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アンケート返送先 FAX 03-3587-2485 

日本貿易振興機構 海外調査部 北米課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：米国有望製品・サービス市場調査 

ジェトロでは、対米ビジネスにご関心をお持ちの皆様への情報提供を目的に本報告書を作

成いたしました。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。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

 

■質問１：本報告書は参考になりましたか？（○をひとつ） 

1:参考になった 2:まあ参考になった 3:あまり参考にならなかった 4:参考にならなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご

感想をご記入下さい。 

① 

② 

③ 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについて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) 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署・部署名 

 

お名前 

 

～ご協力ありがとうございました～ 
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はじめに  

 

 ジェトロではこれまで米国に拠点を構えてビジネスを展開し、また米国に出張し積極的に商談に

取り組む日本企業にインタビューを重ねてきた。本資料は、2011年 1月～11月にかけて、ジェトロ

が発行する世界のビジネスニュース 日刊 通商弘報に掲載された企業の対米展開事例集である。

外食・食品、小売・消費、対面型サービス、建設・インフラ・住宅・娯楽、ヘルスケア・健康関連の各

分類ごとに時系列に整理した。 

 

 米国経済の成長率は 2011年に1.7％と、2％台半ばといわれる潜在成長率に届かない緩やかな

伸びにとどまり、2012年も 2％前後の緩やかな成長率が予測されている。リーマン危機後の 10年

の成長率は 3.0％と V字回復を果たしたが、景気刺激策の効果が剥落したのに加えて、失業率は

高止まりし、さらに欧州金融危機や資源高など世界経済の変調が足かせとなって、GDPの 7割を

占める個人消費の伸びは力強さにいまひとつ欠ける。 

 

 ただし、人口が毎年 1％ずつ増え続ける 3億人市場が今後も拡大し続けるのに注目し、アジアの

時代と言われる中でもあえて米国に商機を見出す日本企業は多い。米国内で未開拓の市場を拡

大しようという企業、世界の製品・サービスのトレンドセッターである米国で成功することによって

世界への情報発信につなげようとする企業、日本的なきめ細かく、かゆいところに手の届くような

サービスでニッチな市場を開拓しようという企業など、狙いは様々だ。ただし、新たな市場開拓で

幾重の課題が立ちはだかっても、軌道修正を図りながら何度でも挑戦し続ける姿は、各社に共通

する点である。 

 

 通商弘報のインタビューに忚じていただいた各社には改めて御礼申し上げる。また、読者各位

にはこの事例集を通じて、対米展開に取り組む日本企業の努力の足跡、対米ビジネスで直面しう

る課題、そして先行企業の経験から得られる対米ビジネスの成功の秘訣などを読みとっていただ

ければ幸甚である。 

 

2012年 2月 

日本貿易振興機構＇ジェトロ（ 

在米国事務所、海外調査部 
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１．外食（レストラン）、日本食品関連産業の対米展開事例 
 

○追い風に乗って進出する日本の外食産業 

2011年 01月 21日 北米課  

 米国の外食産業の雇用者数は景気後退前とほぼ同水準にあり、不況への抵抗力も強い。消費

者は健康に配慮したヘルシーな外食に魅力を感じている。こうした追い風に乗って、さまざまな業

態の日本の外食企業が進出している。ビジネス展開に当たっては米国特有の難しさもあるが、日

本の内需縮小を考えると、最大消費市場である米国進出の流れは止まりそうにない。 

＜大きい雇用創出力＞ 

 米国はサービス産業大国だが、中でも外食産業の成長は著しい。表 1 は外食産業と、サービス

産業の代表格である小売業の経営指標を 07年と 02年の経済センサスを使って比較したものだ。

ほとんどの指標で外食産業の成長性が小売業を上回る。特に、小売業の従業員数が飽和感をみ

せる一方、外食産業は雇用創出力が大きく、消費大国の土台となる雇用維持に一役買っている。 

 

 

 図は最近の景気後退の入り口である 07年 12月を 100として、民間企業全体の雇用者数と外食

産業のそれの推移を比較している。景気後退の進行に歩調を合わせるように、全体の雇用者数

が収縮する中で、外食産業の雇用者数の落ち込みは軽微にとどまっている。07年 12月から 36ヵ

月経過した 10年 12月時点では、外食産業の雇用者数は景気後退前の水準をほぼ取り戻してい

る。 
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 全米レストラン協会によると、10年時点で、成人の 63％はレストランで提供される料理の品質が

2 年前よりも改善された、と見なしている。また成人の 73％は、2 年前よりも健康的な食事をレスト

ランで注文することを心掛けている。 

 

 全米レストラン協会は 10年 10月、全国料理連盟所属のシェフ 1,527人を対象に、11年のレスト

ランメニューでのトレンドについてアンケートを実施した。結果を踏まえて、同協会は「ローカルフー

ド＇地産地消（」、「サステナビリティー＇持続可能性（」、「健康的な子ども向けメニュー」、「グルテン

フリー」が 11 年のレストランメニューのトレンドになる、と 10 年 12 月に発表した。特に、金融危機

前の 07 年調査時にはランク外だった「健康的な子ども向けメニュー」、「グルテンフリー」といった

健康トレンドがクローズアップされている点が注目される。 

 

