200
230 Spring Street NW Suite 1634

Atlanta, GA
30303 www.danielrichards.biz info@danielrichards.biz ギフト
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Dawn Mayo  212- 382-0301
231 West 39th Street ＃806

New York, NY
10018 コンテンポラリー

E. Victor Gabriel, Inc. 213.489.3232
1013 S Los Angeles St

Los Angeles, CA  
90015 evictorgabriel@aol.com コンテンポラリー

Empesar Womens 

Accessories Showroom
 212- 244-7273

152 West 36th Street

New York, NY
10018 ジュエリー

Fashion Parade  213- 763-0647
1501 Santee St

Los Angeles,CA
90015 www.fashion-parade.net via web site コンテンポラリー

Fashion Ray Showroom LLC  212- 642-9800
580 Broadway Rm 606

New York,NY
10012 www.dorsiacollection.com via web site メンズ

findings 212-944-7900
250 W 39th St #1001

New York, NY
10018 www.findingsinc.com elizabeth@findingsinc.com コンテンポラリー

FLAUNT   952- 932-7200
10301 Bren Road West

Minnetonka, MN
55343 http://www.flauntsales.com via web site 低価格品

Fragments Showroom 212-226-8878
110 Greene Street #801

New York, NY
10012 www.fragments.com via web site ジュエリー

Ginny Wong 213.622.9884
860 S Los Angeles Street Suite 413

Los Angeles, CA
90014 www.ginnywongshowroom.com ginnywong@sbcglobal.net コンテンポラリー

High Tech Fashion  213- 622-6677
860 S Los Angeles St Ste 750

Los Angeles,CA
90014 www.dinabar-el.com dina@dinabarel.com ドレッシー

Hotline 212.391.5550
231 West 39th St. #200

New York, NY
10018 www.hotlineshowroom.com heidi@hotlineshowroom.com コンテンポラリー

Janine Milne  213- 488-9500
127 E 9th St # 1006

Los Angeles, CA
90015

Jeff Cohan 212-840-0600
260 W 39th Suite 18W

New York, NY
 10018 http://jeffcohannewyork.com info@jeffcohannewyork.com ドレッシー
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Jeffrey Schwager 212-764-4100
231 West 39th Street, Suite 701

New York, NY
10018 個性的

Joey Showroom  212- 675-8400
263 11th Avenue

New York, NY
10001 www.joeyshowroom.com info@joeyshowroom.com 綺麗なものが多い

Joyce Morton 212-391-5639
232 West 39th Street

New York, NY
10018 ミッシー

karma showroom 213.622.2064

California Market Center 

110 East 9th St, Suite #C514

Los Angeles, CA

  90079 www.karmashowroom.com
Jessica@karmashowroom.co

m
コンテンポラリー

Kathy Walker Sales 212-221-0282
231 West 39th Street　Suite 402

New York, NY
10018 info@kathywalkersales.com コンテンポラリー

Lafayette 148 Showroom  212- 991-9838
148 Lafayette Street

New York, NY
10013

http://thegarmentbag.blogspot.com/200

9/11/lafayette-148-new-york-beautiful-

new.html

via blog コンテンポラリー

L'Atelier Group 212-827-0010
231 West 39th Street　Suite 920

New York, NY
10018 www.l-ateliergroup.com info@l-ateliergroup.com コンテンポラリー

Latitude Showroom 212-997-8900
231 W. 39th Street Suite1003

New York, NY
10018 megan@latitudeny.com コンテンポラリー

Lerner Et Cie  212- 869-3930
231 W 39th St Rm 1103

New York NY
10018 コンテンポラリー

Lily Kate 212-719-0221
234 W 39th St 9thFloor

New York NY
10018 www.lilykateshowroom.com via web site コンテンポラリー

Lizette Bullock  212- 869-7922
209 W 38th St

New York NY
10018

Lola Showroom 212-391-0436
231 W 39th St # 1002

New York, New York
10018 Ｍｉｒａ同フロア

Max Studio Showroom  212- 219-9277
415 West Broadway

New York, NY
10012 www.maxstudio.com custserv@maxstudio.com

ＰＤＣをやりたがって

いる
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米国のアクセサリーを扱うショールームリスト

NAME TEL ADDRESS ZIP WEB contact 特徴

Mel & Ell Inc  212- 244-0002
250 West 39th Street

New York, ny
10018

Mesh And Lace Inc  323- 667-1732
3208 W Sunset Blvd

Los Angeles,CA
90026 www.meshandlacela.com info@meshandlacela.com コンテンポラリー

Miriana Ojeda Showroom  213- 624-5823
127 E 9th St Ste 803

Los Angeles,CA
90015 www.mirianaojedashowroom.com

miriana@mirianaojedashowro

om.com
コンテンポラリー

Mix Showroom  212- 391-4646
1466 Broadway # 1500

New York, NY
10036 NYshowroom@aol.com コンテンポラリー

MRM & Associates  212- 768-4144
215 West 40th Street

New York, NY
10018 コンテンポラリー

Nada Sawaya Showroom  212- 869-5101
39 W 37th St

New York,NY
10018 www.nadasawaya.com info@nadasawaya.com カジュアル

Nel-N-Co.  212.840.7135
260 W. 39TH STREET SUITE 201

NEW YORK, NY
10018 rosa@nelnco.com コンテンポラリー

New Direction Showroom 212.764.5225
231 W. 39th St.

