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アンケート返送先 FAX 03-5572-7044 

日本貿易振興機構 生活文化産業企画課宛 

email: CI-CDR@jetro.go.jp 

● ジェトロアンケート ● 

「米国市場調査レポート～建築内装材および家具～」 

に関するアンケート 

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～建築内装材

および家具～」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。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 
□企業・団体 

会社・団体名 

 

 

部署・部署名 

 

 

□個人  

～ご協力有難うございました～ 

※本アンケートにご記入いただいた情報は、当該サービス向上のために利用します。  
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第一章 市場調査と米国戦略 

海外市場を新たに開拓するためには、第一に重要なのは「市場調査」（Marketing Research マーケティン

グ・リサーチ）である。 

 

1. 市場調査の重要性 

 

１） 米国の理解 

米国に商品を販売する時に、最も大切な点は

「正確な米国の理解」である。多くの日本人は「米

国」について、ニュース、インターネット、テレビ・

映画、短期滞在の中からイメージを作っている。

しかし、そのイメージの多くはニューヨークやカリ

フォルニアである。したがって、それは一面的で

正確ではない。米国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。米国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、その商品は米国の社会で必要とされない。「米国市

場へ販売する」という計画を立てて、いきなり販売活動を開始するのではなく、米国のライフスタイルと米国の

ビジネスをしっかりと理解するところから米国の ビジネスはスタートすべきである。 

 

２）生活の実像 

米国の生活を理解することが、「市場調査の原点」である。米国人が住んでいる住居、使っている家具、イン

テリア、日用品がどのようなものであるか、職場ではどのようなものを使っていて、どのような組織体制をとっ

ているのか、また店舗ではどのように商品を陳列して何を売りとしているのか。こうした日頃の生活を理解す

ることは米国人社会における根本的需要を理解する上での原点である。米国人の生活、あるいは建物の用

途に合わない内装材や家具を、受け入れるようなクライアントも店舗もないのである。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、米国人の「生活の

実像」が見えてくるはずである。 

 

３）日本の商品 

日本の商品は日本の住居、ライフスタイルに合わせて、日本の消費者に向けて生産されている。内装建材、

商品もこれは同様である。日本の商品を米国に輸出して、米国人の生活にとけ込み、米国人消費者を満足さ

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、単に製品／商品そのものだ

けではなく、パッケージ、商品ラベル、説明書なども含まれる。内装建材／製品の場合は、それ以上に製品

のデータ提示や法的要求、また、認定製品としての要求事項等をしっかりと理解して準備していかなければ
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いけない。米国の消費者が、「米国の製品／商品」のように、「日本の製品／商品」を抵抗なく買うことにより、

初めて日本企業は大きなビジネスに近づいていく。この核心の解明を怠ると、小さい市場にとどまることにな

る。 

 

４）米国のビジネス 

建築内装業に限らず、一般的に日本企業は、日本市場においては、すでに得意先(店舗)があり、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ケースが多い。流通方法も様々であるが通常は納

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。米国市場においても、

長期継続できる関係と流れを作り上げるために、米国のビジネスのシステムに ついて、はじめにしっかり把

握しておくことが大切である。それが中途半端なまま販売活動を行うと、受注、流通、回収の過程でトラブル

に見舞われる。これは避けなければならない。立ち上がり時の失敗は方向を誤らせる。この最初の失敗で、

挫折、撤退してしまう日本企業も尐なくない。日本と米国での一般的な建築業界体制の違いを後の章で触れ

るが、販売を開始する前に、米国のビジネスに関する情報を独自にそして徹底的に蓄積 して、自社にあった 

受注体制、流通体制、回収体制を構築しておく必要がある。  

 

5 ）業界の状況 

日本でも米国でも「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、米国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米国インテリア企業の存在、商品、動向は重要である。全く同じ商品ではないとしても、

同じカテゴリーの商品として市場価値(市場におけるバランス)が必要である。いくら Made In Japan だったと

しても価格が ５割増したら商品はスムースに売れていくとは考えられない。業界内での価格バランスもあるの

で、価格帯から大きく外れた商品は売れることはない。特に、価格に敏感な米国市場ではそう言える。 

建築内装材や家具の場合、値段と同時に大きな要素となってくるのがリードタイム（発注から納期までの期間）

である。工期にそってスムーズに内装工事が進むためには、それぞれの商品／製品の発注から現場への到

着までの期間が重要になってくる。たとえ製品の質を見込んで米国外から選んで発注をしたいと思っても、リ

ードタイムが通常の 50％増というだけで、デザインのプロセス段階で外されることも多々ある。1社の材料／

商品のリードタイムが長いことにより、他の部分の工事を遅らせる事態になる等、工期スケジュールが押され

るということは、施工側にとってもクライアント（発注者）にとっても損失となる。例えば、オフィスの内装工事が

すべて終わっても椅子が届かないなどという事は、クライアントにとっては大きな問題なのである。工事が工

期にそって終わり、速やかに入居が可能することが重要なのである。入居できないスペースに無駄な家賃を

払ってまで、ちょっと見栄えのいい椅子を社員に座らせる必要もないのだ。これは家具を扱う店舗のバイヤー

でも同じである。納期が遅い、商品が来 ない、品質が低い・・・ などというトラブルになったら、それらはバイヤ

ーの責任になる。そのため、彼らは、非常に慎重に、安心して仕入れられる企業から商品を仕入れるのであ

る。 

また、建築内装材業界／家具業界では特に保証期間（中）やメインテナンスなど、施工完成後の信頼獲得も

重要な要素であり、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
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場合は、建築デザイナーもバイヤーもいくら商品が気に入ったとしても注文はしない。デザインが良い、品質

が高いと言って も、こうした問題をクリアしない限り米国の消費者を納得させることは難しい。米国の業界の

状況をで きるだけ認識して、バランスの取れた商品を提案する必要がある。 

 

6 ）競争相手の分析 

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

同じカテゴリーの有力企業に対しては、敬意をもって「お手本にする」と良いのである。彼らの商品、パッケー

ジ、製品表示方法、販売方法、販売ツール、販売／契約先など を調査するのが市場に慣れていく一番の近

道と言える。製品の「ものまね」をする必要はまったくないが、尐なくとも、彼らの動向はこれから市場開拓す

る日本企業にとっては価値ある「ヒント」になるのは間違いない。多くの企業は、取引先、一般顧客に向けた

ウェブサイトを持っているので、競争相手の研究は比較的行いやすい。 

 

7 ）米国市場形成の出発点 

市場調査は、米国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、米国市

場の形成はスタート時点から失敗してしまう。実際、市場調査を行

わないでいきなり展示会に出展する日本企業もかつては多く 存在

した。多くの企業が失敗したか、中途撤退したのである。大手企業

であっても、大きく遠回りして無駄な時間と無駄な経費を浪費して

しまう。 

初回展示会を、「最初は何も分からないのだから、注文が取れなくとも、マーケティングとして位置づけよう」と

して出展する企業も非常に多い。この場合はどうなるだろうか。市場調査をしていないので、価格は米国市場

とつりあわなかったり、FOB価格
1
を提示していたり、受注方法も日本的であり、流通方法、回収方法も明確

に決まっていない。このようなブースで商品を仕入れるバイヤーはまずいない のである。その結果、商品の

反応も小さく、マーケティングにもならずに終わってしまう。 そして、マーケットには合わないのではないかとい

う結論になり、米国戦略は挫折してしまう。本当に「もったいない」ストーリーが数多く見られる。激しい競争の

日本市場の中で生き残ってきた商品であれば、市場調査を行い展示会の準備を緻密に行ってさえいれば商

品はある程度売れ、市場を形成できる見込みができる。 

 

 

 

 

  

                                                                 
1
 FREE ON BOARD の略。輸出側は港までの費用を負担し、その先の通関費・陸送費等は輸入側が負担する。 
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２. 市場調査の方法 

 

本レポートは「建築内装材および家具の市場調査レポート」である。したがって、日本の建築内装関連企業お

よび、家具企業は本レポートを「基礎的な市場調査」として活用し、さらに「自社の商品」を軸とした市場調査

を行うべきである。ここで市場調査の方法を紹介する。  

 

１） 自社で市場調査を行う 

自社で市場調査を行うことは可能である。しかし、米国に長期的に滞在できないからと中途半端に行っては

意味がない。日本でできることも尐なくないので、まず日本でできることを徹底的に行い、その後に米国にあ

る程度の期間滞在することにより、より効率的な現地市場調査をしたら良いだろう。特に建築内装材の難しい

点は、セールスレップ(セールスマンによる日常営業）を中心とした販売が主流であることが多く、店舗／ショ

ールームでの見せの場はそのサポート的な役割を果たしている。そのため、店舗に並べる事を主流とする商

品販売と異なり、街を歩いているだけでは、見えない部分が多い。米国で滞在する以前の調査は、米国滞在

期間の調査方針を打ち出す為にも非常に重要になってくる。 

多くの情報はインターネット上で取得することもでき、競争企業のカスタマーサービスに連絡することも日本か

らは可能である。どちらにしても、日本での積極的な調査と準備は、現地での滞在調査をより効率的なものと

する。 

a) 日本でできる事 

 自社商品に近い米国の競争相手（以降「競合企業」と呼ぶ）を探し、3 社程度限定する。 

 その企業のウェブサイトを研究する。商品はすべてプリントアウトする。 

 その企業の理解を深め、得意先/販売戦略先を探す。拠点地はどこであるか、公共の場で商品を置

いているか、得意先はどういう団体を対象としているか等をリストにまとめる。（オフィス、医療関係、

教育関係等、その中でも細かく分析するといい。） 

商品として店頭に置いている場合、多くの米国企業は「当社の商品はここで買えます」という情報を

Store Locator（自社の商品が買える店舗リスト）で公開している。店頭販売をしない内装材などは、

「当社の商品に関する問い合わせ先」を示すことにより、地域別セールスレップの連絡先を載せてい

る。代表連絡先のみ表示している企業も、顧客やプロジェクトの地域によって、セールスレップや取り

扱いディーラーに電話をまわしてくれる。これは、企業内のオフィスを各地域に持っている場合や、他

企業／個人セールスレップと提携することにより主要地域をカバーしている場合等それぞれなので、

競合企業がどのような提携をとっているのか理解することも大切である。 

 競合企業の商品と販売戦略が見えてきたら、自社商品の対象となる戦略相手（グループ）と得意先

リストの作成をする。得意先団体に関しては、その得意先をウェブサイトでリスト化しているものもあ

る。また、建築内装の雑誌やウェブサイトよりそのプロダクトを使用しているプロジェクトからアプロー

チして、資材／商品指定者(多くの場合は建築家／デザイナー）を割り出していくのも一つの手だ。 

 米国の雑誌を購入して、米国のライフスタイル、文化、トレンド（流行）の流れを掴む。 

 米国のトレンド／カラーも把握する。 
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 公共の場で商品をおいている場合、企業の私的なギャラリー／ショールームか、他社のネットワーク

とショールームを利用しているものか、または、ホームセン ターの様な店舗を利用しているかを割り

出す。またその中で、各企業の商品の中でもどういう商品に公共の場でスポットライトを当てている

か。 

 戦略地域先で、他社商品を取り扱う企業を探す。これは、ディストリビューター、エージェント、ディー

ラーを見つけるためである。 

 その他、ビジネスに関わるあらゆる情報を探し出す。 

 特に米国のライフスタイルを知るためには、内装材に限らず、米国の人気小売チェーン店のウェブサ

イトを常に見ておくことで、流行の商品の流れ、業界の動向を理解することができる。 

 

b) 米国出張して行うこと 

 その企業の自社で調査を行った企業、本レポート添付の企業を含め、店舗、販売先、ショールーム

に行き、自社に近い商品を視察する。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。後の章でも尐し触れるが、内装材や家具の場合、価格は企業

によって見せているものが異なったり、価格を表に提示していない場合も多いため、担当レップに詳

しく聞くことも必要となる。一般的に表に表示する（カタログなどに値段表を載せるところもある）マー

ケットプライスと、大量の購入、また、デザイナーやプロジェクトから直接発注が生じた場合の価格は

別で考えられる。この割合は企業によって、また発注量やセールスレップとの関係によっても変動し

てくる。 

 米国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し、パッケージ方法、表示方法を研究する。 

 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。 

 

c) ディーラー、ショールーム、小売店訪問のポイント 

小売店やディーラー／ショールームを訪問した際には、漫然と店内／ショールーム内を見てまわるの

ではなく、次のような調査を行う。 

 

 店舗／ショールームの名刺をもらう。 

 店舗やディーラーの場合、担当のバイヤーの名前とメールアドレスを聞く。（これは可能）  

ショールームの場合は、ショールーム担当者の他、その地域別のセールスレップが存在することが

多いので、その名前、メールアドレスを聞くと商品への質問がある場合等にも役に立つ。（これは、競
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争会社と見なされた場合、拒否される可能性もある。しかし、単純に商品について後に質問したい時

の連絡先としては確保しておきたいものである。） 

 全体の商品構成を観察し、商品の見せ方と、カタログでの説明のバランスをよく見る。 

 競合メーカーの会社名をメモする。 

 カタログをもらう。 

 価格をチェックする。（取り扱う量等によっても違うとは思うが、）マーケットプライスとデザイナーやプ

ロジェクト発生時の割引価格を聞くことは可能である。 

 パッケージを観察する。 

 ディスプレイを見る。 

 できたら写真を撮る （店舗／ショールームの承諾が必要）。 

 参考サンプルを買うのもよい。（通常、競争会社としてではなく、顧客として訪問した場合、建築内装

材のサンプルはある程度無料で貰うことはできる。これも企業によって異なるのでサンプルを貰える

かどうか聞くといい。） 

 

d)市場調査をまとめる 

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

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

おかないと何もならない。このファイルが充分な量になれば、次のステップが見えてくるはずである。お

そらく、調 査レポートは全部で 100 ページ以上になるはずである。日本での調査から米国での調査、

そしてそのまとめまで、おそらく 2 カ月以上は要する。ここまで徹底して行うと、米国市場がグッと身近

になり、多くのことが見えてくる。その結果、無駄な試行錯誤は大幅に削減される。 

 