＜日本食ブームが日本企業の進出を後押し＞ 

 外食産業が成長産業であることに加えて、健康志向の高まりや日本食ブームが日本の外食産

業の進出を後押ししている＇表 2 参照（。新規進出を予定する企業に加えて、既に進出済みの企

業もさらなる業態の拡大を狙う。 
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 一口に外食といってもその業態、規模は多様だ。大阪市に本社を置く麦の穂が展開するブランド

「ビアード・パパ」は 02年 9月に現地法人を設立し、ニューヨークを皮切りに東・西海岸だけでなく、

中西部や南部にも展開する。提供する商品はシュークリーム。明るい内装、甘さを控えた健康に

配慮した商品の提供、丁重な接客態度など、日本式のサービススタイルが現地で受けている。 

 

 ヘルシーな外食の代表格すし店では、元気寿司＇宇都宮市（が有名だ。同社は 93 年、業界に先

駆けてハワイ直営店をオープンし、08年にはシアトル店を開業した。西海岸の住民はハワイよりも

所得水準が高く、生活にゆとりのある若い世代が多いだけに、同社の成長余地は大きい。同社は

インドネシアや中国など、アジアでも積極展開を進める。アジア地域では現地の優良法人とフラン

チャイズ＇FC（契約を締結し、FC 方式によるチェーン展開を進めている。米国では直営店方式で、

現地マーケットの状況を把握しにくいアジアでの経営戦略と違いがある。 

 

 大手外食産業では、古くは 75年に米国進出を果たした牛主の吉野家＇東京（や「牛角」を運営す

る焼き肉チェーン最大手のレックス・ホールディングス＇東京、旧レインズインターナショナル（が全

米各地に進出している。レックス・ホールディングスは 10年 11月、シカゴに新たに出店した。中西

部大都市の需要を獲得する戦略だ。また、地方の味を売り物にするラーメン店は、「一風堂」を運

営する力の源カンパニー＇福岡市（や「味千」ブランドを展開する重光産業＇熊本市（などが店舗を
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出している。ラーメンは安価で満腹感も大きいだけに、節約志向を強める米国民に人気のメニュ

ーだ。 

 

＜現地パートナーとの提携も一案＞ 

 日本の外食企業は、最初に西海岸に進出する傾向が強い。西海岸では在留邦人やアジア系富

裕層に日本食への需要が強いと考えられるためだ。彼らは主やうどん、ラーメンなどに親しみを抱

いている。また、米国での日本食人気は根強いが、1 人で気軽に入店して食事できる店は意外に

尐ない。それだけに、単独の来店客を意識した日本のビジネスモデルが米国人のニーズにマッチ

した場合、成長の余地は大きい。 

 

 米国での外食事業展開には特有の問題もある。例えば、日本から輸入した具材を使用している

企業は、米国の厳しい食品輸入審査をパスする必要がある。日本では問題のないものが輸入禁

止とされることもあるだけに、審査は事実上の参入障壁になっている。輸入食材は米食品医薬局

＇FDA（に登録しなければならず、輸入手続きも煩雑だ。米国の食品輸入規制はアジア諸国よりも

厳しい。 

 

 調理器具や空調などの設置に当たって、安全認証＇UL 認証（を米当局から取得しなければなら

ない場合もあり、この UL認証の基準も厳しい。例えば、調理器具の角は丸める、配線が見えない

ようにするなど多岐にわたる。時間・金額コストは企業の重荷となる。 

 

 食材を日本から輸入せず、現地で調達することもある。現地に豊富なネットワークを持っていな

いと、適切な食材の調達先をすぐに見つけるのは難しい。加えて、接客業の外食産業では人材も

ポイントなる。食材や人材獲得対策として、現地の事情に精通した現地企業、あるいは日系企業

との提携も一案だ。 

 

 日本国内の外食産業の市場規模は、97 年の 29 兆円をピークに、近年は 24 兆円を割り込むレ

ベルまで減尐している。人口が減尐する日本市場は、多様な業態の店がますます増え、多くの外

食企業が限られたパイを奪い合う過剰供給に陥っている。米国への進出はリスクも伴う。しかし、

国内市場が成長しない中で、世界最大の消費市場米国への展開は、リスクを補って余りある利点

を外食産業にもたらす可能性がある。 

 

＇新田浩之（  
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○日本の炉端焼きを世界に発信－田舎家ニューヨーク店－ 