New York, NY
10018 debbie@new-direction.com コンテンポラリー

New Fashion Handbag & 

Luggages
 213- 746-3507

1160 Santee St

Los Angeles,CA
90015 www.newfashionhandbags.com via web site カジュアル

Notanonymous 888-866-266
54 west 39th St, 10th floor

New York, NY
10018 www.notanonymous.com patricia@notanonymous.com コンテンポラリー

OUT On A Limb Sales 

Showroom
 212- 944-2250

231 W 39th St Rm 607

New York,NY
10018 www.outonalimbsales.com cheri@outonalimbsales.com コンテンポラリー

Point A Showroom  212- 398-3206
530 Fashion Avenue #2203

New York, NY
10018 www.pointashowroom.com info@pointashowroom.com コンテンポラリー

Prophet  212-278-8234
231 West 39th St, Suite 1009

New York, NY
10018 ミッシー
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http://www.newfashionhandbags.com/
mailto:patricia@notanonymous.com
mailto:Cheri@outonalimbsales.com
http://www.pointashowroom.com/


米国のアクセサリーを扱うショールームリスト

NAME TEL ADDRESS ZIP WEB contact 特徴

Pure Accessories 646-742-0400
141 W 36th Street　２０ｔｈ FL.

New York, NY
10018 www.pureaccessories.com sales@pureaccessories.com コンテンポラリー

Showroom 1400  212- 725-5535
180 Madison Ave

New York, NY
10016 ミッシー

Showroom 903  213- 489-5998
127 E 9th St

Los Angeles,CA
90015 www.danangshowroom.com コンテンポラリー

Showroom Seven 

International
212 643-4810

263 11th Avenue

New York, NY
10001 www.showroomseven.com gail@showroomseven.com コンテンポラリー

Showroom Shift 213.489.4960
127 E 9th St Ste 806

Los Angeles, CA
90015 www.showroomSHIFT.com lesley@showroomSHIFT.com コンテンポラリー

Simon 212.242.1565
95 Fifth Ave 3rd & 4th Floors

New York NY
10003 www.simonshowroom.com info@simonshowroom.com コンテンポラリー

Sola 212-620-0988
45 East 20th Street 2nd Floor

New York, NY
10003 www.solasr.com jessica@solasr.com コンテンポラリー

Studio Two 212-730-6520
231 West 39th St, Suite 728

New York, NY
10018 www.studiotwoclothing.com sales@studiotwoclothing.com コンテンポラリー

Sue Goodman 646-366-9560
250 West 39th St, Suite 302

New York, NY
10018 ミッシー

Supplements N.Y. 212-290-0091
35 West 36th Street 12th Floor

New York,NY
10018 sales@supplementsny.net コンテンポラリー

Susan and Company  212 502 0960
16 West 36th Street

New York, NY
10018 www.susan-company.com via web site コンテンポラリー

Susan Bonomo & Co. 212-302-4702
214 West 39th St Suite 905 

New York, NY
10018 www.susanbonomo.com Bonomo214@aol.com コンテンポラリー

Susan Greenstadt & 

Associates
212-302-0600

215 West 40th St, Suite 9 FL

New York, NY
10018 ミッシー
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米国のアクセサリーを扱うショールームリスト

NAME TEL ADDRESS ZIP WEB contact 特徴

T & G Fashion Wholesale 

Hair Accessories
213- 485-8511

401 S Los Angeles St Apt S

Los Angeles,CA
90013 www.tg2go.com sales@tg2go.com ヤング

Terese Feltes & Co 212-921-7109
275 W 39th St, #10

New York, NY
10018 コンテンポラリー

Terry Ventre Showroom Inc 212 967-6192
260 West 39th Street 

New York, NY
10018 terryventreshowroom.com terryventre@yahoo.com ミッシー

The Downtown Showroom 212-354-1805
209 West 38th Street

New York, NY
10018 www.thedowntownshowroom.net

arlean@thedowntownshowroo

m.net

The Liric Group 212-997-9399
215 West 40th Street, Suite 12

New York, NY
10018 コンテンポラリー

The Style Room 212.719.0574
209 W. 38th St. suite #1206

New York, NY
10018 www.styleroom.com karen@styleroom.com ミッシー

Theresa Matthew's Studio 212 997-0541
250 West 39th Street

New York, NY
10018 ミッシー

TKE Showroom 212-921-0777
530 7th ave #2206

New York, NY
10018 www.tkesales.com terrie@tkesales.com

コンテンポラリー。

バッグの取り扱いは無

い。

Yvette Fry,Inc. 212-730-5901
54 West 39th Street 5th Floor

New York, NY
10018 www.yvettefry.com via web site ジュエリー
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第七章 販売戦略の課題 

 

 

日本企業の製品をアメリカ市場に販売する具体的な方法、課題をここで提案する。 

 

 

1. 販売戦略の基本 

 

① 商品構成 

 

日本企業の企画をアメリカ市場に合わせて改良し、アメリカの消費者の中に、需要を掘り起こして

いく。日本企業の独特の素材と技術を持った商品がベースで、アメリカのライフスタイルに合わせた

デザイン、色、商品構成を構成する。 

 

② 販売対象 

 

ⅰ 専門店、オンラインストア 

 

商品の内容にもよるが、ホーム店、ギフト店、ステーショナリー

店、ミュージアム・ストア、インテリアストア、家具店などが対象

となるだろう。本レポートには、全米の店舗のリストを添付して

ある。オンラインストアも販売対象となる。 

 

ⅱ 中小専門店チェーン 

 

コンテナストア、ウィリアムズソノマなどの 100 店規模の専門店や小規模のチェーン店は販売対象

になる。 

 

ⅲ デパート、チェーン店 

 

バーグドルフ・グッドマン、ニーマン・マーカス、サックス・フィフス・アベニュー、ブルーミングデール

ズ、メイシーズなどのデパートは販売対象になる。 

 