２） 市場調査会社に依頼する 

自社で市場調査を行う時間的な余裕がない場合は、米国の企業に依頼することも可能である。米国の企業

も、日系企業と米国系企業があるが、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、米国系企業は日本企業が欲している情報、日本企業が知らない情報をよく理解していない場合が多く、

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

た、自社製品の知識（それが伝統的なものであれば特に）が希薄だと、市場調査のポイントがぼやけてしまう

という点もある。いずれにしても、市場調査を委託するのであれば、コミュニケーションをしっかり行うことが大

事であり、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。 

「市場調査が米国市場の第一歩」であるから、これが中途半端な結果になってしまったら、その後がうまく行

かないのは自明の理である。くれぐれも慎重に内容のある市場調査が可能な調査会社を選択する。 
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３. 米国市場戦略構築 

 

市場調査をしっかり行えば、米国市場におけるビジネスの重要なポイントが浮かび上がってくるはずである。

日本市場との違い、これから準備しなければなら ないことも明確になる。それらを、「米国市場戦略」として文

章化してまとめる。市場戦略の骨子は、どのような商品を米国に提案するかという「商品戦略」、販売方法を

決定する｢販売戦略｣、そして商品を販売する体制を形成する｢組織戦略｣になるであろう。 

 

１） 商品戦略 

a) 商品の違い 

自社と同じカテゴリーの「米国企業の商品」を分析し

みると、自社製品との違いを発見する。むろん、違

いがないと、商品の魅力がないということになり市場

性に問題があるのだが、「差別化」という商品の価

値に属する「違い」はあべきである。しかし、あきらか

に日本市場向きの要素や、米国消費者へのインパ

クト が不足している場合には、米国市場にあわせて

商品を改良する必要が生じる。例えば、｢和｣の雰囲

気が強すぎる商品や日本的すぎるパッケージなどである。 

 

b) 規格サイズの違い 

日本と米国では基本的規格サイズが異なることは言うまでもない。 

例えば、日本でなじみのセンチメートル法であるが、米国はフィート／インチ法を使用することがほとん

どである（稀ではあるが、政府関連のプロジェクトではセンチメートル法を使うこともある）。内装材の運

搬等を考慮した上で、米国ならではの標準的な内装材規格サイズが生まれてくる。壁パネルの一般的

最大サイズが 4x8フィートであるのならば、それに生地を張る場合には生地をパネルで巻き込む分量

を最低限考慮しなければいけない（もちろん 4x8フィート以上に製造可能な内装建材も多々ある。しか

し、これを超える場合に特注として価格が上がる場合が多く見られるのが通常である）。自社商品が米

国の規格サイズに見合っていない場合は、商品改良をするか、その商品の現規格サイズで販売でき

る（例えば組み合わせることによって）独創的なマーケット法を産み出すことが必要となってくる。 

紙等の用紙サイズも米国と日本では違う。優れたオフィス用ファイルキャビネットを自社商品として持っ

ていても、米国の用紙サイズが収まらなければ、米国のオフィスでは使いようがない。規格サイズを米

国規格に応じられるよう、商品改良することにより、オフィス家具の需要と発注量の多いコーポレート市

場への参入へ限りなく可能性が広がる。 

 

c) 価格の違い 
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自社と同じカテゴリーの米国企業の商品と全く同じ価格にする必要はないものの、極端な差になると問

題である。デザインの違い、機能の違い、サイズの違いなどでリーズナブルな価格差があるとよいだろ

う。しかし、ただ品質の良さ、材料の違いだけで、価格に大きな違いがあるというのは、バイヤー、消費

者を納得させるのは難しい。まして、自社商品だけが飛びぬけて高いということでは、手を出す消費者

は尐ない。 

米国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。尐量の販売では米国市場開拓

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。米国商品の価格を入念に調

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

このような違いを乗り越えて、商品、価格を工夫し、米国市場に合わせていく努力が必要である。この

道のりは、大手企業を含めすべての日本企業が通る道である。しかし、単に「安くした方が売れる」｢米

国的にしたほうが売れる｣ということを意味しているわけではなく、競合会社との距離も考えた「市場に

あったバランスの良い商品戦略」が必要ということである。 

 

d) 法的クリア（規格コンプライアンス） 

後の章でも触れるが、建築内装材や家具で忘れてはいけないのが「法」である。 

米国では、建物本体の建築建材だけでなく、建築内装資材におよんでも資材／家具に対する防炎規

定は厳しい。壁布、ウィンドーシェードから始まり、照明器具の傘、椅子の張り地、ありとあらゆるものだ。

公共事業であれば、建築／デザイナーまたはコントラクターは、この認証試験の結果データをクライア

ントに提出しなければいけない。自社の資材／商品へ何が法的に要求されているのか、そして法令は

遵守されているか、理解しなければいけない。 

 

２）販売戦略 

a) 販売体制 

市場をきちんと調査し建築内装業界の体制とプロセスを理解すると、自社商品にあった販売対象先と

販売方法が良いかどうかが見えてくる。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よいという方法は大きな差が出てくる。販売戦略については、 まずは「3 年の販売

計画」を作成すると良いだろう。市場調査を良く理解していない初めの段階で固定的な長期計画を作

ると、実態に合わないということもありうるので、段階的な計画でかつ常時改良を加え柔軟に対応する

とよい。 

 

b) 初年度の販売対象 

市場に慣れていない初年度は、「一番販売したいターゲット」を頭出しに販売するのは控えるのが得策。

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うと、相手にとってあまり良いビジネ

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

ンダーC クラスの烙印を押されてしまう結果になってしまっては次の営業が非常に苦しくなる。大手タ

ーゲットへのアプローチ、そして一番押しの商品アプローチは、市場に慣れ、かつ商品体制、流通体制
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の準備が整ってから積極的行動に移るべきである。初年度は、販売体制の準備を行い、かつ商品を

調整して行くことが大事である。そのためには建築家／デザイナーたちと接していく事は非常に重要な

要素の一つである。 

 

３）組織戦略 

a) 日常営業 

日本から展示会ごとに米国に出張して、売上げを作るというのでは無理がある。商品を販売するため

には、常時「誰が売るのか」が必要なことは言うまでもない。特に建築内装材の多くの場合は、店舗販

売が主体でないのが現状である。もちろん、店舗販売を戦略ターゲットとしたり、副収益源としたりする

資材／製品もある。しかし、例えばビル 1つの内装をする場合、その商品／企業の指定をするのは誰

だろうと単純に考えると、それは、店舗でなく、それぞれのプロジェクトのデザインをする“人間”が相手

である。店舗に商品を送り込む、展示会で商品を出すというだけでは米国のビジネスを大きくしていくこ

とは不可能である。したがって、日常的に営業を行なえる「販売組織作り」が必要になる。 

 

b） 流通 

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

やはり、米国の拠点に一度に全発注量の商品を送り、そこから全米のプロジェクト現場や店舗に納品

する｢流通拠点｣が必要になる。建築内装材でこれを初年度から準備するのは現実的に難しいが、これ

は早めにクリアしたい ポイントである。家具製品と建築資材では多尐異なることがあるが、建築資材の

場合、米国拠点をもつことは送料や納品だけの単純な理由ではない。 

｢流通拠点｣を米国内で持つことにより： 

* 資材／製品を指定する際に実際の資材を目でみることが非常に大事な要因である。実際の色

柄を見たいという要望や、サンプルが必要な場合の対応が円滑になり、建築／デザイナーと

のコミュニケーションもスムースになってくる。 

* プロジェクトや店舗納品のタイミングだけに偏らない、米国への一斉発送が可能となり、コスト

の削減が図かれる。 

* ある程度の企画商品を（ストックとして）置くことにより、 急ぎの発注に素早く対応ができる。 

* 工事のリードタイム（納品までの期間）も重要な要素となり、これを短縮する事により米国の資

材と同等に競争できる。 

 

c) 代金回収 

代金の回収も、“商品を送る前に日本の当社に銀行振り込みしてほしい”というオファーに納得する店

舗は尐ない。米国では、代金の支払いを“銀行振り込みする”という方法は行われず、仕入先に “小

切手を郵送する”という方法が一般的である。米国の拠点に小切手を送ってもらい、米国の銀行口座

で現金化するためには、銀行口座を保有することが必要となる。代金の回収、信用調査をスムース
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に行うために、米国にはファクタリング会社（後述）が存在するが、ファクタリング会社との提携も米国

に登録された企業しかできないことから“米国法人である拠点”が必要である。 

以上に説明した理由により、米国市場においてビジネスを行うには、米国国内に「拠点」が必要なの

である。そこで、ビジネスを開始するはじめの段階から拠点作り＝組織戦略が不可欠である。 

上記に述べたように、米国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、すぐに壁にぶつ

かる。米国市場戦略を構築するために、時間をかけた内容の濃い市場調査が鍵になる。 
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第二章  米国の内装材市場 

米国の市場は日本とは違う。歴史、文化、ライフスタイルが異なるのであるから、生活の中で使う「物」そして

｢デザイン｣｢サイズ｣｢色｣も違う。米国の商品と日本の商品が違うということを、まず理解する必要がある。 

「米国市場の概要」をこの章では説明していく。 

 

1. 米国ライフスタイル：日常生活からの米国理解 

 

建築内装も家具製品も、米国ライフスタイルの中の一部であるので、全体のライフスタイルの傾向をまず把握

するといい。全体の内装雰囲気、デザインの雰囲気と、 家具を含めその室内の製品が合っていることによっ

て商品は売れていく。小さな違和感が｢売れない｣ということにつながるので「ライフスタイルの理解」が必要な

のである。 

 

a) 日常生活の中で理解する米国 - 人気チェーン店 

米国の一般的なライフスタイルとトレンドを研究する一番良い

方法は、米国で人気の小売店(日用品店、家具店、生活提案

型ホーム店)のウェブサイトを定期的に見ることである。 

下記、人気チェーン店のウェブサイトをあげる。内装関係商品

だけでなく米国民の生活に密着した“必須アイテム”や“トレン

ド”が伺える。 

 

 

＜人気チェーン店参考ウェブサイト＞ 

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

http://www.potterybarn.com Pottery barn 洗練された家具、日用品店 

http://www.dwr.com/ Design Within Reach ハイエンドなデザイナーズモダン家具 

http://www.westelm.com West Elm ミドルクラス向け、洗練されたデザインを

低価格で提供する家具、日用品店 

http://www.roomandboard.com/rnb/ Room & Board ミドルクラス向け、家具、日用品店 

http://www.cb2.com CB2 Crate and Barrel が若階層をターゲット

に打ち出した、モダン家具、日用品店 

http://www.abchome.com/ abc home アンティークから新しいものまで。 

http://www.bedbathandbeyond.com/ Bed Bath & Beyond 大衆的な日用雑貨店 

http://www.containerstore.com/ Container Store 都会的オーガナイザー専門店 

http://www.waterworks.com/ Water Works 洗練されたハイエンドバスルーム専用店 

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

http://www.crateandbarrel.com/
http://www.potterybarn.com/
http://www.dwr.com/
http://www.westelm.com/
http://www.roomandboard.com/rnb/
http://www.cb2.com/
http://www.abchome.com/
http://www.bedbathandbeyond.com/
http://www.containerstore.com/
http://www.waterworks.com/
http://www.restorationhardware.com/
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http://www.momastore.org/ MoMA Museum Store アート志向のミュージアムストア 

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

http://www.surlatable.com/ Sur La Table 中〜ハイエンドなキッチン店、商品のバラ

エティーが豊富 

http://www.wholefoodsmarket.com/ Whole Foods Market ナチュラル／へルシー志向系スーパー 

米国人の好むデザイン、色、感覚を理解するのにこれらのウェブサイトを定期的にチェックするとよいだろう。 

 

 

２．米国社会 

 

日本企業にとって、米国市場は魅力的な市場か、開拓しやすい市場かそしてどういう課題があるのかをここ

でまとめておく。米国市場を理解するために、その背景である米国の社会全体についての概要を説明する。 

 

a) 豊かな人口 

米国は、消費規模的には「世界一の市場」である。その市場の拡大は、毎年の人口の増加によって明らかで、

現在約 3億人の人口を誇る。1967 年に 2 億人突破しているので、40年で 1 億人増えたことになる。これは、

米国の「移民政策」と「高い出生率」によるものであり、人口は現在毎日 8000 人ず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、米国の市場が世界一である地位は揺るぎないばかりでなく、さらに市場規模 2位の日本を毎年引

き離している。米国の経済的エネルギーは、この人口増加から生み出されたものであり、米国の安定的な市

場性の基礎になっている。 

 

b) 多人種社会の産み出すエネルギー 

米国は「人種のるつぼ（Melting Pot）」とよく言われる。または、「サラダ･ボール（Salad Bowl）」とも言われて

いる。サラダのように混ぜてもそれぞれの野菜は変わらないように、人種が混ざっても各人種は独自の文化

を維持し続けて変わらない という意味だ。それほど「人種」という要素が登場するのが、他の国に比べて米国

社会の大きな特徴である。米国での現在の人口構成は下記の通りである。 

 

  i) 人種構成  

2007年に発表された人口統計によると、 

白人 79.96% 

アフリカ系米国人 12.85% 

アジア人 4.43% 

その他の人種（主にヒスパニック）2.76% 

(CIA 公式ウェブサイトより） 

http://www.momastore.org/
http://www.williams-sonoma.com/
http://www.surlatable.com/
http://www.wholefoodsmarket.com/
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これを例えばニューヨークや LA地区のようなメトロポリタン地域で見ると、 

ニューヨークメトロポリタン地域 LAメトロポリタン地域 

白人 44.6% 

アフリカ系米国人 25.1% 

アジア人 11.8% 

その他の人種（主にヒスパニック）15.74% 

白人 49.5% 

アフリカ系米国人 9.9% 

アジア人 10.4% 

その他の人種（主にヒスパニック）30.2% 

  (US census 2008） 

 

  ii) 多文化による社会 

白人の人種構成比率は高くはあるが、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、ユダヤ系米国人も多く、その中で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、米国社会はこの人口構成＝「多文化による社会構成」という要素抜きには語れない。 そこには、