2011年 03月 08日 ニューヨーク発  

 日本の炉端焼きを世界に発信――。国内外で 180店を超えるレストランを運営する WDIが炉端

焼きの六本木田舎家と合弁で「田舎家海外 1号店」をニューヨークにオープンして 2年になる。同

店は、田舎家のコンセプトを生かしながら、米国人客のニーズを取り入れ、食材やメニュー、サー

ビスを工夫する。WDI側で同店の立ち上げから携わった小山雄支配人に 1月 25日に話を聞い

た。 

＜レストラン運営のプロ「WDI」が手掛ける＞ 

 国内外でレストラン運営を手掛ける WDI＇東京（と、1970年に創業した炉端焼きの六本木田舎家

は 2009年 2月、田舎家ニューヨーク店をオープンした。技術とブランドは六本木田舎家が提供し、

店の運営は WDIが中心的な役割を担う。 

 

 WDIは日本で、イタリア直輸入のトマトを使った手作り料理が売りの「カプリチョーザ」を 120店、

バーベキューリブの専門店「トニーローマ」、ハンバーガーを中心とした米国風カジュアルレストラ

ン「ハードロックカフェ」を各 7店など、運営するレストランは 154店に達する＇注（。また、業界の先

陣を切って 80年からレストランの海外展開を始め、現在の進出先は、米国、タイ、インドネシアな

ど 8 ヵ国、30店になる。 

 

 

＜ブランド発信に最適な場所を選定＞ 

 田舎家は、顧客の 8割が外国人で、外国人向けの接待の場として使われる居酒屋としても有名

だ。WDIでニューヨーク進出に向けた具体的な準備が始まったのは 07年 11月だ。 
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 まず取り掛かったのは、マーケティング戦略の策定だ。立地場所、価格をどうするか、食材やメ

ニューをどうするか、どこを米国流にアレンジするか、プロジェクトチームでの検討が始まった。 

 

 ニューヨークだけでなく全米・世界への発信に適した場所はどこか。店舗面積も大規模になるた

め、物件探しは苦労したという。そんな中、タイムズ・スクエアに近いニューヨーク・タイムズ本社ビ

ルの 1階が賃貸に出た。全米・世界への発信に最適な場所だ。しかし、ニューヨークの一等地の

ため、テナント間の競争も激しかったという。WDIのこれまでの実績と田舎家のテナントとしてのメ

リットをオーナーに訴え、出店にこぎつけた。 

 

＜「粋」「活」「意気」がキーワード＞ 

 田舎家のコンセプトは本格的炉端焼きを味わえる店。「粋」「活」「意気」がキーワードだ。 

  

 店内は日本の店と同様に、日本の文化や伝統を楽しんでもらえるようにした。巨大な飾り熊手、

日本伝統の小道具などを店内のいたるところに置き、内装を凝らした。これにより、ニューヨークの

ど真ん中にいながら、「粋」な日本文化を堪能できる。また、毎日開催される餅つきイベントも好評

だ。 

 

 食材の 9割は現地で調達するが、マグロ、ブリなど一部の食材は、日本から取り寄せる。輸送費

は高額になるが、「活」＇いき（のよい食材を顧客に味わってもらいたいためだ。そのほか、キノコな

ど米国では調達しにくい日本食材や、焼き物に使う串などの調理器具も、日本から取り寄せてい

るという。 

 

 ニューヨークのレストランは静かな雰囲気で食事を楽しむところが多い。しかし同店はカウンター

越しに炉端焼きシェフと注文のやりとりをし、料理や飲みものは専用のヘラを使って提供する。従

業員らの「意気」を伝える掛け声も、田舎家ならではの演出だ。 
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＜バーカウンターはいつも満席＞ 

 ニューヨーク進出に当たり、日本の田舎家の良さを生かしつつ、米国人に親しんでもらえる店に

するため、米国流に変えたところがある。その 1つは、バーカウンターを設置したことだ。本格的炉

端焼き店に、バーカウンターは意外かもしれないが、バーカウンターはいつも米国人で満席だ。ま

た、日本の田舎家にはないメニューとして、ニューヨークで人気が高いすしをメニューに取り入れた。

同店ですしは、メーンの焼き物と同じくらいの売り上げがあるという。 

 

 小山支配人は「日本の田舎家のコンセプトをそのまま導入するのではなく、米国のライフスタイ

ルや客の好みに合わせ、アレンジしていくことが大切だ」と語る。 

 

 

＜米国人に合わせ食材やメニューを工夫＞ 

 同店は、客に満足してもらうため、食材やメニューの工夫を欠かさない。日本の田舎家にある代

表的な焼き物は、キンキの塩焼きだ。 
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 キンキは、漁獲量が減尐して、価格も高く調達も安定しない。さらに、体長の割に頭部が大きい

ため、可食部が尐ないのが特徴だ。ニューヨーク店も日本の店に合わせ、キンキを東京・築地市

場から取り寄せ、焼き物の代表的なメニューとして顧客に提供してきたという。しかし、「価格の割

にボリューム感が足りない」という客の声があり、店内でさまざまな対忚案を検討した。検討の結

果、キンキに加えキンメダイの塩焼きをメニューに加えたという。キンメダイの焼き物は、魚介類の

焼き物の中で最も人気が高く米国人に好評だ。 

 