また、商品によっては、ウォルマート、ターゲット、ベッドバスアンドビヨンドなどの 1000 店単位のス

ーパーマーケットも販売対象となるだろう。 

 

③ 販売のイメージ 

 

商品にふさわしいアメリカの展示会に出展する。新規取引先を一店ずつ増やしていく。急激な売り
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上げ増加よりも、専門店を中心に取引先を着実に販売していき、アメリカ市場販売に会社自体が慣

れていくことが重要である。その過程で商品をアメリカ市場にあわせていくこと、販売体制を充実さ

せていくこと、流通回収体制を安定させることが最初の目標となる。 

 

 

2. 営業計画 

 

 

アメリカ市場戦略が確立した後に、具体的な年度別の営業計画を作成する。おおよそ次のような内

容になるだろう。ポイントは、長期的展望を持ってアメリカ市場開拓のストーリーを組み立てることで

ある。 

 

アメリカの進出日本企業で、よくある失敗の例は、初年度から何と

か売り上げをとろうと、準備もそこそこに営業に突進する会社であ

る。商品が市場にあっていない、市場でのポジションもなく、販売、

流通体制も中途半端で「見切り発車」すると、アメリカの多くの店

舗は、不安を覚えて仕入れない。また、仕入れたとしても、消費者

にはなかなか届かない。その結果、思っていたイメージと現実の

格差で日本企業は挫折してしまうのである。商品を軸に、販売体制、流通体制という商品と組織を

充実する中で、着実に前進していかないと、過剰な投資をしたり、無駄な遠回りをしてしまう。 

 

① 初年度の営業計画のポイント 

 

ⅰ 初年度はアメリカ戦略（商品、組織、販売）の内容はまだ不十分である。 

ⅱ エージェントと共に専門店、オンラインストア市場を形成する。 

ⅲ 年 1-2回展示会に出展し、かつショールームでも日常的に販売していき取り引件数を増やす。 

  （一展示会で 20-40店、年間 100店） 

ⅳ 日本企業がアメリカ市場に慣れる。 

ⅴ ブランド戦略 (商品、販売) を構築していき、ビジネスの土台を作る。 

ⅵ 年間目標額 200,000 ドル-400,000 ドル 

 

② 2年度の営業計画 

 

ⅰ 商品内容が市場に合ってくる。販売・組織体制が整ってくる。 

ⅱ 展示会出展を増やして、専門店、オンラインストア市場をさらに増やす。 

 （年間 200店） 

ⅲ 中小チェーン店に販売していく。 

ⅳ 企業のイメージを高め、ブランドとして確立する。 

V 年間目標額 500,000 ドル-800,0000 ドル 

 

③ 3年度の営業計画 
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ⅰ アメリカ戦略を完成させる。 

ⅱ 中小チェーン店をさらに開拓する。(専門店 300店、中小チェーン 5社) 

ⅲ デパート、ナショナル・チェーン店市場開拓開始 

ⅳ 売上げを拡大していく。 

ⅴ 年間目標額 1,000,000 ドル-1,500,000 ドル 

ⅵ 現地法人設立の検討、着手 

 

(ポイントの説明) 

 

初年度、２年度はアメリカのビジネスの基礎を固めることが非常に

重要である。会社自体もアメリカとのビジネスに慣れなくてならない

し、特に、イメージの定着、商品の方向性、企画、生産体制を整え

ていかなくてはならない。その点が不十分なまま、安易にメジャー

市場に挑戦したりすると、取り返しのつかない評価をされてしまう危

険がある。一度、納品ミスや納期遅れ、欠品などをしてしまうと、取

引が停止されてしまい。悪い評価がつけられてしまう。 

 

商品が安定し、販売組織ができて、流通体制も完成した時点で、メジャー市場へ前進していく。3

年間で、ビジネスの土台を完成するということである。販売、流通、管理の組織体制ができて、アメリ

カ市場に合う商品が固まってきたら、取引先を増やし、売り上げを拡大することは決して困難では

ない。したがって、それらが出来上がるまでは、忍耐が必要になる。焦ってしまうと、大きな失敗をし

てしまう危険がある。 

 

何よりも、アメリカ市場で売れる「商品の完成」が軸である。3 年の間それを、大切に伸ばしていくと

いう忍耐が必要である。アメリカ市場において、商品を軸にしたビジネスの土台の形成をなしうるに

は、3年はかかると見ておいた方がよいだろう。 

 

 

3. 販売方法 「展示会販売」 

 

 

ここでは、店舗に向けた販売戦略を提案する。製品をどのように市場に販売するべきかである。アメ

リカ市場では｢展示会販売｣が一番効率的である。バイヤーも仕入れが効率的にできるので、展示

会発注を中心に考える。大手企業も展示会で新しい有力な企業を探す。 

 

① 展示会の選択 

 

商品によって、ふさわしい展示会は異なる。的外れの展示会に出展すると大きな時間と経費の浪

費となるので、展示会主催者の案内を鵜呑みにせずに、展示会は一度前もって視察すべきである。

商品にあったバイヤーが来なければ、カテゴリーは共通していても合わない展示会がある。 
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例えば、高級ギフト商品を低価格商品の多いギフト展示会に出展してもまったく意味は無い。その

展示会主催者に問い合わせたとしても、「うちの展示会は高級品もあります」という返事が返ってく

るのである。展示会は、｢自分の目で｣しっかりと確認すべきである。その視察のときに、ブースの作

り方、類似商品の発見、競合会社の販売方法研究など調査すべき点は多い。 

 

日本企業に合う可能性が高い展示会は次の通りである。 

 