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

が集結し、お互い影響を与え合い、まったく新しい開放感にあふれた｢米国文化｣が生まれてきたといってよい

だろう。それは、日本やヨーロッパの伝統的文化とは明確に違い、いろいろな人種、 国の文化が混合して、古

い因習、伝統が削られて、現代にあった合理的な文化として集約されたのである。この流れは、商品の「デザ

インの世界」にも大きく影響している。 

 

c）米国の文化 

｢米国文化/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いった。昔から、「流行はヨー

ロッパ、米国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。米国の Tシャツ、ジーン

ズを中心にした「米国･カジュアル」が世界中に広まっていった。米国のただの労働着だったジーンズが、多く

の国で様々な形に加工され、着こなされ、次第に「ファッション」にまで高められていったのは、多文化による

「感性のシンプル化」によるところが多い。建築や家具でも同じことが言え、ライフスタイル全体がそのような

傾向にある。ファッション業界でも、現在の主流は｢米国｣と言っても過言ではない。「シンプル」が、人種の多

い米国社会の根幹を成すトレンドなのである。米国の現代文化は、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米国

の持つ「力強いエネルギー」と言える。 

米国市場を考察する時、この独特の文化圏の特徴を抑えておかねばならない。この米国市場で建築内装材

／家具製品のビジネスを行なうためには、この点を踏まえておかなくては的確なデザインとセンスを持つ商品

の供給は行なえない。 

 

d）米国の建築内装文化 

米国では個人住宅レベルから、大企業のオフィス移動に至るまで、建築内装の需要は大きい。これは、木造

を基本とした歴史背景や取り壊し／立て直しをすることで効率化を計る日本文化に比べ、歴史的ビルの外観
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を極力保ち、内装改装することによりビルの設備や機能を需要に応じてアップデートして行く姿勢の強い、米

国の文化が影響してきたこともある。また、これを反映するかのように、日本ではビルの持ち主からの要求事

項や改装に対する制限が強い一方で、米国では、ビルのオー ナーのレビューや許可は必要であるが、改装

に対する許容範囲も理解も広い。また、住宅にかけては、日本人が改築を気重に考えるのとは文化的に違う

面があり、一戸建、アパートともに、家族の成長や用途と共に改装、改築していく割合は多い。さらに、個人で

ある程度の敷地面積以内の自宅の改装に関しては、建築家の認証を必要としない州も多く、その内容も多彩

である。 

実はこうした複雑な背景から、米国センサス局
2
でも自宅改装の内装のみにおいては、全米の建設事業の統

計とは別にまとめている。このため、建築内改装と新築の数値を一言で単純に比較することは難しい。 

 

しかし、内装材関連会社にとって、住宅、オフィス、商業、医療そして教育関連の新／改装は見逃したくない

市場であることはデータでも確かめられる。 

 

米国建設事業総額タイプ別−2010 年データ（抜粋） 

                                    (単位: 百万ドル)        

 事業総額 民間事業総額 公共事業総額 

 814,532 508,240 306,293 

住宅、居住（新規のみ） 251,470 241,690 9,779 

オフィス、事務所関連 37,515 24,408 13,107 

商業関連 40,867 37,998  

医療関連 40,201 30,758 9,443 

教育関連 87,939 13,599 74,340 

                                                       

                (本章末に: 資料“米国建設事業総額タイプ別−2010年データ” を掲載) 

 

多大な改装費をついやし、大高層ビルの 3階分を占めていた大企業が、5年後に近くの別のビルに移るの

に改装し直すなどという話はよくある。また、地理的場所は移動せずとも医療／病院関係、ミュージアム、オ

ークション関係など、企業内の各分野の専門が確立しているような企業では、組織内の構成や企業内での役

割は常に変動し、これに対応する内装改装も表には見えないが日常的に起きている。 

 

住宅に関する見方も、一度建てたら一生ものという日本的考えとは違う。こうした文化的な違いは、建築内装

業に大きな需要を産み出している。購入し、生活にあった改装をし、そして家族の成長とともに次の住宅に移

る。また、長くその住宅に住む場合も、常にホームインプルーブメントを考える彼らの文化では、幼尐時より親

を手伝いながらカナヅチを持ち日曜大工をしたり、芝刈りをしたり庭の世話をすることに慣れている人も多く、

日本人に比べ、改装に対する抵抗は尐なく考えられる。              

                                                                 
2
 米国商務省センサス局（US. Census Bureau） http://www.census.gov/ 

http://www.census.gov/
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米国住宅増築、改装における建設事業総額タイプ別−2007年データ（抜粋） 

 (単位: 百万ドル) 

増築 (Addition) 12,298 

改装 · 代替 (Alternations) 129,136 

メンテナンス · 修繕 （maintenance, Repair) 54,739 

(本章末に資料 ”米国住宅増築、改装における建設事業総額タイプ別−2007年データ”を掲載） 

 

 

3．米国市場の魅力 

 

a) 海外市場への販売 

 

  i) 海外のビジネスマンたち 

筆者は、長年米国の建築内装業界でデザインに携わると同時に展示

会などの販売支援、活動をしてきた中で、世界中から集まった多くの

中小企業のビジネスマンと会うことができた。 欧州、アジア、南米など

をはじめ、米国市場で販売活動を行っている企業は世界中から集まっ

ている。 しかもその彼らの戦略市場は米国だけに限らず、ヨーロッパ

やアジア等にも広がっている。 

ある程度の規模の企業、またはそれを目指している企業になると、自

国だけでビジネスを行っている企業はあまり見当たらない。たとえ現

時点で自国での活動しかない企業でも、海外への販路を求め販売戦

略構築の努力を惜しんでいない。自国市場だけでは充分な売り上げ

ができないので世界中に販路を求めている。その結果、彼らの国際ビ

ジネスへの対応は早い。海外販売戦略への強い信念は、各国の文化の理解と地域／国ごとの販売路線、戦

略への理解の早さを生み出すのであり、日常的な販売戦略構築への強い願望と努力なしでは実らないもの

である。海外から米国市場に商品を販売するという｢条件｣は、彼らも日本企業も同じである。現在、建築内装

材や家具市場を見る限り、外国企業のほうが日本企業よりも米国市場にはるかに多く入っているのは事実で

ある。 

 

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での経験が尐ないのが現実である。日本市場のみでなく販売テリトリーが

増えて行けば、それに比例して売り上げも大きくなる。自国の市場の景気が悪ければ、他国の市場で売り上

げを確保し、全体のバランスをとることができる。世界中の中小企業はそのようにやっているのである。 日本

国内では大手企業による寡占化が進み、さらに海外から日本に向けて低価格の商品が流れ込んで市場環

境はデフレ傾向が進み、中小企業にとってますます難しい状況になるばかりである。したがって、今や日本企
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業は自国市場だけではなく海外市場に販路を広げる必要がある。そうしなければ、企業の未来に「飛躍」の

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

業にとって身近で最も魅力のある市場である。なぜ、｢魅力的｣か、次にその背景を説明する。 

 

b)  オープンな市場 

 

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

元の企業には勝てないからである。外国企業でも流通、回収の業務が可能で、現地法人設立が容易でなけ

れば発展的なビジネスにならない。米国市場は、外国企業であっても、「ビジネスがやりやすい環境」 になっ

ている。日本を含め、世界中でもこのように「外国企業にオープンな市場」は見当たらない。展示会には自由

に参加でき、販売活動は何も制限されない。米国に登録された企業を拠点にすれば、流通や回収も容易にで

きる。外国企業であっても、米国企業と同じようにビジネスができる。建築家／デザイナーも、バイヤーも販売

体制がきちんと整っていて、米国企業同等に必須事項を満たしていさえすれば、外国企業から商品を仕入れ

ることにはあまり抵抗がないのである。 

 

c) 確立しているビジネスのシステム 

 

米国のビジネスの体制は確立しており、外国企業でも活用できる。下記に挙げる項目の詳細は後述するが、

ここでは簡単にあらましだけを説明する。 

 

i) 展示会システム 

ニュー ヨークやシカゴ、ロサンゼルスは当然だが、米国

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、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、内装／

家具関連の展示会では、ICFF(International 

Contemporary Furniture Fair)のニューヨークでの展示

会が大きいが、他、IIDA(International Interior Design Association) 主催のイベント等などを含め、シカゴ、

ロサンゼルス、シカゴその他（多くの場合は日程をずらして）各地域で様々な展示会が行われる。他のカテゴ

リーでもそうだが、NYの展示会の出展料が 4000 ドル/小間くらいとすると、地方の展示会は、2000-3000 ド

ル程度である。出展の申し込みや什器の手配などはショー･マニュアルどおりに行なえばさほど難しくはない。

サンプルをブースに持って行くのも、展示会主催者の指示にさえ従えば、注意を怠らない限り問題なく行なえ

る。展示会では専門店が注文をドンドン入れていき、大手店舗のバイヤーも、展示会の中で新しい商品を探

す。つまり、米国企業と対等に競争できる環境がある。 
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  ii) 流通 

エージェントなど米国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。米国の国内送料は、距離から考

えるとさほど高いとは言えない。例えば、ロサンゼルスとニューヨークは、飛行機でも 6時間かかる距離があ

るが、5kg程度のダンボールを送るには、5 日間かかる陸送トラック便で約 10 ドル程度である。国内送料は

買い手つまり小売店負担、消費者負担というのが一般的である。 

 

  iii) 信用調査 

顧客の信用調査を行うのには、代表的な方法に民間調査会社による信用調査レポートの購入である。これも、

3ページ程度のレポートであれば、1件 20 ドルくらいである。ただし、会員契約が必要な場合が多い。ファク

タリング企業でも信用調査が出来る。その他信用調査の方法はいくつかあるが、いずれにせよ簡単に行なわ

れるので、信用調査体制さえ準備すれば「販売してしまったが、代金回収が出来ない」ということはほとんどな

い。米国では、信用ランクの高い企業、低い企業がはっきりしている。 

 

  iv) 回収 

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、米国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

が容易なのである。このように、米国市場は、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、大きなトラブルに遭うことなくビジネスを行なえる。端的にいえば、｢米国

市場でのビジネスは容易｣なのである。ただし、市場に適正な商品、販売の準備、回収体制の整備など、きち

んとした体制は必要である。 

 

d) 充実している日系企業 

 

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

企業が充実している。米国市場の特徴である。例えば、弁護士、会計事務所、コンサルタントなどのほか、運

送会社、不動産会社、通訳会社、スタッフ派遣会社、電話通信企業、印刷会社、コンピューター･サービス等、

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

変役に立つ。それらの情報が網羅され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、日系書店で

すぐに入手できる。 

 

e)  日本商品に対する需要 
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米国消費者の「日本製品に対するイメージ」は大変良い。自動車、カメラ、コンピューター、音響、ゲームなど

生活を豊かにする製品の多くは日本製品である。人々が欲しがる商品のほとんどが｢日本製品｣と言って過

言ではないだろう。Made In Japan の「生産国表示」は、Made in USA, Made in Germany に勝るとも务る

ことはない。しかしながら、品質が良いだけで、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ではな

い。商品内容を評価できて、その商品を気に入るかどうかである。そして、それが米国の生活を豊かにするか

どうかである。米国の 2008年以降の景気後退の中で、日本商品はむしろ注目されている。2009年 5月の

家具の展示会 ICFF展あるいは NYギフト展（1月、8 月）の日本パビリオンは、多くのバイヤーでにぎわい、

各ブースで大変良いビジネスが展開された。それは、米国のバイヤーたちは、不景気の時期には ｢他店の扱

っていない目新しい商品を探す｣からである。 

 

f) 米国で販路を広げている日本企業 

 

ジェトロの主催する ICFF日本パビリオン(5月）や、NYギフト展日本パビリオン（1月、8 月）には、日本企業

10〜20社近くが毎回参加している。日本の出展者が米国市場でしっかり販路を広げているのである。その

他にも、独自で米国市場でしっかりとしたビジネスを展開している日本の中小企業が年々増えている。多くの

日本企業が米国市場を目指していて、もちろん「ビジネスがうまく行っている会社」と「うまく行っていない会社」

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

のは、「市場調査が充分でない」のが共通の原因である。「市場調査はなぜ必要か」「市場調査をどうやって

やればよいか」については前章で説明した。スタート時点を簡略にするとルートに乗るまで遠回りすることに

なる。そういう会社が尐なくないのが実態である。マーケティングを確立してから行動を起こさねばならない。 
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4．米国市場と日本市場の相違 

 

様々な点で米国と日本とは異なる。その違いを整理してみると｢米国市場の実像｣が見えてくる。 

 

a)  日本と米国の構造的相違 

 

・ 米国は「300 年の歴史」、日本は「2000 年以上の歴史」がある。 

・ 米国は「多様化社会」、日本は「均質的社会」である。 

・ 米国は「広大な国土」、日本は「狭い国土」。25 倍の差がある。 

・ 米国の人口は「3 億人」、日本は「1.3 億人」である。2 倍以上の差がある 

・ 米国の「出生率」は千人あたり 16.5 人、日本は 7.5 人である。 

・ 米国は「資源大国」、日本は「資源小国」である。 

・ 米国は「個人優先的価値観」をもち、日本は「集団優先的価値観」を持つ。 

 

b) 日本の国際主義 

 

このように米国と日本は大きく違う歴史、環境を持っている。日本の企業はこうした大きな違いを克服して、米

国市場に溶け込んでいけるだろうか。実は、歴史的に見ても日本ほど海外文化を吸収してきた国家は尐ない。

中国、韓国、インドの文化を吸収して独自の「日本文化」が形成された。日本人は海外の文化を取り入れるの

が上手な民族であることは歴史的な事実である。実際、米国の多くの文化が戦後日本に抵抗なく入り定着し

た。ファッションの世界はもとより、食の世界でも、多くの海外の食事が日本風に姿を変えて定着した。また、

日本からの輸出の歴史をさかのぼれば、日用品や繊維製品はかつて海外輸出が盛んに行なわれていたの

である。 

 