 また、日本の炉端焼きの良さを知ってもらう「きっかけづくり」が必要と、焼き物を手軽に味わって

もらえるコースメニューを考案した。コースメニューには、キノコや野菜の焼き物、鳥串とつくね、タ

ラバガニ、魚の切り身など、5皿 11品目で価格は 35 ドル＇税・サービス料別（。炉端焼きが一通り

味わえるコースメニューとあって、多くの客が注文するという。またコース料理を注文した客は、す

しなどを追加注文することが多いようだ。 

 

 顧客ニーズに合わせた食材やメニュー、サービスの工夫は、来店客の 9割を占める米国人に受

け入れられ、10年の来店客数は前年比 3割増という。 

 

 同店は総席数 77席ながら、ランチは 2回転、ディナーは 3回転するなど、多くの客を引きつけ、

ニューヨークで知名度を上げている。 

 

＇注（11年 1月末現在。フランチャイズでの展開を含む。直営店は国内 67店。 

 

＇打田覚志（ 
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○米国流アレンジがレストラン成功のカギ－NINJA NEWYORK－ 

2011年 04月 11日 ニューヨーク発  

 日本の成功モデルをそのまま使うのではなく、日本的な良さを生かしながら、メニューやサービ

スを米国流にアレンジする。地元の顧客ニーズに合わせたアレンジは、レストラン事業を成功させ

るカギだ。ニューヨークで忍者をテーマにしたアミューズメント型レストラン NINJA NEWYORKを経

営する矢崎治夫社長に聞いた。 

＜日本食だけでなく日本文化を発信したい＞ 

 「日本の成功モデルをそのまま使っても米国では成功しない」。2月 8日のインタビューで矢崎社

長は語気を強めた。矢崎社長は、大手外食チェーンすかいらーくで 1号店から 2,300店のオープン

までを手掛けた。もともと、関東地域を中心に「藍屋」、「夢庵」ブランドの和食レストラン 300店舗を

運営していた藍屋＇注（の代表取締役社長で、その後業界大手のすかいらーく常務を務めた。日

本でファミリーレストランの立ち上げから業界の再編までを手掛けてきた、業界スペシャリストの 1

人だ。 

 

 食を提供するだけではなく、日本文化を発信できるレストランで海外に進出したい。同氏はすか

いらーくを定年退職した後、忍者をテーマにしたアミューズメント型レストランで、米国進出を決意

する。進出に当たっては、ウィルプランニング＇Will Planning（が持つ忍者をテーマにしたレストラン

コンセプトを活用した。同社のフランチャイズとしての進出だ。 

 

 ウィルプランニングは、忍者屋敷をイメージした内装、忍者に扮＇ふん（したスタッフが忍術＇テー

ブルマジック（を行うなどの基本コンセプトの技術・ノウハウを提供し、店舗運営のすべてを NINJA 

NEWYORKが担う。矢崎社長は「進出当初は、日本で作ったコンセプトをそのまま使用したため、

米国人の顧客ニーズに合わなかった。米国人に本当に喜んでもらえるまで、メニューやサービス

などソフトを作り変えた」と当時を振り返る。 
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＜観光客を取り込めることもニューヨークの魅力＞ 

 進出の準備には約 4年を要した。多くの米国人に喜んでもらうにはどこに出店すべきか。アミュ

ーズメント性を売りにするコンセプトのため、ラスベガスへの出店も検討したという。最終的に、ニ

ューヨークへの出店を決断した。ニューヨークは日本独特の文化に対し関心が高い地域で、ラス

ベガスのように観光客も取り込めることが決め手になった。ニューヨークの物件を 500件以上見て

検討を重ね、出店場所をソーホー地区西側に広がるトライベッカ地区に決めた。同地区はもともと

倉庫が立ち並ぶ地区で、ある程度広い面積を確保でき、天井が高い物件が多い。現在の物件に

決めたのは、家賃が安く広い面積が確保でき、コンセプトに合わせた改装が容易にできるからだ。 

 

＜米国人好みの濃いめの味に変える＞ 

  05年 9月のオープン直後、レストランコンセプトの米国流アレンジが始まった。最初に改良を加

えたのはメニューだ。進出当初は、日本の忍者レストランで人気が高いすし、天ぷら、マグロなど

の魚介類、鍋といった典型的な日本食を提供したが、長年レストラン業界で養った目は、米国人

客の表情の違いに気付く。「何かが違う」。矢崎社長はオープン2ヵ月後に、メニューの全面改良を

決断する。日本食に特化していたメニューを改め、米国人が親しみやすいようイタリアン、フレンチ

の要素を取り入れた。また、米国人が好む濃いめの味になるよう、マグロのロール巻きにはスパ

イシーな味のソースを加えた。矢崎社長は「米国人は濃い味を好む傾向があり、素材を生かした

薄味の典型的な日本食は、物足りなく感じる人が多い」と語る。 

 