ギフト製品 ・・・NYギフト展 

日用品 ・・・NYギフト展、シカゴホーム展 

雑貨小物 ・・・NYギフト展 

ステーショナリー ・・・NYギフト展 

ホームテキスタイル ・・・NYギフト展 

家具、インテリア ・・・・ICFF展、ウェストポイント家具展 

アクセアリー ・・・・ENK コーテリー展、アクセサリーサーキット展 

 

  NYギフト展  http://www.nyigf.com/ 

  シカゴホーム展  http://www.housewares.org/show/info/ 

  ウェストポイント家具展  http://www.highpointmarket.org/ 

  ICFF展   http://www.icff.com 

  ENK コーテリー展  http://www.enkshows.com/coterie/ 

  アクセサリーサーキット展  http://www.enkshows.com/acic/ 

 

② 展示会の位置づけ 

 

ⅰ 注文を得る 

 

展示会出展の位置づけは、｢注文を得る｣ことである。決して、「商品の反応を見るための市場調査｣

と位置づけない方が良い。今まで、少なくない日本企業がアメリカの展示会に出展して失敗してい

る。それは、「うちの商品のありのままの姿をアメリカのバイヤーに見てもらおう。その結果を見て、そ

の後にいろいろと準備しよう」という姿勢で出展する企業である。これでは、まずうまく行かない。アメ

リカ市場における「ビジネスの準備｣が不足しているからである。バイヤーは、商品だけを見て注文

するわけではない。会社の姿勢、流通体制、販売体制を見て、信頼できる会社から商品を仕入れ

たいのである。さらに、市場調査無し、商品の工夫無しで出展しても、バイヤーからの良い反応は

得られず、多くのバイヤーは素通りしてしまい、商品が売れないばかりか「展示会で市場調査」とい

う目的も達成できない。 

 

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

で比較的よく売れる商品グループは出る。その比率をたくみに増やしていくことは、競争の激しい

日本市場を戦ってきた日本企業には困難ではない。「この商品は素晴らしいですね！」という声が

あっても、注文しない場合は全くの「おせいじ」「礼儀」である。お金を出さない口だけの評価はまっ
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たく当てにならない。 

 

展示会で売れていけば、必ず次の方向が見えてきて、ビジネスは前進していく。｢売る｣という目的

をしっかり掲げた「展示会出展」にしなければならない。｢売れるもの｣が出てくれば、売れないもの、

商品の問題点が分ってくる。初回の出展で、5 店以上が注文すれば、その商品の「市場性」はある。

10 店以上であったら、市場性は高い。逆に、5 店以下であったら、商品の再研究が必要である。

20-30店の受注が取れれば、問題なく前進していくだろう。 

 

ⅱ 初年度の問題 

 

問題はどんなラインであっても、いきなり多くの受注は入らない。バイヤーは小さな不安を持ったら

仕入れないのである。仕入れるとしても、テスト･オーダーになる。ミニマム(最低受注額)ぎりぎりの

注文を出すのが普通だろう。 

 

その場合、注文が充分集まらず、ある商品は生産の最低ロットに達しないという問題が起こる。はじ

めからネガティブに考えることはよくないが、それが現実なのである。この場合、どうしたらよいだろう

か? 

 

適正な答えは、「どんな少なくても注文分は生産する」ということで

ある。この問題は、どんなに売れている会社でも「初年度には必

ず遭遇する問題」である。生産ロットに達しないからといって、納

品しないと、そのお店は次にはもう仕入れない。その結果、前に

進まない結果になってしまう。十分注文のついたデザインだけを

生産して、少ない注文分は作らないというやり方では、新市場開

拓は難しい。50デザインのうちに 1か 2デザインというのは｢素材

に問題が出た｣という理由は通るが、それ以上になった場合は｢信頼できない｣｢あまり売れていない

ようだ｣というマイナスのイメージが残ってしまう。 

 

初年度はこの｢生産ロットに達しないデザイン｣の生産という問題が必ず発生するので、展示会に出

展する前に対策を考えておくべきである。もっとも適切な対策は、｢難しいデザインは展示会に出さ

ない｣という決断である。企画側は「せっかく作ったのだから、見せたい」という気持ちがあり、それが

弊害になる場合の方が多い。展示会前に充分間を取って、現地エージェントまたはスタッフと商品

選択の充分な意志一致が必要である。 

 

③ 展示会での価格 

 

先にも書いたことだが、アメリカの展示会では、「日本の FOB 価格」で注文を得るのは非常に難し

い。価格は、アメリカの国内渡し価格（Landed Price）にしなければならない。日本の FOB 価格+送

料+関税の価格、つまりお店への「アメリカ国内卸価格」で提示しなければならない。一般的に、アメ

リカの国内流通経費は、お店負担の場合が多い。商品の価格は、市場調査をベースとして戦略的

に決めていく。つまり、単に原価+経費という下からの積み上げ方式だけではなく、｢アメリカ市場価
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格｣を参考に、販売戦略を立てる中で決めていくべきである。ただ

し、安くすれば売れやすいという発想では商品の価値を落としてし

まうだけである。あくまでも、商品の価値に合った、かつ市場価格

に合った販売価格を提案する。 

 

 

 

④ カスタマー・リストの作成 

 

アメリカ市場に出展する時、一番初めに行うことは、｢見込み客リスト｣を作ることである。対象をしっ

かり絞って、集中的に営業を行うことが効率的である。本レポートに、全米の対象となる店舗を添付

した。 

   

           

⑤ 展示会でのコンタクト 

 

展示会では様々なビジネス関連の人々と出会う。お店のバイヤーばかりに目を奪われて、貴重な

ビジネスチャンスを逃さないようにしたい。 

 