しかし、日用品、繊維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、という

理由によって、この 30年間は輸出実績が尐なくなったため、多くの日本企業は海外販売の経験や情報、ノ

ウハウの蓄積が尐ない。日本の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、｢島国だか

ら国際化は困難｣ということではないことは歴史が証明している。いま、海外ビジネスの情報が蓄積していけ

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。 

 

c) 米国こそ日本企業のターゲット 

 

米国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、米国ほど海外

企業に市場をオープンにしている国はない。海外の企業が米国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、法人を設立する等、いずれも容易である。費用も日本ほど

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。日本企業に力が不足していればそれを補うビジネスもたくさん
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ある。そして、マーケットは広大である。｢アメリカン･ドリーム｣は、決して過去の伝説ではなく現在でも存在し

ている。米国市場は、まさしく日本企業にとって理想的な販売ターゲットである。 

 

 

5． 米国のバリア 

 

a) 言葉のバリア 

 

「米国市場はバリア（壁）がある」と言う人がいる。その意見は、「言葉の壁」と「ビジネスの壁」の両方を言って

いるのかもしれない。確かに、米国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。米国国内で英語通訳を雇用することも容易であるし、日本国内にも英語のできる人は数

多くいる。さらに、日本企業の中にも英語のできる素質、基礎を持っている人材はたくさんいる。最初は通訳

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

するのでもなければ、哲学を語り合うのでもなく、商品サンプルを前にして商品の説明、取引条件の交渉だけ

なので、使う会話は非常に限られている。言葉の壁は決して高くはないのである。ビジネスの壁にしても、前

項に述べたとおり、商習慣の違いは色々あるが米国の方がむしろビジネスがやりやすい環境とも言える。 

 

b) 情報のバリア 

 

「情報の壁」も決して高いとは思えない。米国は日本のように｢グレーの部分｣がなく、情報さえ持っていれば

明解で分かりやすい。ジェトロで作成したビジネス・レポートは、本レポートを含めてかなり多くのビジネス情報

の内容が網羅されている。それらの情報もベースとして、自社の市場調査を行なうことでたいていの情報収

集が可能である。 

 

c)内面的バリア 

 

米国に「バリア」があるとすれば、それは日本人が持っている「国際的な付き合いは苦手」という内

面的な壁ではないか。それがあったとしても、それは単に未知の世界に対する不安だけである。これ

は、経験を積んでいけば、簡単に乗り越えられる。つまり、商品が売れてくれば、大体市場の感じを

つかみ自信がついてくる。売り上げが伸びることで、「海外取引は苦手」という意識は消え、むしろ

「国際ビジネスの面白さ」が出てくる。ビジネスの世界では、｢売れる｣ことがこうした幻想の壁を溶

解してくれる。馴れてさえいけば、米国市場において、日本企業の前に「バリア」はないといっても

過言ではない。日本人の仕事に対する姿勢、会社のチームワーク、企画・営業に対する努力、そして

製品のデザイン、品質などの要素を見ても日本企業はその優秀さを米国市場で充分に発揮できるので

ある。 
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6． 米国の商圏 

 

a)米国全体の商圏 

 

米国の商圏を地域別に整理すると、おおよそ次のようにまとめることができる。全米のトップ 30首都圏核人

口（本章末資料「米国商圏リスト」）を参考にされたい。 

ニューヨーク地区 1907 万人 東部 

ロサンゼルス地区 1287 万人 西部 

シカゴ地区 958 万人 北部 

ダラス地区 645 万人 南部 

フィラデルフィア地区 597 万人 東部 

ヒューストン地区 587 万人 南部 

 

見て分かる通り、米国の主要な商圏は東海岸、西海岸に密集している。市場開拓は東海岸、西海岸、北部、

南部という順に立てていくとよいだろう。ビジネス・トレンドの流れも、東海岸から西海岸そして全米に広がって

いく。ニューヨークという市場は、他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、ニューヨーク に偏向せず米国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＝米国と考える傾向にあるが、それでは一面的である。 

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

が容易）というのは理にかなっている。この資料の中にある 100都市が主要なマーケットであり、重点的なセ

ールスの対象にする。これらの都市に最低一店ずつの取引先を作っていくのが最初の目標になる。 

 

b)重要な商圏 

 

  i)  ニューヨークと東海岸の商圏 

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

いく。金融のみならず、多くのカテゴリーにとって重要な都市であり、多くの人が世界から集まる。展示会を行

なっていても、米国のバイヤーやデザイナーばかりではなく、カナダ、中南米、南米、ヨーロッパ、オーストリア、

アジアから多くのバイヤー／デザイナーが集まる。彼らは、展示会で商品を見るだけではなく、ニューヨーク

の店舗を訪問して「何か新しいもの」を仕事にヒントにしようとする。したがって、真冬の厳しい寒さの中でも人

が溢れかえっている。ニューヨークの展示会で、成功すれば世界中に取引先が増えて行くということは充分あ

りうる。ここで仕事をする人も多く、一年中活気のある都市である。ボストン、フィラデルフィア、コネチカットな

どニューヨーク まで 2 時間圏内の地域も優良な商業圏になっている。 

 

  ii)  ロサンゼルスと東海岸の商圏 
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ビジネスの拠点がニューヨークに集中しているので、それに比べるとロサンゼルスはそれほど活気がないよう

にも思われる。しかし、リタイヤをした裕福な人々が暖かいカリフォルニアに移り住むことも多く、内装材の消

費力は大きいと見られる。西海岸全体としては優良な商業圏である。 

 

 

7． 米国のトレンド 

 

a)  米国のトレンドと日本のトレンド 

 

日本には、日本の文化、歴史、自然を背景にした「日本の色」というものがあり、同じように米国でも「米国の

色」というものがある。加えて、その年の「流行」（Trend)というものがあるので、それを無視して「米国はこうい

う色、デザインがいい」と一概に言うことはできない。米国の内装文化にも流行があるものの、それほど変わ

るわけではないので、住居／オフィス／医療機関／学校等、それぞれにあったインテリアデザイン、形状、仕

様というのはある程度明確にはなる。この米国独特の傾向を全く無視して、「当社のデザイン、色はこれで行

く」というのは危険な賭けになってしまう。米国のトレンドに合わせてみて、違和感がないのであれば問題ない

が、大きく違和感があれば米国市場にあわせたデザイン、色の調整というものが必要になってくる。ただ、忘

れてはならないのは、米国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。それでは米国にある普

及品と同じになり、商品価値がなくなってしまう。自社の独自のデザインと米国のトレンドの微妙なバランスの

感覚が必要になるということである。米国は多くの人種による「多様化した社会」という認識が日本の中にあ

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

はマーケティン グを誤る。むしろ、多様化しているからこそ、社会は｢共通言語たるトレンド｣を求めるのかもし

れない。米国は日本以上にトレンドに敏感な市場である。 

 

b) グリーン／エコ･フレンドリー（Green/Eco Friendly） 

 

日本から見るとだいぶ遅いのだろうが、現在（2010～2011年）、米国全体が Ecoブームになっている。「安

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

製品、オーガニック食品への憧れ、環境を大切に･･･というような意識の変化が現在起こっている。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。 

建築内装材では ｢グリーン｣ という言葉の方がよく耳にするかもしれない。Eco／Green と商品についている

と、メディアも取り上げたがる時代はすでに経て、今は｢どこまでグリーン？」 ｢どの部分がグリーン？」 という

点で商品／製品の販売戦略が繰り広げられている。その製品／商品の関心はクライアント（プロジェクト発注

者）サイドにも移っている。 

建築内装資材で打ち勝つにもこれは無視出来ない重要なポイントとなってくるだろう。米国では LEED 

（Leadership in Energy and Environmental Design）という環境設計の評価システムが打ち出されている。
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LEEDは（後にも説明するが）その材料や製品の製造過程のグリーン度に注目するばかりでなく、エネルギ

ー消費の効率化、水利用の低減、物資廃棄や資源再利用など、さまざまな項目に渡り、ポイント化／採点シ

ステムで基準を決めたものである。完成した建築物／内装プロジェクトで優れたポイントを取得することにより、

そのビルの維持費補助を政府から受けることも州によってはでき、環境保全を計る米国の重要な基準とされ

ている。 

現実的に、日本から物を運んでくるというのは、それだけ運搬費／燃料費／人件費をかけることとなり、

LEEDの中でも述べられているローカル（地元／近郊）の材料を使うことを推進する、という点では勝てない。

それであれば、その材料／資材自体にどう Eco Friendly/Green という要素を取り入れるかというのは、十分

に考え取り組むべき課題である。残念なことには、LEEDの評価システムの出現により、これだけ Green／

Eco Friendlyという言葉が建築や内装業界で浸透し始めたものの、LEEDで優れたポイントを取得するため

には通常よりも改装費／資材費用がかかるのが現状である。クライアント間でも、グリーンへの意識は強くと

もなかなか成し遂げるのは容易でない課題となっており、今、様々な資材／材料関連会社がその価格と将来

性に向けて改善を計っている。 

 

c)  ブランド志向 

 

米国は好景気を背景に、高級品が良く売れてきた。米国人のブランド

志向は景気後退後も下火にはなっていない。高価格なものは高価格

なものとして確立した位置をいまだ占めている。同時に注目できるの

は、この景気後退により、今まで安い価格を提供してきた低価格商品

や企業である。もちろん、景気後退により顧客をいままでになく集め

たのと同時に、それを利用し、低価格をできるだけ維持しながら、そ

のブランディング化に力を注ぎ込みはじめた。ホワイトレーベル商品
3

というのもそれを成し遂げるための一つの方法である。特別な感じや

高級感を持たせたいという考えから来る。低価格を維持しながら、高

級感や特別な感覚を顧客に感じてもらう。この影響はインテリア素材

や商品でも同様で、この“ブランディング”はプレゼンテーションにも重要なポイントとして求められている。 

 

d)  カラー･トレンド 

 

2012 年、2013 年の流行色は何か？ 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、製品の購買の決め手になることは周知の通りで、米国市場に販売する日本製品を扱っている

日本企業もむろん無関係ではない。例えば、ピンクが流行している時期には、いかなる商品でもピンクの商品、

または一部ピンクを使った商品の動きは早い。商品構成上重要な要素である。米国人は、日本人以上にトレ

                                                                 
3
 White label。OEM（Original Equipment Manufacturing）やプライベートブランド（PB）商品を指す 
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ンド･カラーに敏感である。米国のバイヤーの中には、｢デザイン雑誌が次のシーズンの流行色は○○色と発表

したのでそれについていく｣という人もかなり多い。つまり、方程式的に仕入れを行うのである。したがって、商

品は取り立てて新しくなくともトレンドカラーを強く打ち出している展示会ブースには、多くの人が入っていく。

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、製品にとって重要

なファクターで ある「色」をはずさないために、多くの会社、デザイナーは、企画会社から高額のトレンド情報

を購入する。流行色協会の資料を集めるなどして「はずさない」 努力をする。一つの方法には、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：

Première Vision）の流行色情報なども研究するとよい。その情報をいきなり採用するということではなく、家

具・デザイン、カタログ、パッケージなどを製作する時の一つの参考情報として使うとよいだろう。多くの米国

企業はこれらの色を何らかの形で取り入れていく。パッケージや宣伝ツールが違和感のないように｢米国の

色｣を研究する。それが米国市場では重要なのである。 

 

 

8．米国のメディア 

 

米国のメディア（特に雑誌）から出されている情報は、日本のようにきめ細かく揃ってはいない。しかし、米国

の家具製品、ホーム製品に関する情報は、やはりホーム関係の雑誌で得ることができる。米国の家具を知る

にも役に立つが、日本企業の広告を出す時にも参考になるだろう。展示会には、メディアのレポーターが情報

を求めて集まっている。日本の製品は米国では目新しさがあるので、展示会中でも展示会後にも「サンプル

を借りて撮影したい」「商品の情報を欲しい」というようなリクエストがたくさん入ってくる。雑誌や新聞に取り上

げられると、消費者からの問い合わせ、地方の店舗からの問い合わせが来てビジネスに役に立つことが多い。

展示会に、プレス･キット（Press Kit）を用意して、ラインシート、カタログ、会社インフォメーション、写真データ

の CD などを入れておけばその場で資料をレポーターに渡すことが出来る。展示会によっては、プレス･ルー

ムも多くあり、プレスキットを置けるラックが用意されている。  

参照：資料「米国建築内装／インテリア関連雑誌一覧」 

http://www.premierevision.com/en
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米国商圏（首都商圏核人口） 上位 30 

 

順位 都市圏 商圏核人口 （2009年） 

１ ニューヨーク、ノースジャージー、ロングアイランド 19,069,796 

２ ロサンゼルス、ロングビーチ、サンタアナ 12,874,797 

３ シカゴ、ネイバービル、ジョリエット 9,580,567 

４ ダラス、フォートワース 6,447,615 

５ フィラデルフィア、カムデン、ウィルミントン 5,968,252 

６ ヒューストン、シュガーランド、ベイタウン 5,867,489 

７ マイアミ、フォートローダーデール、マイアミビーチ 5,547,051 

８ ワシントン DC、アーリントン、アレクサンドリア 5,476,241 

９ アトランタ、サンディースプリングス、マリエッタ 5,475,213 

１０ ボストン、ケンブリッジ、クインシー 4,588,680 

１１ デトロイト、オーレン、リボニア 4,403,437 

１２ フェニックス、メサ、スコッツデール 4,364,094 

１３ サンフランシスコ、オークランド、フレモント 4,317,853 

１４ リバーサイド、サンバーナーディーノ、オンタリオ 4,143,113 

１５ シアトル、タコマ、バレンビュー 3,407,848  

１６ ミネアポリス、セントポール、ブルーミングトン 3,269,814 

１７ サンディエゴ、カールスバッド、サンマルコス 3,053,793 

１８ セントルイス 2,828,990 

１９ タンバ、セントピーターズバーグ、クリアウォーター 2,747,272  

２０ ボルティモア、トゥーソン 2,690,886 

２１ デンバー、オーロラ 2,552,195 

２２ ピッツバーグ 2,354,957 

２３ ポートランド、バンクーバー、ヒルスボローズ 2,241,841 

２４ シンシナティ、ハミルトン、ミドルタウン 2,171,896 

２５ サクラメント、アーデン、アルケード、ローズビル 2,127,355 

２６ クリーブランド、アクロン、エライリア 2,091,286 

２７ オーランド、キシミー、スタンフォード 2,082,421 

２８ サンアントニオ、ニューブラウンフェルズ 2,072,128 

２９ カンザスシティ 2,067,585 

３０ ラスベガス、パラダイス 

 

1,902,834 

出所：ウィキペディア（Wikipedia）アメリカの中核都市人口の順位 2009年 
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米国建設事業総額タイプ別-2010年データ 

            (単位: 百万ドル) 

 建築事業合計 民間事業 公共事業 

 814,532 508,240 306,293 

    

建設タイプ    

 住宅、居住用 251,470 241,690 9,779 

  新規一戸住宅 - 112,726  

  新規集合住宅 - 14,022  

 居住用でないもの 563,063 266,550 296,513 

  宿泊関連 11,464 11,014  

  オフィス、事務所関連 37,515 24,408 13,107 

  商業関連 40,867 37,998  

  医療関連 40,201 30,758 9,443 

  教育関連 87,939 13,599 74,340 

  宗教関連 5,309 5,260  

  公安関連 11,772 234 11,538 

  娯楽, レクリエーション関連 17,002 6,288 10,714 

  運送、運搬関連 39,449 8,466 30,983 

  通信関連 18,010 17,945  

  電気、電力関連 83,630 71,375 12,256 

  高速道路、道路関連 83,458  83,323 

  下水、廃棄関連 25,531 410 25,121 

  水道関連 15,402 528 14,874 

  保護、開発関連 6,801 - 6,775 

  

製造関連 

 

38,712 

 

38,105 

 
 

出所：米国センサス（census）, 米国センサス局ニュース、2011年 4月 1日発表、数値は多尐調整変動される可能性あ

り。 

プライベート（個人所有）の（集合）住宅、保養所の改装につてはこの統計表から外されている。 

 

  



 

27 

Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved. 