 すべてを洋風に変えるのではなく、ステーキやサラダに、みそや昆布だしを用いるなど、日本の

味を生かす工夫も忘れない。見た目は米国人になじみがある料理も、日本の調味料を使うことで
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和のアクセントが出せる。矢崎社長は「米国人に受け入れられるためには、ボリューム感も重要な

要素だ」と語る。日本の懐石料理のように、尐量多品種の料理よりも、1つ1つにある程度ボリュー

ム感があるものが好まれるという。 

 

＜サービスも「濃いめ」が米国人好み＞ 

 忍者に扮した米国人スタッフが客を楽しませるのは、料理を提供する時だけではない。忍者屋

敷をコンセプトにした店内のいたるところに忍者が現れ、客を驚かせ楽しませる。 

 

 同店のエンターテインメントは、入店後すぐ始まる。照明を落とした専用のエレベーターを降りる

と、忍者が飛び出して、歓迎のあいさつをする。忍者のアジトに踏み込んだ瞬間、笑いと驚きの声

が上がり、客のボルテージは一気に高まる。テーブルに案内する時に通る暗がりには忍者が潜み、

テーブルに着くまでの間も客を楽しませる。テーブルに着いた後も、テーブル上部の小窓から忍者

がテーブルをのぞき込んだかと思えば、「ごめん！」と言いながら引き戸を開けて別の忍者が登場

し、呪文を唱えてテーブルマジックを披露するといった具合だ。 

 

 日本的なメロディーのバックミュージックが流れる中、店内のいたるところで、笑いと驚きの声が

上がる。矢崎社長は「当店が行っているような忍者による演出は、これまでニューヨークになかっ

た。当初は、米国人に本当に喜んでいただけるか心配していたが、喜んでいただける客がとても

多い。中には、忍者の演出が足りなかったというクレームもある」と語る。サービスも米国人に好ま

れるのは、料理と同じ「濃いめ」だ。 
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＜スタッフがファミリー層を取り込む「仕掛け」考案＞ 

 忍者をテーマにしたレストランは、大人だけではなく子どもにも人気だ。周辺にファミリー層の住

居が尐ないトライベッカ地区だが、ディナーの早い時間帯は家族連れで店内はいっぱいになる。 

 

 家族連れに受け入れられるようになったのは、いくつかの「仕掛け」が効果を発揮しているから

だ。その 1つは、家族連れが来店した時に、光る仕組みの忍者バッジと忍者シールを子ども 1人

ひとりにお土産として渡す。もらった子どもは後日、クラスメートと一緒に、誕生日などのイベントに

合わせ、来店するといった具合だ。同店にとって、忍者バッジと忍者シールは、米国人家族を呼び

寄せる忍術グッズとなる。この計算された仕掛けは、スタッフ全員で考えたものだ。 

 

 子どもの人気をうまく取り込み、ディナーの 1、2回転目はファミリー層、3、4回転目はカップルな

どの若い人たちで店内はいつもいっぱいだ。日本的な良さを生かしながらメニューやサービスをア

レンジすることで、米国人客の心をつかみ、顧客数は 5年前と比べ 5倍に増えたという。 

 

 同店は、ニューヨーク市が発行するオフィシャル観光ガイドブックに、「隠れた 18世紀の日本の

忍者村レストラン」と紹介され、欧州を中心に海外からも多くの観光客が押し寄せる。多くの米国

人、観光客を、矢崎流の忍術が引き付けている。 

 

＇注（藍屋は 00年 7月、すかいらーくと合併。 

 

＇打田覚志（ 
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○「健康志向」「クリーミー」が人気商品のキーワード－源吉兆庵－ 

2011年 04月 15日 ニューヨーク発  

 日本で人気が高い商品が米国で売れるとは限らない。米国人の好みに合わせて商品を改良し、

工夫して販売することが大切だ。商社経由で販売するのではなく、直接販売できる拠点を活用す

ることで、顧客ニーズをとらえ商品開発に生かす。それが和菓子の源吉兆庵の海外戦略だ。 

＜直接販売でニーズをとらえる＞ 

 「人と人が出会うとき、和菓子が心と心の懸け橋になる」。そう語るのは、ニューヨーク、サンンフ

ランシスコなど米国内の 6店を統括する源吉兆庵 USAの渡邉伸一マネジャーだ。米国でも日本と

同じこのコンセプトを大切にしている。 

 

 源吉兆庵＇従業員 730人（は、1947年に岡山で創業し、日本国内に約 140店を展開する和菓子

の会社だ。マスカットや干し柿をまるごと使った創作果実菓子を为力製品にしている。同社は早く

から積極的に海外展開を図ってきた。和菓子を通じて、日本文化を世界中の人に広く知ってもら

いたいと考えたからだ。93年のシンガポール進出を皮切りに、94年には台北、97年にニューヨー

ク、ロンドン、98年に香港に販売拠点を設けた。 

 