ⅰ 専門店バイヤー 

 

展示会にくるバイヤーの 70％は、専門店バイヤーで、通常その場で注文する。メモ（Note）をとって、

後から Fax で注文書が送られてくることもある。商品の意見も言ってくれるので、「リアクション・メモ」

を作成し、バイヤーの反応は全て記入すべきである。この情報が数十枚集まると、商品に対するア

メリカ市場の反応が明確になる。展示会の結果レポートも作成しやすくなる。そして、今後の有効な

営業情報となるので、「見込み客リスト」に加えていく。 

 

 

ⅱ チェーン店バイヤー 

 

中小のチェーン店バイヤーが来る可能性は十分にある。商談はするがその場では注文しない。注

文書が後日送られてくる。または展示会後のアポをとりショールームで再度商談ということになる。

名刺を確保して、今後の営業に備えたい。電話では中々連絡がつかないので、E メールアドレスは

必ず確保すべきである。 

 

ⅲ デパート･バイヤー 

 

頻繁ではないが来る可能性は充分ある。その場で注文することはない。名刺を確保して、今後の

営業に備えたい。電話では中々連絡がつかないので、E メールアドレスは必ず確保すると良い。商

品に強い関心があれば、後日アシスタント・バイヤーからショールームかバイヤー・オフィスでの商

談アポの連絡が来る。 
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ⅳ カタログ・オンライン販売会社のバイヤー 

 

カタログ・オンライン販売はアメリカでは多く、販売力も大きい。数量がまとまるので魅力的な顧客で

ある。展示会後にサンプルと数量別価格表を送って話を進める。 

 

ⅴ アメリカ以外の海外バイヤー 

 

NYには、カナダ、ヨーロッパ、南米、アジア、日本からのバイヤーも少

なくない。その場で注文するバイヤーもいるし、しないバイヤーもいる。

その場合は、後日、E メールで商談する。ニューヨークの展示会には

世界中からのバイヤーが訪れる。 

 

ⅵ メディアのレポーター 

 

日本と同じように、市場においてメディアの影響力は大きい。できるだけ掲載してもらうように、資料

の準備を整えておくと良い。カタログ、イメージ写真、ラインシート、名刺などの資料セットを、「プレ

ス･キット」（Press Kit）と呼ぶ。プレスばかりでなく有力小売店にも配布するとよい。 

 

ⅶ レップ 

 

セールス・レップが、「貴社の商品をうちで扱いたい」というオファーがくる。彼らは、ビジネスになる

商品を見抜く力は持っているので、「レップが来る」ということは大変良い｢市場性を示すサイン｣で

ある。連絡先などを聞いておき、展示会後に検討する。 

 

ⅷ その他 

 

信用調査会社や、原料会社、広告会社、製作会社など多くの売り

込みが来る。 

 

このように多くの人がブースに訪れる。特に、魅力的な商品を持っ

ていると様々な分野の人が来る。その数は、「商品の市場性」に比

例しているといって間違いない。 

 

⑥ 展示会の準備 

 

展示会出展には、充分な準備が必要である。中途半端な準備で出展すると、展示会結果は良いも

のにはならない。日本の展示会の感覚で出展してはならない。ポイントは、アメリカ市場の中で、ア

メリカのバイヤーに対して出展するということである。日本の感覚とアメリカの感覚の違いがある。 

 

ⅰ 市場調査実施 
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繰り返しになるが、市場調査がアメリカ市場進出の成否を握っている。十分な市場調査をすればす

るほど展示会の成果も大きくなる。 

 

ⅱ 商品の準備 

 

アメリカのライフ･スタイルに合う商品が売れるのである。市場にあったデザイン、色、価格などのバ

ランスが受注に結びつく。卸価格（アメリカ国内価格）の算出も重要である。市場調査をしっかり行

えば、アメリカの市場、消費者に受け入れられる商品は分かってくる。 

 

ⅲ  展示会販売スタッフ準備 

 

日本の営業マンが、通訳とともに展示会ブースで販売するのでは不十分である。できるだけアメリ

カの商談になれている販売スタッフがブースで商品の説明をする。アメリカ人スタッフを配置するこ

とも大変よい方法である。バイヤーは安心感を持ってブースに入る。また、日本人スタッフを見て日

本以外の「アジアの会社｣と見てしまうバイヤーも少なくない。 

 

アメリカ人のセールス・スタッフを配置すると、バイヤーはブースに

入りやすいし、商品の説明はスムースなので営業効果は大きい。

アメリカ人のセールス・スタッフの訓練は、展示会直前の朝に、即

席に商品説明するのではなく、前日にしっかり時間をとって、商品

説明、受注方法の説明を行わなくてはならない。このようにアメリカ

人スタッフを展示会用に雇用することはエージェントを通して容易

にできる。1日大体 300 ドル-350 ドル程度の費用がかかる。 

 

特に、｢和の商品｣は、日本的な要素があるので、説明するのは日本人スタッフよりもアメリカ人スタ

ッフの方が良い。それは、アメリカ人スタッフの方が、アメリカ人バイヤーの疑問に思うことを理解し

やすく、その点を集中的に説明できるからである。 

 

アメリカ人スタッフが始めに商品のアウトラインを説明し、注文を PO に記入する時、支払条件を話

し合う時は日本人スタッフが行うというフォーメーションも有効である。 

 

ブースが 3ｍｘ4.5ｍであれば、ブースの中にいるスタッフは 3 人で充分で、それ以上は多すぎる。

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

明るく応対できる雰囲気作りをすると良い。展示会の種類によるが、アメリカではダーク･スーツをき

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

最近ではジーンズを着ている販売員が普通である。 

 