米国住宅増築 · 改装における建設事業総額タイプ別-2007年データ  

 (単位: 百万ドル) 

  

不動産所有者が 

占有している 

不動産所有者が 

占有していない（レンタル） 

増築 (Addition)   

 デッキ、ポーチ 4,324 717 

 付属車庫 862 159 

 部屋 4,792 1,444 

改装 · 代替 (Alternations)   

 配管 4,746 2,434 

 暖房、換気および空調 11,020 2,732 

 電気 2,427 1,688 

 床 1,094 1,643 

 キッチン、バスルーム改装 27,709 3,001 

 仕上げ 6,777  

 インテリア構造 13,234 1,310 

 外壁板 3,513  

 窓、扉 10,945 2,190 

 屋根 8,796 2,753 

 他 16,186 4,938 

メンテナンス · 修繕 （maintenance, Repair)   

 ペンキ、貼り紙 13,057 5,098 

 配管 2,560 1,643 

 暖房、換気および空調 1,796 1,432 

 電気 645 552 

 外壁板 904 190 

 屋根 1,699 863 

 床 1,164 1,693 

 窓、扉 857 562 

 手持ちの材料を使用 4,048 537 

 他 8,400 7,039 

出所：米国センサス（census）建設事業総額タイプ別 2007年データ 
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米国における家具生産の推移 

 

カテゴリー別 - 年間生産  

        

 

椅子、 

腰掛け 

(Seating) 

ケース 

グッズ 

(Case 

goods) 

収納 

(Storage) 

ファイル 

(Files) 

テーブル 

(Table) 

システム 

(Systems) 

他 

(Others) 

        

２００１ 25.2% 11.5% 6.0% 12.6% 7.1% 33.7% 3.9% 

２００２ 25.8% 11.7% 7.4% 13.1% 7.2% 32.1% 2.8% 

２００３ 26.6% 11.0% 8.0% 13.5% 6.8% 30.5% 3.5% 

２００４ 26.5% 11.0% 7.9% 14.1% 7.2% 29.4% 3.9% 

２００５ 26.3% 11.1% 7.6% 14.6% 7.5% 28.8% 4.2% 

２００６ 26.5% 10.9% 7.4% 13.3% 7.2% 29.6% 5.1% 

２００７ 27.9% 11.0% 7.3% 12.7% 7.5% 28.8% 4.8% 

２００８ 28.4% 11.3% 7.8% 11.6% 8.3% 28.1% 4.5% 

２００９ 30.3% 10.6% 7.6% 10.9% 9.4% 27.1% 4.1% 

２０１０ 30.1% 11.4% 5.3% 13.3% 10.2% 25.9% 3.7% 

        

上記の数値は木製と木製でないものの合計。木製のものは 約 ２５％程度を占める。 

上記の数値は、米国での生産を元に出された統計値である。 

出所：BIFMA International (The Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association 2011 年 3月 17

日） 
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米国建築内装／インテリア雑誌一覧 

以下は米国業界関係者に人気のある内装、インテリア関連のメディアの中でも、雑誌出版を主とした誌名のリストである。 

しかし、近年のオンライン化が進む中、多くの出版社は雑誌のオンライン化にも力を注いでいる。 

同時に、オンラインを主体としたデザイン情報誌やブログ、製品紹介も多数出ているので、これについては、巻末でその一覧を

紹介する。 

     

  
 

建築家／建築デザイナーに特に人気または定評のある雑誌 

インテリアデザイナーに特に人気または定評のある雑誌 

医療内装関連デザイナーに特に人気または定評のある雑誌 

ホームオーナー、一般市民に人気、定評のある雑誌 

          Title Publisher Content URL 広告 

          page - 
建築歴の中でも史的ものから新しいも

のまで幅広く取り上げている 
- 1/4ページサイズの広告が多い 

      

  

  abitare - 

イタリアをベースとした雑誌で建築全般

（外装／内装）を始め家具やプロダクト

も取りあげる。 

http://www.abita
re.it/ 

巻末にベンダー特集あり 

      

  

  Architect 
Hanley Wood, 
LLC 

21世紀の建築家、作品の紹介を中心

としている。外装／内装と建築全般をと

りあげている。 

http://www.archi
tectmagazine.co
m/ 

フルページ広告は外装建材関係が主流で

あるが、雑誌巻末にリーソースページとし

て、ベンダーの紹介リスト欄がある。 

      

  

  
Architect's 
Newspaper 

Architect's 
Newspaper 

雑誌というよりも、カラー版ニュース新

聞。ビル外装全般から、内装、家具、内

装材まで幅広く取り上げる。その時期ご

とに素材、家具等、テーマを持ち特集を

行う。 

また、毎年、推薦企業、サービスのリス

トを取り上げたりもする。取り上げられる

記事と内容は好定評である。 

http://www.arch
paper.com/ 

広告は程よく入っている。プロダクト特集、

素材特集、家具特集など、内装材企業や

家具企業の紹介を行う事も多い。 

          
Architectural 
Digest 

Conde Nast 

住宅建築全般 

有名人の家の特集などもよく載せられ、

ハイエンドな住宅が多い。クラシックな

デザインからモダンなものまでその幅は

広い。 

http://www.archi
tecturaldigest.co
m/ 

広告の量も多め、ハイエンドな住宅、コマー

シャルのクライアントをターゲットとしている

ものが多い。 

      

  

  
Architectural 
Record  

McGraw Hill 
Construction 

建築全般（外装／内装） 
http://archrecord
.construction.co
m/ 

広告の量は多め。建築内外両方扱うため

その内容は様々であるが、照明器具や内

装材の広告がどちらかというと多め。 

巻末にプロダクトスポットライトなど特集の

ページをもうけている。 

          
Art & 
Architecture 

Case House 
Study 

ペイント（絵画）から建築内装まで、建物

内のものを幅広くあつかっており、ウェ

スタンスタイルが主流。 

http://www.artsa
ndarchitecture.c
om/index.html 

広告は尐なめだがキッチン製品、家具は見

られる。 

          Atomic Ranch Atomic Ranch 

60ー70年代モダニズム期に改装され

た住宅を始め、アフォーダブルでありな

がらデザインの洗練された住宅に集中 

http://www.atom
ic-ranch.com/ 

広告料は程よく、家具やプロダクトのもの

が見受けられがち。 

    

  

    AZURE - インテリア主流 
http://www.azur
emagazine.com/ 

広告宣伝も豊富。 

プロジェクト紹介の中でもその中で使われ

ている家具やプロダクトの銘柄も多数紹介

している 

http://www.abitare.it/
http://www.abitare.it/
http://www.architectmagazine.com/
http://www.architectmagazine.com/
http://www.architectmagazine.com/
http://www.archpaper.com/
http://www.archpaper.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://archrecord.construction.com/
http://archrecord.construction.com/
http://archrecord.construction.com/
http://www.artsandarchitecture.com/index.html
http://www.artsandarchitecture.com/index.html
http://www.artsandarchitecture.com/index.html
http://www.atomic-ranch.com/
http://www.atomic-ranch.com/
http://www.azuremagazine.com/
http://www.azuremagazine.com/
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          Belle - 

デコレーション主流、テキスチャーやユ

ニークな素材をあつかったプロジェクト

が多い 

- フルページの広告 

          Cite  
Architecture+D
esign Review 
of Houston 

新旧、素材とクラフトを取り上げており、

材料を聞いた事はあってもよく知らない

というような、その材質の本質と加工技

術等に焦点を当てている。 

http://citemag.or
g/ 

巻末に広告の欄多尐あり。 

          
Coastal Living 
style guide 

  coast（沿岸）近くの住宅を特集した雑誌 
http://www.coast
alliving.com/ho
mes/ 

広告は尐ない。 

          Contract 
Nielsen 
Business 
Media 

建築全般(外装／内装）から家具やプロ

ダクトまで幅広く扱う。 

http://www.contr
actdesign.com 

広告宣伝はほどよくある。家具、プロダク

ト、サービス関連まで幅広い。 

      

  

  Domus Domus 

イタリアをベースとし、建築全般（外装／

内装）の他デザイン関連の雑誌。その

記事の内容と深さには定評がある。 

http://www.dom
usweb.it/en/desi
gn/ 

広告は尐ない。 

          
EcoHome 
Magazine 

Hanley Wood, 
LLC 

建築（外装／内装）全般でもグリーンな

システムや製品商品に焦点をおいてい

る。 

http://www.ecoh
omemagazine.c
om/ 

広告はほどよくある。勿論、エコ、グリーン

関連の製品や商品がほとんどである。 

          
Elegant 
Homes 

Elegant Home 

名の通りハイエンド系の住宅中心。本

来は不動産紹介の雑誌として始まった

が、ハイエンド系の内装や商品を多く紹

介しているため、ホームオーナーの目を

引く。 

http://homedesi
gnelegant.com/ 

広告はほとんどなし 

          Florida Design 
FLORIDA 
DESIGN 
Magazine 

掲載されているインテリアはモダンから

クラシックまで様々。大理石や豪華なシ

ャンデリアなどが多く登場する。 

www.floridadesi
gn.com 

広告の量はかなり多い。デザイナー家具か

ら内装金具、内装材またデザイン事務所の

広告まで幅広い。モダンなものから、かなり

デコラティブなものまで、ハイエンドなもの

が多い 

          ELLE DÉCOR 

Hachette 
Fillipacchi 
Media U.S., 
Inc, 

インテリア、デコレーション系が主流 
http://www.elled
ecor.com/ 

デコレーティブなインテリア製品、また生地

等の内装材の広告が多い 

          

ELLE DÉCOR 
Beautiful 
Bedding 

Hachette 
Fillipacchi 
Media U.S., 
Inc, 

部屋全体のトータルコーディネートが掲

載されたページは尐なく、ほとんどがひ

とつの家具に焦点を当てて紹介されて

いる。ハイエンド向け 

www.pointclickh
ome.com 

家具やインテリア商品から、化粧品、時

計、デパートまで幅広い。他の雑誌には見

られない、ジュエリーや婦人服の広告も目

立った。 

          

ELLE 
DECORATIO
N 

Hachette 
Filipacchi 
UK Ltd 

UKをベースとしたインテリアデコレーシ

ョン雑誌。 

落ち着いたハイエンド系コンテンポラリ

ーインテリア。アンティーク家具とコンテ

ンポラリー家具が上手くミックスされたコ

ーディネートが多い 

www.pointclickh
ome.com 

ベッド、ソファーなどの家具からシステムキ

ッチン、バスウエアなど。IKEAの広告がキ

ッチン、ベッドと分かれて掲載されている。 

          
Faux Effects 
World 

Faux Effects 
World 

内装デコレーションやアート／クラフトを

紹介したインターナショナル雑誌 

http://www.faux
effectsworld.co
m/ 

クラシックなテイストの内装材、家具の広告

多い 

http://citemag.org/
http://citemag.org/
http://www.coastalliving.com/homes/
http://www.coastalliving.com/homes/
http://www.coastalliving.com/homes/
http://www.contractdesign.com/
http://www.contractdesign.com/
http://www.domusweb.it/en/design/
http://www.domusweb.it/en/design/
http://www.domusweb.it/en/design/
http://www.ecohomemagazine.com/
http://www.ecohomemagazine.com/
http://www.ecohomemagazine.com/
http://homedesignelegant.com/
http://homedesignelegant.com/
http://www.floridadesign.com/
http://www.floridadesign.com/
http://www.elledecor.com/
http://www.elledecor.com/
http://www.pointclickhome.com/
http://www.pointclickhome.com/
http://www.pointclickhome.com/
http://www.pointclickhome.com/
http://www.fauxeffectsworld.com/
http://www.fauxeffectsworld.com/
http://www.fauxeffectsworld.com/
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    FRAME - インテリア主流 - 

広告の量はほどほど。オフィスファニチャ

ー、椅子、ライティングなど号によって特集

し、その商品とベンダーを紹介している 

  

  

  

  

  
Healthcare 
Design 

Vendome 
Group, LLC 

医療関連、クリニック関連の内装が主

流。 

http://www.healt
hcaredesignma
gazine.com/ 

広告はほどほどあり、勿論、医療市場向け

の内装資材や商品／機器が主流である。 

  

  

      

Hospitality 
Design 
Magazine 

Nielsen 
Business 
Media 

ホテル、保養関連の内装が主流。 
http://www.hospi
talitydesign.com 

広告はほどほどあり、勿論、ホテル、保養

市場向けの内装資材や商品／機器が主流

である。 

          
House 
Beautiful 

Hearst 
Communicatio
ns Inc. 