 商品を商社に納入して販売するのではなく、自らの販売拠点を通して直接販売する。その販売

方法にこだわるのは、人と人との出会い、そして和菓子を通した心と心の懸け橋というコンセプト

を大切にしているからだ。現在では、7 ヵ国 11都市に 16の海外販売拠点がある。渡邉マネジャー

は「日本の工場で丹精こめて製造したこだわりの商品を、直営店などで対面販売するメリットは大

きい」と話す。 
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＜好みを分析し健康ブームに乗る＞ 

 同社は直接販売することで、客の好みや商品別の購入者の年齢層などを地域ごとに分析し、商

品開発に生かしている。日本で人気がある商品が米国では売れにくく、日本でそれほど人気がな

い商品が米国で売れることも多いという。米国で人気が高い商品のキーワードは「健康志向」「ク

リーミー」だ。 

 

 米国では、和菓子は健康的というイメージが強い。和菓子は自然の素材を使ったものが多く、ケ

ーキなどの洋菓子に比べ脂肪分が尐なく食物繊維が多いのが特徴だ。健康ブームの高まりから、

脂肪や糖分を控える人が多い。そのブームをいち早くとらえ、和菓子の良さをニューヨークで発信

するとともに、新商品を開発するなどの対忚策を打ってきた。「客や販売状況を常に調査して分析

を続けることで、市場の変化やトレンドに素早く対忚できるのが、直営店販売のメリットだという。 

 

＜クリーミーな和菓子が人気＞ 

 健康志向というコンセプトを出しても、米国では売りにくいものもある。日本では人気が高い「あ

んこ」を使った商品だ。米国人には小豆は甘くないという固定観念があり、「黒いものは正体が知

れない」と考える米国人も多い。例えば、米国人に人気があるカリフォルニアロールは日本でいう

巻物の一種だが、外側に黒いのりを巻かない。外側には手で持ちやすいようゴマをつけるか、黒

いものではなく黄色やオレンジ色に着色したのりを巻く。米国人に売るためには見た目も重要だ。 

 

 「和菓子の味をもっと米国人に味わってもらいたい」。同社は検討を重ねた結果、健康というキー

ワードは変えずに、米国人に好まれる「クリーミー感」を増した商品を投入した。牛乳を加えること

で、クリーミー感を出す。この戦略は米国で大ヒットした。渡邉氏は「和菓子は健康的というコンセ

プトを変えずに、米国人の口に合うよう改良を加えた。米国流への改良は、米国人に受け入れら

れるポイントだ」と語っている。 
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＜販売機会を逃さず柔軟に＞ 

 日米でともに人気がある商品も、売れる時期が異なる。「白桃ぜりぃ」は日本では夏に多く売れる

季節商品で、日本での製造はこれまで夏季だけだった。しかし、ニューヨークでは真冬でも人気が

高い。価格は 1個 12 ドル、真冬でも 20個、30個とまとめ買いする米国人も多い。果物は健康に

いいというイメージが販売を後押しする。同社は、米国での売れ行きをみて日本の生産体制を変

えた。販売機会を最大化するため機動的に対忚する。これも直営店販売のメリットの 1つだ。 

 

 

 7 ヵ国 16店の海外販売拠点で共通して人気が高まっているのは、抹茶やゴマを使った商品だと

いう。渡邉氏は「米国だけでなく世界中で健康志向が高まり、和菓子が注目され始めている。顧客

ニーズを把握し健康的な商品を開発していけば、もっと和菓子の良さを世界に発信できる」と自信

をみせた。 

 

＇打田覚志（  
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○日本のラーメン文化を海外に発信－一風堂ニューヨーク－ 

2011年 05月 16日 ニューヨーク発 

 博多ラーメンの味にひかれて一風堂ニューヨークの前に行列ができる。人気の豚骨ラーメンは 1

杯 15 ドルと日本に比べ高めだが、開店 1時間前から列をつくる熱狂的なファンが多い。日本のラ

ーメンの味にこだわるが、サービスやメニューなど米国流に変えるところは変える。ニューヨーク

店の立ち上げから事業を統括している島津智明ゼネラルマネジャーに 4月 27日、話を聞いた。 

＜ニューヨークに海外 1号店＞ 

 「日本のラーメン文化を世界に発信する。ニューヨーク進出は世界展開への試金石だ」と一風堂

ニューヨークの島津ゼネラルマネジャーは語る。博多一風堂をはじめ国内で約 60店のラーメン店

を展開している力の源＇ちからのもと（カンパニーは、日本のラーメンの味と 1杯のラーメンに込め

られた熱い思いを世界に伝えたいと考え、2008年 3月ニューヨークに進出した。 

 

 ニューヨークへの進出計画は 00年に立ち上がった。世界展開を目指すには、まず流行の発信

地であるニューヨークから攻めたいという思いがあったからだという。その後、01年の同時多発テ

ロ事件でいったん計画は凍結されたが、06年にプロジェクトチームを組織し、立地場所、店舗運営

コンセプト、価格設定、調達先の確保など、進出に向けた具体的な検討が始まった。 

 