日本企業のブースでよく見かけるのは、ダークスーツにネクタイの男性社員が 2-3 名ブースに立っ

ている・・・これだけで、女性バイヤーは敬遠してしまうだろう。まして、半纏、はっぴを着て・・という

ブースにはバイヤーは入らない。アメリカでは、シンプルで、おしゃれで、洗練されているという要素
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が絶対に必要なのである。 

 

ⅳ サンプルをアメリカに送る 

 

サンプルを展示会会場に、郵便、運送会社を利用して直接送

るのは大変危険である。紛失してしまうことが頻繁に起こる。サ

ンプルが紛失して展示会ができなくなったというようなことはア

メリカでは良く見かける。サンプル搬入は細心の注意が必要

である。契約している現地エージェントに前もって送って、展

示会備品と共に手持ちで搬入するという方法が一番安全。荷

物が多い場合は、会場搬入に慣れているトラック運送業者を

使うと良いのである。 

 

ⅴ ブースのサイズ 

 

一般的に展示会の１小間は 10 フィートｘ10 フィート（約 3ｍｘ3ｍ）である。「テンバイテン」と呼ぶ。こ

のサイズが基本だが、このサイズのブースでは、バイヤーは｢小さな会社のブース｣と思うだろう。で

きたら、10ｘ15（3ｍ奥行きｘ4.5ｍ幅）か 10ｘ20（3ｍｘ6ｍ）というサイズにした方がイメージは良い。10

ｘ15以上ないと、ブランドとしての安定感、雰囲気が出しにくい。 

 

ⅵ ブースのデザイン 

 

ブースのデザインは、バイヤーをひきつける重要な要素である。むろん、センスの良いデザインほ

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

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

豪華にする必要はないが、ある程度よいものにすると、レベルの高いバイヤー，ハイエンド店のバイ

ヤーは訪れる。｢うちは商品で勝負だ｣と言っても、バイヤーを引き付けないで素通りされては意味

がない。 

 

(ブースを良く見せるコツ) 

 

展示会では、多くのアメリカのコンテンポラリー系の会社が主催者が用意する普通のパネルにシー

ムレスペーパー(難燃紙素材)を貼り、ブランドロゴを紙の上に貼付する方法をとっている。これでも

十分ではある。ハイエンド的なインパクトはないが、ブースパネルのフレームが見苦しいのでうまく

隠せる。シームレスペーパーは、100 ドル以内で、写真機材の店舗で販売されている。この方法で

あれば、経済的にシンプルで、すっきりしたブースができる。 

ブースの中で使う家具も、レンタルで借りると、非常に高い。例

えば、椅子を一つ借りるにしても、50 ドルくらいはかかる。同じ

ようなものを買うと、20 ドルくらいで買える。 

 

すでに多くの顧客を持っているブランドは、簡単な内装でも受
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注額に差が出ないだろうが、新しくブランドを立ち上げる場合は、センスが良く、イメージの良い、イ

ンパクトのあるブースにしないと効果は出ない。 

 

（効果的なブースの作り方） 

 

ブースをセンス良く見せるいくつかの可能な方法を挙げる。 

 

・ ブースパネルを使っているブースでは、難燃性の紙、素材などでフレームを隠すようにした方

がよい。(前項の通り) 

・ ブースの色は、その時のトレンドカラーを使うようにした方が、新鮮なテイストが出る。 

・ カーペットを主催者の用意したものではなく、壁の色に合わせるなど工夫するとおしゃれにな

る。 

・ 照明は明るいほど、商品は良く見える。1 キロワットのスポットライトを注文できる展示会も多い。

レンタルできる家具や什器は、オールドファッションのものが多いので、IKEAで良いものを安

く買うことができる。 

    IKEA http://www.ikea.com/us 

・ ブース全体をブース設営業者にカスタム・ブースとして依頼することもできる。（ニューヨーク、

シカゴであればいくつかの業者のリストが JETRO NYにある） 

 

ⅶ ディスプレイ 

 

ブース・デザインも大切であるが、商品が良く見えるようなディ

スプレイも大変重要である。日本にはアメリカよりも優秀なデコ

レーターがいるのでデザインを依頼することもよいのではない

か。インパクトがあり、センスの良いディスプレイはバイヤーを引

き付ける。センスの良いブースは、バイヤーに「良い商品がある

のではないか」と思わせる。 

 

ⅷ 展示会搬入 

 

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

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

荷物をブースまで運び込むことになっている。手荷物は自分で運んでもかまわない。 

 

荷物がブースに届くと、梱包をといてディスプレイ準備にかかる。準備ができる時間は 5-6時間ほど

あるが、ラベルをつける等日本でできることはできるだけ事前にやってきたほうが良い。搬入日には、

できるだけディスプレイ+ 打ち合わせに時間をかけたい。ディスプレイが完了すると、盗難防止用

に商品にカバーをかけて帰ったほうが安心である。 
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ⅸ 展示会当日 

 

展示会当日は言うまでもなく、ビジネスに集中して、あらゆる

ビジネスチャンスを見逃さないようにすべきである。色々なビ

ジネスを持った人がブースにやってくる。熱心に質問するバ

イヤー、さらっと見るだけのバイヤー、商品をじっと見詰める

バイヤーなど反応は色々である。しかし、できるだけ、フレン

ドリーに、「Hi! How are you?」（ハーイ、ハウ・アー・ユー？）と

声をかけて、リラックスして商品を見てもらう。 

 

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

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

断ができない顧客が後からデザインを気に入ってくれるというようなことは大いにある。また、「どん

な店ですか？」とお店の内容まで踏み込んでいくとよりよい。 

 