ナチュラル、モダンから、シック、ポップ

まで幅広い。どのページも、すっきりとし

ていて万人受けするようなコーディネー

トで、インテリアデザイナーと雑誌記者

の対談などをが載っている。インテリア

の知識なども得られる雑誌で比較的若

いハウスホルダー向けの雑誌である。 

http://www.hous
ebeautiful.com/ 

生活雑貨の広告が多い。（インスタントコー

ヒー、テレビ等。）若いハウスホルダー向け

であるのがここでも見受けられる。 

          
House & 
Garden 

- 

英国ベースの雑誌。インテリアとガーデ

ンの素材にこだわり、クラシックなデザ

インからモダンなものまで幅広い。ホー

ムオーナー向。 

http://www.hous
eandgarden.co.
uk/ 

生地、住宅家具、ガーデン関連の広告あり 

    

  

    INTERINI INTERINI 

イタリアをベースとし、建築全般（外装／

内装）の他デザイン関連の雑誌で、そ

の内容は幅広い。 

http://www.inter
nimagazine.it/ 

広告は程よくある。内装資材、家具、また

サービス業関連まで幅広くある。 

    

  

    Interiors 
Interior 
Magazine 

クラシックからモダンなスタイルまで、新

しいプロジェクトを紹介。 

http://www.interi
orsmagazine.ne
t/ 

広告は内装材全般だが、生地、カーペット

などの広告が目立つ。 

    

    

  
Interior Design 
Magazine 

Sandow Media  

実用性がある家具というより、コンテン

ポラリーでアート的なデザインの家具、

インテリアが中心。アート的な家具を多

く揃うオフィス、ショップ、別荘の特集が

多い。プロのデザイナーだけではなく、

アートを学ぶ専門学生、アートに興味が

ある人にも支持は高い。 

プロジェクトに関わった（または使われ

た）メンバー／企業の名前を公表するこ

とが多いのが大きな利点となっている。 

http://www.interi
ordesign.net/ 

広告は内装材全般にわたってみられる。得

に家具メーカー、カーペットメーカーの広告

が多い。また、ABCカーペットの様な家具

を扱うデパートの広告もある。 

          Living etc - モダンインテリアが主流 
http://www.living
etc.com/ 

広告あり、また巻末に内装材の特集などが

る。 

      

  

  Metropolis - 

建築全般（外装／内装） 

その記事の内容も社会的文化的要素

や疑問を取り組んだ物が多いため、ア

カデミックな場でも参考にされることが

多い。 

http://www.metr
opolismag.com/
cda/ 

巻頭、巻末に広告豊富 

http://www.healthcaredesignmagazine.com/
http://www.healthcaredesignmagazine.com/
http://www.healthcaredesignmagazine.com/
http://www.hospitalitydesign.com/
http://www.hospitalitydesign.com/
http://www.housebeautiful.com/
http://www.housebeautiful.com/
http://www.houseandgarden.co.uk/
http://www.houseandgarden.co.uk/
http://www.houseandgarden.co.uk/
http://www.internimagazine.it/
http://www.internimagazine.it/
http://www.interiorsmagazine.net/
http://www.interiorsmagazine.net/
http://www.interiorsmagazine.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.interiordesign.net/
http://www.livingetc.com/
http://www.livingetc.com/
http://www.metropolismag.com/cda/
http://www.metropolismag.com/cda/
http://www.metropolismag.com/cda/
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Metropolitan 
Home 

Hachette 
Fillipacchi 
Media U.S., 
Inc, 

斬新なデザインの家具やアートを多用

して、芸術的な空間を演出している。イ

ンテリアに対し、高いこだわりのあるハ

イエンド志向 

- 

広告の量は多く、バス、キッチン、照明や大

型家具など。車の広告も多い。小さなイン

テリアグッズや生活雑貨の広告は見られな

い。 

          

MIAMI 
HOME&DÉCO
R 

FLORIDA 
DESIGN 
Magazine 

記事自体は尐なく、ページいっぱいにイ

ンテリアの写真が一枚の写真で掲載さ

れている。かなり広い豪邸に、モダンな

家具が置かれたインテリアコーディネー

トが多い。 

http://www.florid
adesign.com/we
b/index.php  

広告の量はかなり多い。デザイナー家具か

ら内装金具、内装材またデザイン事務所の

広告まで幅広い。ハイエンドなものばかり 

          Modern 
Modern 
Magazine 
Publisher 

家具等、プロジェクトベースよりも、商品

／製品ベースの紹介が多い。 

http://www.ideal
modern.com/ 

広告も家具に関連したものが多い 

          Modernism 
Modernism 
Magazine 

60-70年代以降のデザイン、モダニズ

ム中心 

http://www.mod
ernismmagazine
.com/ 

広告多い 

          
New England 
Home 

New England 
Home 
Publisher 

古い味のある住宅インテリアの紹介が

多い 

http://www.neho
memag.com/ 

内装材広告多 

          The PLAN 
The Plan 
Magazine 

UKをベースとした建築全般（内外）雑

誌。 

http://www.plan
magazine.ie/ 

巻頭にフルページの広告が多く巻末にはプ

ロダクトや照明器具を特集したページが見

られる。 

          

RIBA  
(Royal 
Institute of 
British 
Architects) 

RIBA 
Publishing 

建築全般（外装／内装） 
http://www.archi
tecture.com/Ho
me.aspx 

広告はほとんどなし 

          
Traditional 
Home 

Meredith 
Corporation 

Before/After など、改装が中心。ホーム

オーナー向けの雑誌。 

http://www.tradit
ionalhome.com/ 

広告は多くはないが、内装関係のものあり 

          TRENDS Trends Ideas 

ニュージーランドをべースとした雑誌。

基本的にインテリア全般ではあるが、バ

スルームやキッチンのデザインが大幅

に採り上げられる。 

http://trendsidea
s.com/ 

バスルーム関連製品／用品／資材の広告

多 

    

  

    Wallpaper Wallpaper 

インテリアだけでなく、トレンディーなファ

ションからライフスタイルの紹介を広範

囲にする雑誌。 

http://www.wallp
aper.com/ 

広告の内容も幅広く、トレンディーな家具、

プロダクト、他製品内容が多い。 

          
The World of 
Interiors 

- 

世界のインテリアを特集。その内容も

様々であるが、各国の色濃い特徴的な

デザインが多い。感性の高いヨーロッパ

インテリアも多く紹介されている。 

http://www.world
ofinteriors.co.uk/ 

通常の広告は尐なめだが、プロダクトの特

集は巻末にある。 

    

  

    Kitchen Trend - キッチンデザインの雑誌 - キッチン関連用品／製品の広告が主流 

          
kitchen & Bath 
Idea 

- キッチン/バスルームデザインの雑誌 - 
キッチン／バスルーム関連用品／製品の

広告が主流 

          Veranda 
Veranda 
Magazine 

クラシックでハイエンド改装が中心 
http://www.vera
nda.com/ 

キッチン、備品、内装材の広告多 

 

  

http://www.floridadesign.com/web/index.php
http://www.floridadesign.com/web/index.php
http://www.floridadesign.com/web/index.php
http://www.idealmodern.com/
http://www.idealmodern.com/
http://www.modernismmagazine.com/
http://www.modernismmagazine.com/
http://www.modernismmagazine.com/
http://www.nehomemag.com/
http://www.nehomemag.com/
http://www.planmagazine.ie/
http://www.planmagazine.ie/
http://www.architecture.com/Home.aspx
http://www.architecture.com/Home.aspx
http://www.architecture.com/Home.aspx
http://www.traditionalhome.com/
http://www.traditionalhome.com/
http://trendsideas.com/
http://trendsideas.com/
http://www.wallpaper.com/
http://www.wallpaper.com/
http://www.worldofinteriors.co.uk/
http://www.worldofinteriors.co.uk/
http://www.veranda.com/
http://www.veranda.com/
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第三章 米国の建築業界体制とそのデザインプロセス 

 

1. 日本と欧米の建築業界体制の違い 

 

日本と欧米の建築業界体制の違いについて、自社の商品を最も効果的な販売する戦略を組むために理解し

ておくといい。 

 

1) 日本の建築業界体制 

米国と日本では建築業界の体制自体に違いがある。これには、明治初期

の西洋建築技術導入以前の日本ならではの大工棟梁の深い歴史と高い

水準が影響してきていると言えるであろう。 

日本では、大手ゼネコンから始まり、ハウスメーカーや中小工務店など、

設計施工を一括で行う建築会社が多い。大手ゼネコンやハウスメーカー

を見ても、設備 (MEP) 、構造を一括し、デザイナーを組織の一部として抱

えていることが多い。アトリエの様な、建築家／デザイナーの資格が存在

し地位が確立されてきたのは戦後のことである。 

 

2) 欧米の建築業界体制 

欧米においては、伝統的に、建築家／デザイナーは医者や弁護士同様、

プロフェッショナルとして社会的に確立して扱われ、土木、大工のような技

術者は、建築／デザイナーの立場とは別に技術者／職人と見られてきた。

設備、構造もそれぞれに確立した地位にある。米国では一般的にジェネラ

ルコントラクターと総称されがちであるが、これも GC（ジェネラルコンストラ

クター）と CM（コンストラクション・マネージメント）とに分けられる。どちらも

工事監修を行う側であり、彼らの最も大事な役割は現場、スケジュールと

工事費の監修にある。 
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プロジェクトの発注方式としては： 

 

➀  最も主流を占める設計／施工分離型: 

設計デザインを元にビッド(入札）が提示され、GCに

より施工が監修される。 

 

 

 

➁  コンストラクションマネージメント(CM)型: 

設計段階でコントラクターが確定していて、デザイン

プロセスの段階ごとにプライシングされたり、設計終

了以前に着工に入ることにより、発注側のコストやス

ケジュールをコントロールしやすくなる。 

 

 

 

➂  デザインビルド型：設計／施工一体型: 

近年ではあるが、日本の様に建築／デザイナーと施

工／監修が一体化した体制が増加傾向であることは

確かである。 

 

 

 

➃  その他： 

＊忘れてはいけないのは、個人で改装をする顧客で

ある。米国では自宅や小規模な内改装の場合に限

り、建築家のような専門家のスタンプを必要としない

州も多く、内改装を個人で行う人もいれば、地域の小

工務店に発注する人もいる。また、ホームインプルー

ブメントセンターで商品を購入し、施工サービスを同

店で同時に購入できる。床材、壁材、石、タイル、バ

スルーム全般とその内容も充実している。 

＊その他、特殊技術者／デザイナーがいる。例え

ば、家具のデザイン／制作先は生地を売る絶好のタ

ーゲット先である。レジン、アクリル、鋼材、ステンレ

ス等はインテリア内の標識、看板を扱うデザイナー

や技術者も販売戦略のターゲットとして狙うことがで

きる。 

 

2. 米国における戦略ターゲットの違い 

 

こうした建築体制の違いは、内装企業の市場や販売戦略ターゲットにも大きく影響している。 

 

1) 戦略ターゲットの相違 

型 
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日本市場の場合、設計施工一体型を主流としてきたため、各職種部門や素材分野での市場細分化がかなり

確立されていて、その分、内装材商品の売り込み先も明確である。これは、よくも悪くもとれる。安定した関係

がある所に新しい企業が売り込み参入するのは難しい市場とも言える。対して米国では、各部門が確立して

いるため、売り込み先の幅と戦略の組み方には多数の方法が考えられる。市場は広いが、競争は厳しい。

（前ダイアグラム参照） 

一般的に、建築内装材の業界では、建築家／デザイナーが最大のターゲットと言える。これは、こうした建築

体制の中で、素材、資材を指定する決定権は、彼らにあるからである。（もちろんデザインや使用する材料は

クライアントやユーザーエンドの了承を必要とする。しかし、この了承を確保するのも建築家／デザイナーの

責任である。）ダイアグラムの戦略先を見ても分かる様に、デザイナー達への戦略と市場開拓を補佐するよう

に、他からのアプローチも商品によっては大事になってくる。自社商品の性質と米国でのデザインの流れを理

解した上で、最も有効的な戦略を立てるべきである。 

 

2）ターゲットとその戦略 

＊建築家／デザイナーへのアプローチ（セールスレップの訪問、ショールームが主流） 

（日本でいうセールスマンのように）セールスレップの日常的対応、人柄、知識とフォローアップはデザイ

ナーに自社商品に興味を持ってもらう最大の鍵となる。 

＊ショールームやデザインセンターへの進出。商品を見せる場を設けることにより、デザイナー（又クライ

アント）側の目に付く事となるだけではなく、製品のオプションを幅広く紹介出来る機会が広がる。 

（第六章 取引⋅受注 参照） 

＊デザインビルドを手掛けたり、デザイナーを使わず直接ホームオーナーとやり取りしたりするコントラクタ

ーへのアプローチ。 

＊ホームオーナーの目につくアプローチ（ショールーム、インテリア小売専門店、ホームインプルーブメント

センター等） 

＊グラフィック／標識等のデザイナー（サイネージデザイナーsignage designer) や家具／木工施工業者

（ミルワーカーmillworker) 、といったいわゆる下請け業者は、内装材同様の物を購入するスペシャリス

トである。これは各企業の製品によってアプローチ先がかなり異なってくる。製品関連業者がどのよう

な体制で手を組み合っているのか、十分に調査し理解する必要がある。 

＊他、米国のデザインプロセスを理解した上で、自社商品の特徴を生かす事のできるターゲット先を決め

るといい。 

 

3）プロジェクト獲得において 

日本では各職種部門や素材分野での市場が細分化され、施工側と小売店側の関係が安定していて、商品

の理解もお互い分かり合える部分がある。これに対して米国では、商品を理解するための資料が非常に大

切である。デザイナー向け、コントラクター向け等と別けられ、その内容は、原材料、企画サイズ、色等のバリ

エーションの説明だけでなく、防火テスト等を含め、商品データ、保証等内容事項は扱う商品により様々であ

るため、競争相手が商品のどのような資料を準備しているのか調査をすることは大事である。 
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4）準備するものの中で大事なポイント 