 

＜酒の後、小皿料理を提供、ラーメンで締める＞ 

 ニューヨーク店は、日本によくあるカウンター席が中心のラーメン店ではない。大人の雰囲気を

前面に出し、世界の人々に「日本的かっこよさ」を伝えられるような店を目指したという。綿密な分

析やマーケティングにより導き出したニューヨーク店のコンセプトは、夜は日本酒や焼酎などアル



Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  22 

 

コールを提供し、マグロ、ハマチ、銀ダラなど日本でなじみのある魚介類や食材を使った小皿料理

で日本食の良さを味わってもらい、最後に本格的なラーメンを楽しんでもらうというダイニングスタ

イルだ。 

 

 そのコンセプトイメージに合う出店場所として、若者が多く、ソーホー地区に近接するイーストビ

レッジ地区を選んだ。ニューヨーク大学に近く、日本のラーメン店も多いラーメン激戦区だ。出店場

所を決めるに当たっては、厨房＇ちゅうぼう（の大きさ、店内のレイアウト、周辺の雰囲気など、イメ

ージに合う物件を探すため、多くの物件を見て回ったという。 

 

 

＜ラーメン食材は現地で調達＞ 

 看板メニューは、豚骨をベースとした本格的な博多ラーメンだ。食材の価格は日本に比べかなり

割高になるが、一風堂独特の味を出すため食材は厳選したという。例えば、豚骨の調達もその 1

つだ。こだわりのラーメンには、その味に合う豚骨の確保が欠かせない。数多くの調達先を回って、

ようやく納得のいく豚骨を見つけたが、価格は日本の調達価格の約8倍にもなった。麺に使う小麦

粉の価格は日本の約 2.5倍だ。交渉を重ね、最終的には調達価格を尐し抑えることができたが、

ラーメンの原価は、日本に比べ相当高いものになったという。 

 

 島津氏は「できるだけラーメンの価格を抑えるため、しょうゆ以外の食材は現地で調達する。進

出当初、日本のラーメン食材を取り扱うところは尐なく、納得のいく食材にたどり着くまで相当の時

間がかかった」と振り返る。また、東日本大震災の影響で日本から取り寄せるしょうゆの調達が多

尐遅れているが、現在のところ大きな影響は出ていないという。 
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＜米国流にサービスやメニューを工夫＞ 

 ニューヨーク店の客の 9割は米国人だ。サービスやメニューなどは、米国流に変えるところは変

えている。レンゲに麺を乗せて食べる米国人も多いため、レンゲを大きくし麺は短くするなど、細か

い気遣いも忘れない。仲間で話し込んでしまい、ラーメンを出してもなかなか食べ始めないグルー

プも多い。そんなときには「熱いうちに召し上がってください」と声を掛けるようにしている。1人が食

べ始めれば、グループの全員がラーメンを食べ始める。島津氏は「この気遣いも日本的サービス

の 1つだ」と語る。 

 

 また、米国人が親しめる環境づくりにも気を配る。入り口の近くには、九州の屋台をイメージした

バーカウンターを設置している。席が空くまでの間、店外ではなくバーカウンターで日本酒、焼酎、

日本のビールなどのアルコールを楽しむことができる。 

 

 さらに、看板メニューの豚骨ラーメンだけでなく、既存のラーメンに改良を加えるなどして、開店

以来 3 ヵ月に 1度のペースで新しいラーメンを開発しているという。島津氏は「世界中の人が集ま

るニューヨークで、顧客の反忚を見ながらラーメンを提供できるのは、ニューヨーク店の強みだ。人

気の豚骨ラーメンだけでなく、鳥ガラをベースにしたラーメン、しょうゆラーメンやみそラーメンなど、

ニューヨークで開発したラーメンメニューは数多い。変わらないために変わり続ける。これが一風

堂ニューヨークの信念だ」と強調する。 

 

 

＜3年連続でミシュラン、ザガットで紹介＞ 

 進出 1年後には、「ミシュランガイド 2009」ニューヨーク版や、米国で有名な消費者参加型のレス

トラン評価ガイドの「ザガット・サーベイ 2009」ニューヨーク版に紹介された。また、「ザガット・サー
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ベイ 2010」ニューヨーク版では「日本のかっこいいラーメン店、ラーメンの聖地」と紹介された。「ミ

シュランガイド」、「ザガット・サーベイ」で紹介されたのは 09～11年と 3年連続だ。大人の雰囲気を

前面に出し「日本的かっこよさ」を打ち出すという戦略がニューヨーカーから支持された結果だ。 

 

 現在は、ニューヨークで 2店目の候補地を探しているという。また、ニューヨークでの成功を生か

し、欧州への出店も検討中だ。 

 

＇打田覚志（ 
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○米国人が入りやすい日本食レストラン－カリフォルニア州の KABUKI Japanese レ