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

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

ネスに大きく影響を与える。 

 

ⅹ 受注時の注意 

 

注文を受ける時には、ラインシートに印をつけ、数量が決まったら注文書（PO）に転記していく。PO

には、注文内容のほか、支払方法、納品時期を必ず書く。先方がお店専用の PO を持っている場

合もあり、キャンセル・デイト（この日を過ぎたら自動的にキャンセル Cancellation date）を書く場合

もある。POには必ずバイヤーにサインしてもらう。 

 

「うちの近くの店に売らないで」というリクエスト（オーバーラッピング）をするお店もあるが、注文量に

もよるのでその場で確定的な答えは出さない。 

 

支払方法については、その場では信用状況を確認できないので、先方の希望支払方法を PO に

書いておき、後日問題があれば連絡する。ディスカウントを求めるバイヤーはそんなに多くない。そ

の他、他の質問が出た場合、何かを依頼された場合も、全て PO の記入しておくと良い。展示会が

終わって一つ一つ処理する。 

 

クレジットカードで支払うという店舗がいたら、できるだけその場で、クレジット･カードの情報をもらう

とよい。展示会後の業務が簡素化できる。 

 

⑦ 展示会後の営業 

 

展示会出展は展示会で終わるのではなく、「展示会後」が重要である。むしろ、アメリカ市場でのビ

ジネスは、展示会後から本格的に始まるといっても過言ではない。 
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ⅰ バイヤーの名刺 

 

展示会で集まったバイヤーの名刺を「見込み客リスト」（Potential Customer List）にきちんと整理し

ておく。これが後々の大きな営業の武器になる。 

 

ⅱ ニュース･レターの発行 

 

各お店は、業界のニュース、商品のニュース、売れ筋のニュース、トレンドのニュースをほしがって

いる。商品の宣伝も必要だが、それらの情報を載せた「ニュースレター」（News Letter）の発行はビ

ジネスに効果的である。今年の重点デザイン、傾向や写真などを掲載すれば注文の促進になる。

広大なアメリカ市場では、この方法は大いに活躍する。このような日本式のきめの細かい営業は、

アメリカではあまり一般的でないだけにその効果は大きい。 

  

 

ⅲ プレス対策 

 

展示会では、プレス（Press 雑誌社）との出会いの場でもある。プレスキットを展示会中に配布する。

展示会後に商品を貸し出して、雑誌に掲載してもらうこともできる。これは、消費者への宣伝、新規

の店舗からの問い合わせにつながるので重要である。雑誌とのコンタクトを日常的に行っておくこと

は、無償で商品の宣伝になるという意味では大いに価値がある。ただ、名刺を保管しておくだけで

はなく、きちんとしたプレス･リスト（Press List）を作成して、時折商品情報をプレスリリースで送ると良

いだろう。高画質の写真データは、プレス用に早めに準備しておいた方がよいだろう。 

 

⑧ 展示会の拡大 

 

商品内容にもよるだろうが、商品によっては展示会を増やして、マーケットを拡大することも可能で

ある。例えば、身につけるアクセサリーは、ギフトの展示会でも良いし、ファッションの展示会でも商

品は合うので、販売対象を大きく広げることができる。地方にも多くの展示会があるが、最初の 3 年

間は NYの展示会のみで充分である。 
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4. 販売方法 「ショールーム販売」 

 

 

展示会がビジネスの中心になるが、有力店、チェーン店、デパートとの商談はショールームになる。 

 

① ショールーム 

 

展示会中に、「ショールームはどこにありますか？」という質問

がよく来る。これは展示会ではブース全てを回って Note をと

っておき、展示会後、気に入った会社のショールームに行き

商品全体をじっくり見るという店舗からの質問である。大手の

バイヤーも展示会後にショールームで商談する。ショールー

ムでは、雰囲気よく商品をディスプレイしておき、バイヤーの

訪問に備える。大部分のバイヤーはショールームに来る時に

は電話にてアポをとる。 

 

ショールームは、店舗とコンスタントなビジネスを継続するためには欠かせない。提携するエージェ

ントがショールームを構えていれば問題ない。現地法人を設立するときも、オフィス・スペースのみ

ではなく、ショールームの中にオフィス・スペースを確保できる広さがあるとよいだろう。 

 

②  追加注文、商品の問い合わせ 

 

多くのお店は、初回取引から追加注文分までの数量を見込んで注文はしない。特に新しい取引先

の場合は、あがってきた商品の品質も見たいだろうし商品の動きも見極めたい。販売力のある店舗

は、動きのよい商品は追加注文をする。追加注文を促すための営業活動は必要である。それは、

アポをとってバイヤーのオフィスに訪問したり、ショールームに来てもらったり、E メール、電話で追

加注文を促していく。そのためには、店舗にも訪問して商品の動きをチェックするというきめの細か

い営業活動を行う必要がある。 

 

チェーン店の売り場では、納品された商品が出ていなかったり、売れている商品の追加注文がな

かったりと、売り場が適正な状態になっていない場合が良く起こる。こうした｢販売ロス｣を防ぐために、

各売り場をこまめに訪問して、｢売り場管理｣をするサービス・レップをおいている企業もある。 

 

③  営業企画 

 

商品が流通していると、アメリカの店舗からさまざまなフィードバック(意見)が寄せられる。市場から

の要望を本社に速やかに伝達し、商品をアメリカ市場にふさわしいものにしていくことは、売り上げ

向上、顧客網の拡大にとって欠かせない活動である。商品がよりアメリカ市場に適合していけばい

くほど売上げは上がっていく。営業企画的な発想は市場形成には重要なテーマである。 

 