＊サンプルとラベル 

＊商品内容、ラベルの内容（デザイナー向け） 

 実際にサンプルに添付されているラベルの明確さと、印象 

 サンプル（素材の質感とバリエーションが分かるもの）と商品内容が一手に見られるもの。バインダ

ー形式、箱形式等、取り扱う製品により様々あるが、同時に個々のサンプルが取り出せ、プロジェク

トの必要に応じて使用できることも大切である。 

 同上のものをオンライン化したもの 

（従来は、デザイナーの目に付きやすいようにバインダーをデザイナー会社のマテリアルライブラリ

ーに置き、最新のものを常に差し替えに訪れることが通常であった。最近ではオンライン化がかなり

進んでいるので、バインダーを減らす企業も多くなっているが、シリーズやバリエーションが一目で見

える最善の方法をとり、実際にその製品を手にして見たい場合は、即対応できる体制が必要となっ

てくる。 

＊商品／素材の Specification  

(デザイナー、コントラクター向け、スペシフィケーションの章参照） 

＊その商品に必須な商品資格証を含めた、必要な商品データシート 

＊インスタレーションマニュアル(施工説明書) 

＊保証内容 

＊メンテナンスが必要な商品は別パッケージとして案内 

 

こうした情報の多くは、競争企業の資料を調査することから始めることができる。多くの大中企業では、情報

をウェブサイトからダウンロードすることも可能であれば、それぞれの地域のセールスレップに連絡することで、

大概取得することができる。（この場合、自身が競争会社であることは伏せた方が良いだろう） 

 

 

3. 欧米の一般的デザインプロセス 

 

ここで、尐し建築内装のプロセスを理解するために、建築家／デザイナーサイドからの視点で最も一般的な

設計／施工分離型におけるプロセスとベンダー商品／製品との関わりを紹介する。 

日本のデザインのプロセスは基本設計と実施設計に分かれている。基本設計にはプロジェクトの概要が決め

られ、実施設計の時点では見積もり／入札、工事に使われる詳細な図面が制作される。素材や構造が細か

く書き込まれるのはこの時点である。 

 

米国では、コンセプチュアルデザイン（CD）から始まり、クライアントの了解を得てから次の段階へ進む。さら

に、スケマティックデザイン（SD）、デザインデベロップメント（DD）、コンストラクションドキュメント（CD）とそれ

ぞれのフェイズごとにクライアントサイドのサインオフをもらい次の段階へと進められる。プロジェクトのデザイ
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ンはこうした段階を踏む事により開発されていき、建築家／デザイナーまた、他専門家（設備、ライティングデ

ザイナー等）の支払いもこうした段階ごとに行われる。 

プロジェクトやその市場体質によって、それぞれの段階は組み合わせられたりすることもあり、また、事務所

によってもその段階ごとで求める図面のレベルも様々である。下記ダイアグラムとそれぞれの段階内容は、

ごく一般的なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンセプチュアル・デサイン CD 〜 スケマティック・デザイン SD 

後のデザインの展開基盤となるコンセプトが打ち出される期間。 

敷地の理解を含め、空間の流れを主張するもの、材料やその感触から空間を考え始めるもの等、デ

ザインの方向性は様々であり、そのコンセプトは SDの段階で簡単な図面に表現される。クライアン

トへの今後のデザイン方針を打ち出すプレゼンテーション等がこの時期である。 

 

デザイン・デベロップメント DD  

クライアントから同意を得たデザインの方向は、さらに具体的な空間のレイアウトと素材の選択へと

発展する。 

＊エンドユーザーとの打ち合わせも行われることにより、その空間を実際の利用者や必要な家具に

適した内装材が決められていく。 

＊ この時点で設備や構造関係もチームメンバーとしてデザインの展開をサポートしていく。構造や

設備に関わりの出てくる特殊な内装材／家具を使用する場合は、早めにコーディネーションが始ま

る。（例：図書館やギャラリーで使われるような大収容な特殊なキャビネットを必要とする場合、その

床構造の確保が必要になる。） 
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コンストラクション・ドキュメント CD 、BID、 DOB DOCUMENT 

この時点では空間のレイアウトは固まっていて、素材の最終決定と図面はさらに工事時使用の詳細

な図面へと発展する。ビッド（入札）用、DOB (Department of Building / 市の建築局) 提出用の図面

もこの時点で制作される。ビッドの段階でコントラクターは指定された（または、そのプロジェクトで許

可された範囲内の）競争会社に連絡をし、金額が提示される。 

 

コンストラクション・アドミニストレーション CA 

ビッドでコントラクターが確定し、DOBからの着工許可がおりたプロジェクトは工事着工に入る。この

段階でコントラクターは現場の管理、スケジュールと金銭の管理を行い、建築家／デザイナーはデ

ザインの最終決定者として構造、設備関係者を含めまとめ役として現場を見る。 

この時点でも、建築材の選択は変更することがある。コントラクターはサブコントラクターを通し、ベン

ダーより内装材のスペシフィケーションとサンプルを取り寄せ、建築家／デザイナーより最終の了承

を得る。当然入札で提出されたものと内容や素材が違い、価格の違いも明らかであるのならば、そ

の変更と価格相違は正式な書面としてコントラクターから提出され、クライアントの最終支払額に影

響を及ぼす。  

 

契約社会、そして訴訟社会でもある米国では、図面や仕様書に書かれる内容は、まさに「契約（コン

トラクト）」の内容を示すものである。日本では入札後も価格や素材の変化には、フレキシブルな面が

見られる。仕様書の内容も米国にくらべて厳しくない。米国では、コントラクターは図面とスペシフィケ

ーション（仕様書）を元に値段提示をするが、値段を提示した後にデザインや材料が変わったり、図

面や仕様書が説明不足のため、コントラクターの提示価格に意図したものが含まれないといった場

合がある。そういった際、これをコントラクターは変更／追加注文（アディショナル／チェンジオーダー）

として、材料費の誤差、労働費等を追加請求することになる。この様な理由から、図面と仕様書はク

ライアントを守る意味でも重要なものとなっている。 

ただし、なんでもかんでもチェンジオーダーを出していては、仕事のやりづらい相手として見られたり、

人間関係をまずくすることも考えられる。 

 

一方、家具の分野では、個人経営の小規模の住宅や店舗のような場合、家具をコンストラクション・

ドキュメントに含めることもあるが、ある程度の規模のプロジェクトであれば、家具を別パッケージに

するのが通常である。 

 

プログラミング 

米国ではプログラミングという分野が重視されている。例えば、クライアントが何を必要としているの

かを正確に把握し、それに沿った不動産価値を割り出すと同時に、クライアントの社内の作業を円滑、

向上できるレイアウトを提案していくのだ。高度複雑化する社会では、設計与条件を効果的に整理
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するために、重視されているプロセスの一つである。この“プログラミング”を専門として分野を持つ

企業も幾社もある。 

プログラミングの際は、スタンダードな家具／器具のサイズや人の動線を数字（面積）で割り出すと

同時に、それぞれの業務に沿った効率的なレイアウトを打ち出す。このプロセスはプロジェクトの初

期の段階で行われ、デザイナーが内装や家具の基本的方向を同時に打ち出していく。プログラミン

グというプロセスは、建築プロジェクトにおける設計業務の効率化と同時に顧客満足度の向上／そ

の後の業務の効率化を達成することができる。 

こうしたことから、オフィス家具を扱う企業は、日頃よりそのスタンダードなサイズやモジュールをデザ

イナーに明確に表示することや、その材質や値段の迅速な対応が必要になってくる。 

大手企業ではデザイナーの仕事量を軽減させるため、CADチームによるサービスによってデザイナ

ーをサポートする企業も多く、特殊な家具／内装に至ってはエンジニアを抱えてデザイナーに対応す

る企業もある。 

 

家具パッケージ 

図面が詳細化する CDの段階では、ファニチャーパッケージ（家具リストとパーツ（部分）素材の選抜

も含めたスペシフィケーション）の準備が始まる。CDの図面には家具はすべて書き込まれ、同時に

番号／記号表記される。一方、予算の段階からビッド、建築／内装コストも、そして現場での施工も

別で取り扱われるのが主流である。 

 

中規模数量を扱うプロジェクトで一般的に用意されるもの： 

＊CDのドローイング内の家具のページにレイアウトと各家具の番号／記号が記されたもの（パ

ワーとデータの情報と対応している） 

＊番号／記号表記に合わせ、イメージ、色、サイズなど必要事項（家具のスペシフィケーション）

を明記した冊子 

＊CMのプロセスを踏んできたプロジェクトや、政府関連のプロジェクトは、この段階でベンダー

やディーラーから値段を細かく提示できる事が多い 

 

 

4. ドローイング、またスペシフィケーション（specification） 上の商品基準指定  

 

1) ドローイング上で資材が指定される場合： 

＊図面内の表示がされる場合 

 - 平面図面 (Plan) / 立面図（Elevation) / 詳細図面 (Detail) においてマニュファクチャー/モデル番号ま

で詳細に明記しているもの 

＊スケジュール（一覧表）での表記がされる場合   

 - 図面内に記号化されたものが、一覧表によって企業名／品番／色など明記されているもの。 
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等が、一般的である。そして、スペシフィケーションには、さらにそれらの製品／商品の詳細要求事項が載せ

られる。（スペシフィケーションについては、後章「スペシフィケーション(specification) の重要性とその分類」

を参照） 

 

 

2) 製品がドローイングとスペシフィケーションに指定されることで、実際に使われることが約束されるのか？ 

これは各プロジェクトの状況にもよるが、値段提示やデザイナーが自社名を表記していたとしても、ビッドの段

階で仕事がなくなることもある。コントラクターやサブコントラクターが同等品質の別企業の商品を提示、また

はそれをもとに見積もり計算することも十分あるからである。個人発注のプロジェクトでクライアントとデザイナ

ーが「どこどこの企業の何の材料を指定したい」という確実なものは、クライアントの同意と共に商品／製品

の発注に至る。これは、規模の大きい企業プロジェクトでも同じである。 

その他、ビッドの代わりにプライシングというプロセスを得るケースもあり、これは、コントラクターが確定して

いる場合がほとんどであり、これによりプロジェクトの価格をクライアントがプロセスの段階ごとで理解すること

ができるという有利な点がある。 

しかし、個人発注でも、クライアントが類似商品を持つ競争会社の入札を望む場合はむろん別である。ドロー

イングでは、基本デザインを達成するためのマテリアルとマニュファクチャーが明記されるが、これをベースと

して、スペシフィケーション内に、他 2−3社の容認可能な競争会社が載せられる場合や、 “As Equal” （それ

または同等の質の物）と書かれることもある。 

 

政府関連や医療関連の様な公共事業ではなおさらである。プロジェクトの費用は助成金、支援基金などの公

的資金から来るので、絶対的な商品／製品の企業指定等は基本的に禁じられている。デザイナーは基本的

デザインを元とした企業名と商品名を載せるが、specificationには「それまたは同等の質の物」と記され、コ

ントラクターは他に安く同等の物を用いることにより費用を落とすことが許される。もちろん、そのコントラクタ

ーから提出されたサンプルと商品／製品のスペックを審査し、最終了承を与えるのは建築家／デザイナーで

ある。 

日常的に心がけるポイント： 

 ＊デザイナーへのフォローアップ、自社名の記名を確認 

（通常は社名と商品名等だが、時に資材企業の担当者とその連絡先をスペックに入れているものもしば

しば見かける。これは、建築家/デザイナー事務所によって異なる。）オンライン等、連絡先が明確、迅

速に見つかり、対応できるように普段から心付けておくことは大事である。 

＊プロジェクトのスケジュールの理解 

 スケジュールが分かり（デザイナーに聞く事は可能）、ビッドのドキュメントが分かれば、コントラクターに

フォローアップの連絡を取るという手もある。これは、もちろん、入札に入っているコントラクターが分か

った場合である。こうした情報をデザイナーから聞けるのも日頃からのデザイナーとの日常交流と誠意

あるデザイナーへのサポートがあってこそのものである。 
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3）コントロールサンプル 

CAの段階で承認されたサンプルは、その色、仕上げ等様々な面でコントロールサンプルとして参照される。

これらも、もともと同じ下請け／ベンダーから提出されたものであり、最終的に現場に持ち込まれたもの、建て

られたものがその質感や色、形など色々な面で異なる場合、やり直しということにもなりかねない。その他、デ

ザインの段階でベンダーとのやり取り中に入手したサンプル、色、柄、仕上げ、またはその技術を示したもの

をコントロールサンプルとして、建築／デザイナーがコントラクターおよびベンダーに示すこともある。 

特に自然の材料を利用したものは、圧縮やカットした部分によりまったく同じものを再生するのは難しい建材

もある。製品にその断りを書くこと、デザイナーに前もって説明することも大事である。しかし、それでも大幅に

違う場合は、やり直しということもある。この CAの段階で提出される物やコントロールサンプルは、建築家と

コントラクターが同じ理解をしていることを確認しあう大事なプロセスなのである。 

 

 

5. バリューエンジニアリング 

 

ビッドやプライシングのドキュメントが正式に提出され、価格が大幅に予算を上回った場合、バリューエンジニ

アリングという方法がとられることがある。一般的には オルタナティヴ(Alternative、通常“ALT”と略称される）

として代替デザインまたは代替素材等を使うことによって、図面が描き起こされたり、正式な文章で発行され

ることにより、再びビッド／プライシングが同コントラクター内で行われる。この結果によって、クライアントと建

築／デザイナーは最終的方向を決定する。 

例： 

 日本の和紙を挟んだガラスを全面的に使用したが、プロジェクトの予算が高すぎるため、削る

可能性のターゲットとなった。デザイナーの意図するデザインを守りながら、事務所は安価の米

国産の和紙風の素材を挟んだアクリル版を使用する事に決定し、再度プライシングをする。 

 木のパネルを会議室壁全面に使用していたが、予算を上回ったため、プラスチック積層板(プラ

スチックラミネート板) を使用することでクライアントと建築家／デザイナーは合意。本来の木の

素材感は得られないが、近年の技術でプラスチック積層板でもデザインの意とする建材の効果

は十分にあげられる。 

 