ストラン－ 

2011年 05月 17日 ロサンゼルス発  

 カリフォルニア州を中心に日本食を提供する韓国資本経営の KABUKI Japanese レストランは、

ここ 10年で店舗数を 3から 14に増やした。東日本大震災後も客足は衰えない。このレストランで

飲料研究開発リーダーを務める松本裕司氏は、米国人が入りやすいような店の雰囲気づくりや、

ボリューム感のあるメニューなどの工夫をしているという。 

＜11年もさらに 1店増やす予定＞ 

 KABUKI Japanese レストランは、09 年はリーマン・ショックに伴う景気悪化の影響を受けたが、

2010年はハッピーアワー＇夕方の特別割引時間（やリバース・ハッピーアワー＇21時から閉店まで

の間のハッピーアワー（の導入や景気の回復などに伴い、前年比で売り上げが約 1割増加した。 

 店舗は、08年に 2店、09年に 1店増やし、11年も 1店増やす計画だ。 

 

 

＜一口で食べ切れない握りずしを提供＞ 

 松本氏は 4月 28日、ジェトロのインタビューに対し、以下のように語った。 

 

 客層は 99％が非日本人で、白人が大多数だ。若い世代、家族連れなど幅広い。東日本大震災

に伴い、提供する食品の安全に対する質問を受けることはあるものの、客の入りは衰えていない。

客層に厚みがあり、ショックに強い店舗運営だと考えている。 

 

http://www.kabukirestaurants.com/home.asp
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 多種多様な顧客のニーズを満たすために、店の雰囲気づくりやメニューの構成に力を入れてい

る。 

 

 店の雰囲気については、非日本人が感じるすし屋の入りにくい雰囲気をなくし、気軽に入れるよ

う工夫している。日本人からみた日本風と、白人などの非日本人からみた日本風は異なるため、

あえて後者を重視して店の雰囲気をつくっている。 

 

 

 メニューの構成は、4 割強をすし関係にしており、中でもロール＇巻きずし（に力を入れている。ど

こかではやっているロールがあれば、それを素早く取り入れる。客も新メニューのロールに関心を

寄せてくる。魅力的な価格で提供するよう努力している。1番人気はスパイシーツナロール、2番目

がカリフォルニアロール、3番目がシュリンプてんぷらロールだ。握りずしは、当地の客が満足する

よう、一口では食べ切れない大きさにしている。 
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 客の注文の割合は、すし関係が約 3～4割で、一品料理が 6～7割なので、すし以外に力を入れ

て幅広い客層の入店を促している。一品料理の中ではチキンの照り焼き、てんぷらコンビネーショ

ンが断トツの人気で、ボリューム感が出るように工夫している。 

 

 

 すし、てんぷら、照り焼きを、頭文字を取って S・T・T と呼んでおり、これら 3 つのメニューの組み

合わせと価格を顧客需要に照らしてしっかり押さえ、幅広い客層に満足してもらい、100 席以上の

大きな店舗の収益を安定させている。 

 

 飲み物は、ビールとカクテルが注文の大半を占めていて、その次が日本酒だ。日本酒の熱かん

と日本食の組み合わせは定番になっている。 

 

＜幅広い客層が震災後も来店＞ 

 東日本大震災後も客足は減尐していない。理由としては、当レストランの客層が幅広く、すし以

外の人気メニューも豊富なことや、日本食を意識せず来店する客も多いことなどが考えられる。幅

広い客層を集めるための店の雰囲気づくりや、メニュー構成の取り組みが功を奏している。 

 

 日本食の安全について一部の客から聞かれることはあるものの、日本食を敬遠する客はない。 

 

＜手軽でお値打ち感あるカブキモデルの定着を目指す＞ 

 今後は、手軽でお値打ち感があるという特徴をコアとしたカブキモデルを定着させていきたい。

ふらっと入ってロールを 1巻頼み、出ていく客もあり、当レストランの特徴が出ている。 
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 課題は従業員の質の向上だ。従業員のほとんどが日本人ではないため、日本的なもてなしや日

本食について説明してもなかなか伝わらない。文化の違いもあるが、日本食文化に対する関心が

薄くても、繁盛しているレストランなのでチップが良さそうということで入ってくる従業員もいるから

だろう。それでも日本人リーダーとしては、日本食のマナーやルール、日本食文化を分かってもら

いたいと思う。 

 

 日本食を提供しているのに日本食にふさわしい接客が行われていない、と客に思われないよう、

質の高い接客をするよう努めていきたい。 

 

＇中川健太郎（ 
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○レストランの多店舗展開は郊外出店が狙い目－回転ずし、居酒屋のウエスト－ 

2011年 05月 20日 ニューヨーク発  

 日本でうどん店、焼き肉店など約 140店を展開しているウエスト＇福岡市（は、ニューヨークを中

心に、回転ずし、居酒屋、カラオケ店など約 30店を展開している。その中でも順調に顧客数を伸

ばしているのが、郊外展開を強化している回転ずしだ。郊外店では、米国人の