④  新規顧客開拓 
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展示会で集まった多くの見込み顧客の営業を継続していく。見込み客リストを使ってショールーム

に新規顧客をひきつけていく。この場合も、先に述べたニュース・レターは効果を発揮する。「新規

顧客シート」または「セールス･シート」を作成して、一店舗づつの営業進捗状態を管理していくと漏

れのない新規開拓営業活動ができる。 
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リアクションメモ　サンプル

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

ブティック

その他

バイヤー： 男性（　　名）　　 女性（　　名）

特徴： 白人、黒人、アジア系、スパニッシュ系、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

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：

□　問題点を指摘された

  Reaction Memo　＠              Show
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Line:

Buyer information

store： card

Address：

Buyer name:

Contact Email:

Type of Store: Department store, 　Chain store (                    stores)

Specialty Store(                                       )   

Others  (                                      ) Press (                              )

Buyer: Male x           Female x

Ethnic background: White,  Black African American,  Asian,  Hispanic,  Other race/ethnicity

□　Very interested

□　Somewhat interested

□　Not interested

□　Requests

-send catalogue --send photos.

-others

□　The buyer marked in the line sheet.

   

□　The buyer took :     Catalogue   Line sheet

Offer from store:

Business potentials High Med Low Sign

Reaction Memo

Overall

reaction

to

prodcuts:

Buyer

Buyer's evaluation to products
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ニュースレター サンプル 

 

 
Newsletter from Mira Design #40 

Intermezzo & Accessorie Circuit Show in May 2010 

 

□ MDC Cashmere Scarf and Shawl 
 

Our cashmere products are produced by a Japanese 

company with its own factory in China.  Thus not only is the 

quality of our products outstanding but they are also a great 

value, making fantastic gifts. These items are also popular 

because of their great prices; our solid scarf sells for $49 

and our solid shawl for $69. Leopard print shawl (photo) 

sells for $79.    

 

This year, we have brand new 100% long hair cashmere 

scarves and hats, made in Japan and made of exquisitely 

soft material. These products are of amazing quality and 

great value and will make fantastic gifts.  We hope you will 

enjoy the lovely softness of our cashmere products.  Please 

visit us at Circuit Show.   

 

Accessorie Circuit:  May7-9 ,2010 @ Pier 94  booth # 3472 

 

□ ABC new york 
 

ABC mainly uses natural textiles and consists of feminine 

contemporary tops the refined woman can wear with ease.  

These stylish clothes express the charm and sophistication 

of the adult woman. You can take a look at this line at our 

May Intermezzo Show in New York. 

We look forward to greeting 

you at the show. 

  

 

 

 

 
Intermezzo Show:  May7-9,2010 @ 

Pier 94 & 92 

 
 

Mira Design Corporation 
New York Office / Showroom Japan                     Los Angeles Office 
231 W. 39th Street, #1012                      719 S. Los Angeles Street, #1100 

New York, NY 10018                        Los Angeles, CA 90014 

T (212) 921-5890  F  (212) 921-5891                     T(213) 622-7731  F (213) 622-7745 

john@mirausa.com  |  www.mirausa.com 
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おわりに 
 

 
本レポートの最後に「まとめ」として次の 5つのポイントを再度強調しておきたい。 

 

 

1 市場調査をしっかり行う 

 

アメリカ市場に商品を販売できるかどうかは、最初の「市場調査」にかかっていると言っても過言では

ない。これを不十分にすると、後々色々な矛盾が出てきて結果的に遠回りになり、無駄な時間と経費

を使ってしまう。海外ビジネスをスタートする時の「第一歩」は、「市場調査を行う」ことである。 

 

2 会社が強い意志をもつ 

 

アメリカ市場への進出の一番のスタートは、｢会社が強い意志を持つ｣ことである。１年目からいきなり、

売上げが急上昇ということは無く、最初は時間をかけて商品と販売体制を作っていくことが必要なの

で、会社の意志が弱いと途中で挫折をすることになる。 

 

3  販売組織を作る 

 

商品を売るためには、販売組織が最大のポイントである。どんなに良い商品を持っていても、アメリカ

国内にしっかりした販売拠点がなければ商品は継続的に売れていかない。ベストな方法は、現地法

人を設立することだが、いきなりは難しいというのであれば、現地エージェントと提携する。 

 

4. アメリカのライフスタイルにあった商品を販売する 

 

アメリカで売れる商品は、「アメリカのライフスタイルにあった商品」である。ほんの一握りの消費者し

か買わない商品ではビジネスの発展性はない。アメリカの多くの家庭で愛用される商品がビジネスを

大きくしていく。｢和の商品｣の良さを活かしたアメリカ的商品への改良が鍵である。 

 

 

5. 3年先を見据えた計画を作成する。 

 

アメリカ市場において、ビジネスの土台を作るためには、「3 年間はかかる」と考えておいた方がよい。

無論、初年度から良く売れていく商品もないではないが、それは、ユニークで、差別化のはっきりした

商品で、バイヤーが「飛びついた」のである。しかし、こういう商品ほど、売れる時期は短期間であっ

たりする。むしろ、デザイン、色、価格、品質において、差別化のバランスが取れている商品の方が、

最初の反応は小さくともその良さが伝わっていくと共に取引先は増えて行く。結果として「良いビジネ

ス」が実現する。その間に、販売体制、組織体制、流通体制が安定していく。それには、おおよそ 3

年かかるということである。 

 

 

本レポートが日本の｢和の商品｣のアメリカ進出に少しでも役に立てることを願います。 

 

 

以上 
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