こうしたプロセスにかかる労働力は大きい。材料を書き換えるだけでなく、そのディーテールや周囲の材質に

も影響してくる。さらに、デザイナーにとっても、もともと持っていたビジョンが書き換えられるわけであり、楽し

いことではない。誰にとっても起きてほしくないプロセスであることは確かである。そのため、建築家／デザイ

ナーにとっては、初期デザイン段階で細かい価格に介入せず、それが最終的にコントラクターの仕事であって

も、値段の感覚、どういう価格範囲の物をみているのかという感覚を養っていくことが大事になってくる。 

こうした姿勢や、バリューエンジニアリングはクライアントを守る一つのステップと言える。 
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6. デザイナーにとって資材／商品／企業を選ぶのに大事な要素 

 

＊材質、色などプロジェクトにあった商品／製品 

＊プロジェクト、そして製品に必要な規定／認定をパスしているか （UL, ADA, LEED等、） 

＊レップの素早い対応と知識：問い合わせ後 24時間以内に回答することは当然であり、決して無視したり

１週間返事のないような状態は作ってはいけない。 

＊カタログ／ウェブサイト（英語）／サンプルの在庫 ：同じプロジェクトでもプレゼンや他目的別に複数のサ

ンプルを頼まれることもあるので、常にサンプルの在庫があることを確認しておく。 

＊製品／商品／サンプルのラベル等の明確な情報記入 

＊価格 ：ハイエンドからローエンドまでいろいろなプロジェクトを扱うデザイナーにとって企業の商品の価格

感覚をつかむ事は大事である。 

＊リードタイム（Lead Time－発注から納期にかかる時間）：これはヨーロッパの製品でよく見られる問題で

ある。リードタイムが他競争企業より長い場合、選択肢から外されることが多い。 

＊耐久性  (Durability) ：すぐいたみクライアントに悪い印象を与える製品は使用されない。 

 

＊業務支援的サービス(Support service)   

例： 

 CAD(Layout)、３D（レンダリング）、その他技術的サポート 

家具、特殊器具、照明器具など、プロジェクトのレイアウトを背景にミーティングし、プロの目でみ

てのアドバイスを加え、CADのドローイングをする。デザイナーはこれを自分のドローイングに

落とし込み調整できるわけであり、作業が早くなる。自社のソフトを開発し、すぐに３Dのイメージ

を立ち上げてくれるベンダーもいる。これは、デザイナーにとって立体に見られるだけでなく、プレ

ゼンテーションの下地として使えることもあり便利。 

 建築家／技術者としてのバックグランドをもった人材を抱えての技術的サポート 

既製の製品に対する技術サポートだけでなく、特注製品の発注に対するサポートや、デザイン

のビジョンが打ち出されたものの、それを成し遂げるのに専門家による知識的、技術的サポート

を要するプロジェクトも多々ある。 

 

＊メンテナンス（Maintenance, 清掃など）：病院、学校、会社等、公的スペースでは特に清掃が簡単であ

ることは大事な要素である。 

その他： 

＊名前がよく知られている企業、とその過去／現在の評価 

＊前例／導入例のイメージ 
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7. サンプルとその表示 

 

1) サンプルの対応とサイズ 

下記のサンプルサイズはごく一般的な物を取り上げたもの（特に太字は主流）である。このサイズでなければ

いけないとこだわる事はないが、見やすさと使いやすさの面等で参考にするといい。一般的に小さいサイズで

（マテリアルライブラリーのようなスペースのある事務所では）各デザイナー／建築家の手元に日頃から置か

れている事が多いが、その中で特に見たいものに関しては、プロジェクトによって随時、特殊な加工や大きめ

のサイズのサンプルをリクエストされる事が多い。製品の柄やパターンによっては尐し大きめでないとその良

さが見られないものもある。自社商品の良さを引き出す最もよい方法を考えるのは大事である。 

また、デザイナーはクライアントへのプレゼンテーション等にもこうしたサンプルを使用する事が多いので、一

度、彼らの手元にセットを置いても、それぞれのデザイナーが持ち出していることが多いため、手元のサンプ

ルの現状確認や最新の商品の差し入れ／替えなどのフォローアップは大事である。 

 

サンプルの対応の参考リスト  

＊太字の寸法は最も一般的なもの 

材料 呼び寸法 (インチ) と 参考イメージ 

Resin / Acrylic / 

Polycarbonate / 

Honeycomb 

レジン／アクリル／ポ

リカーボネート／天然

繊維、繊維等を利用し

た加工•合成板 ／ハニ

カム構造板 等 

 

小さいサンプルを紐で

束ねたもの、バインダ

ーのクリアポケットに

入れたものもあるが、

見やすさや、特定のも

のを取り抜きやすいか

等も考慮するポイント

である。 

2.5 x 2.5 
4 x 4 
8 x 8 

 

2 x 5 
3 x 4 
3.5 x 4.5  
5 x 5.5 
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glass  

ガラス 

2.25 x 5 

3 x 3 

3 x 5 

4 x 6 

4.5 x 7 

10 x 10 

12 x 12 

 

3 x 4 

4 x 4 

4 x 5 

10 x 6 

10 x 6 

10  x 12 

12  x  6 

 

 

 

Solid Surface 

人工石など 

2 x 2 

4 x 4 

 

2.25 x 2.75 

3 x 3 

 

 

stone 

石（天然／加工 

4 x 4 

6 x 6 

12 x 12 
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Paint 

ペンキ 

8 x 8 

5.5 x 9 

チャート形式 

 

  

Special paint 

(ex. high  traffic 

paint) 

stucco 

特殊ペンキ 

スタッコ 

 

特殊ペンキの場合は

通常のペンキより厚め

の下地であり、スタッコ

等は 3/8”~1/4” 程度

の合板を下地にしてい

るものが主流 

特殊塗装 

5 x 4 

7.5 x 8.5 

チャート 

形式 

 

スタッコ 

7.5 x 11 

8.5 x 8.5 

 

6 x 4  

4.5 x 3 

バインダー形

式 
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Plastic Laminate 

プラスチックラミネート 

（プラスチック積層材） 

 

最も一般的なものはボ

ードにかけられる様に

規格されていたり、チ

ェーンでまとめたもの

などが多い。 

バインダー等でまとめ

る企業もいるが、使用

頻度が高くサンプルは

すぐ取り出されるた

め、バインダーに抜け

たポケットが多くなりが

ち。 

1.75 x 2.75 

1.75 x 3 

2 x 2.75 

2.5 x 4 

5 x 7 

 

 

 

 

 

Furniture Wood 

家具用のベニア、プラ

スチック積層材等 

 

特にオフィス家具、パ

ネルなど、“家具”“ケー

スグッズ”として取り扱

われる製品の仕上げ

サンプル。比較的小さ

めが多いが、木の仕

上げと明るみの違い

が一目でわかるように

されている。 

2 x 3 

2.5 x 4 

3 x 3 

3 x 5 

3.5 x 2.25 

 

7 x 7 
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Porcelain Tile/ 

Mosaic 

Tile 

磁器タイル／ 

モザイクタイル 

 

 

タイルもその用途、使

用場所によってサンプ

ルは様々である。 

ボードにはってある場

合、箱におさめてある

場合、入手可能な規

格サイズ等のチャート

を同時に載せると非常

に分かりやすい。 

 

端に使用する、丸面の

タイル、幅木タイル等、

どういったタイルがそ

のシリーズで使用可能

なのか、そしてそのサ

イズはなにがあるのか

明確に示すことは大事

である。 

 

1 x 1 

2 x 2 

3 x 3 

4 x 4 

6 x 6 

 

4 x 8 

6 x 24 

8 x 8 

12 x 12 

24 x 24 
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Carpet Tile 

カーペットタイル 

 

Other  

Broadloom Carpet / 

Area rug 

他、 

広幅カーペット 

エリアラグ 

 

本の形式になっている

ものは、１頁サイズの

大きいものでそれぞれ

のシリーズの代表を見

せ、 小さいサンプルで

色のバリエーションを

見せると効果的。 

サイズは、そのパター

ンが一番理解できるサ

イズを考えるといい。 

 

12 x 12 

12 x 18 

18 x 18 

19 x 19 

22 x 22 

 

本形式 

2.5 x 2.5 

2.5 x 2.5 

3 x 3 

4 x 6 

9 x 11 

 

 

 

 

 

Fabric 

生地 

7.5 x 8.5 

8 x 8 

8 x 8.5 

8 x 9.5 

8 x 9,5 

 

12 x 12 

13 x 13 

13.5 x 13.5 
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Fabric 

Curtain 

生地 - カーテン用 

 

カーテンに関しては、

バインダー形式のもの

が殆どである。それ以

上のサイズのサンプ

ルはデザイナーの必

要性に応じて対応す

る。 

カーペット同様、シリー

ズの中の代表的な物

を１頁前面に使い、そ

の他、色柄のバリエー

ションを見せる。 

医療関連のカーテン

は需要が高く（ベッド周

りのカーテン）医療関

係用を別でまとめるこ

とが多い。これは、他

の資材でも類似してい

る。 

バインダー形

式 

 

Wall covering 

壁張材 壁紙 

 

パターンや素材に応じ

て様々である。その資

材の色柄を一番うまく

見せられるサイズを考

えることが大事になっ

てくる。 

ルース 

6 x 8 

7 X 9 
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2) サンプルの表示例 

上記で何度か触れたように、サンプルの表示は明確であることが重要になってくる。ここで尐しではあるが、

参考例を挙げる。資材や取り扱う商品によって大分異なるので、競争企業のサンプルを数多く取り寄せること

によって、自社商品にとって何が必要なのか見極める事を勧める。 

 

＜Fabric 布地＞ 

        表 裏 

  

 

➀  ブランド名 

ブランド名、または企業名。自社商品のロゴと名前を覚えてもらう大事な部分である。 

➁  製品名、製品番号と使用目的 

シリーズである場合は、シリーズ名とその特定の生地の名と両方載せるといい。 

使用目的は、それが家具用の布地であるのか、壁用であるのか等。この情報は表側に載せず、裏の製

品明細にのせる企業も多い。 

➂  製品コード 

製品のコード整理化をしている場合であり、それほど多くの企業が使っているわけではない。 

➃  製品明細 

＊ 製品名 

＊ 製品番号 

＊ 主な用途：家具の布地張用であるか等。Upholstery (家具布張用)、Drapery(垂幕)、Panel（パ

ネル張用）等がある。“主な”と書かれることが多く、それだけに限っているという訳ではない事が

多い。しかし、家具の布地用（Upholstery) と書かれることにより、通常デザイナーは２方向以上

に布地が引っ張られることが大丈夫な商品であると理解することも多い。 

＊ パターンの反復域： 24”などとインチ表示。１方向の場合は縦（Vertical) 横（Horizonｔal) などと記

載されることもある。 
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＊ 原材料：コットン、レーヨン、ポリエスター等の％表示 

＊ 仕上げ（フィニッシュ）：防水加工、シミ防止加工などが表面に施されている場合 

＊ 裏材料：ある物とないものがあるので、自社製品により明記する企業もある 

＊ 強度：アブレージョン（Abrasion)やラブ（Rub)と表現される事が多い。これは、特殊な機械にかけ

同じ箇所をこすることにより、どれだけ耐えられるかというもので、後の章の認定機関でもそれぞ

れのレベルが定められている。 

＊ サンプルは通常表示の付いている方向で縦、横の判断がされる。壁張用の布地の場合は特に、

その布地が横向きに使えるかという事を明確にする企業も多い。これをレールロード(Railroad)

という。”Can I use this as railroad?”（レールロードとして使える？）という質問も出てくるだろう。 

他、企業により、サンプル自体に載せる内容、ウェブサイト等で説明する内容、それぞれなので、競争

企業のサンプルを集めてみて見るといい。 

➄  認定マーク 

布地の場合、ダイアグラムで示している様なマークを競争企業のサンプルで見る事が非常に多いだろう。

これは後章で説明する認定機関とは別に、テキスタイル専門の認定機関が存在する。通称 ACT と呼

ばれる。（Association for contract textiles.) 

基本的には、後章の ASTMなどの規定をもとにしているものであり、認定された製品はシンボルを載せ

ることにより、一目で分かるようになっている。内容は強度、防火、防水他、下記サイト参照。 

Association for contract textiles 

http://www.contracttextiles.org/guidelines.jsp?guideline_param=6&navigation=4 

 

誤解していけないのは、プロジェクトによって防火テスト等の結果を求められるときは、ASTMや ANSI

等の認定レベルである。また、こうした義務や要求も、州や地域によっても異なるので、調査が必要であ

る。 

 

＜ Plastic Laminate プラスチックラミネート（プラスチック積層材）＞ 

 サンプル例１—表 サンプル例２—裏 

 

 

プラスチックラミネートのサンプル表示は極めてシンプルである。 表表示の場合と裏表示の場合がり、他、製

品の性質や規格サイズなど他情報は、ほぼウェブサイトで獲得できる。 

http://www.contracttextiles.org/guidelines.jsp?guideline_param=6&navigation=4


 

52 

Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved. 

➀  ブランド名 

ブランド名、または企業名。自社商品のロゴと名前を覚えてもらう大事な部分である。 

➁  製品の名、製品番号と使用目的 

製品の名前と製品番号。そして仕上げの情報。マット（Matte) グロス（gloss) 等。 

 

＜Glass ガラス＞ 

  

ガラスやアクリル等のサンプル表示もシンプルで、その他必要な製品情報は、ウェブサイトで獲得できる。 

➀  ブランド名+製品情報 

＊製品名／シリーズ名 

＊最大サイズ／厚み 

＊強化ガラス、積層物などの情報 

＊ブランド名とその連絡先 

➁  その他、技術的な加工に対する断り書 

その他、加工技術や仕上げに対する断り書きや、特殊な技術を使っている場合はその利点等を簡潔に

まとめて載せる企業もある。 

 




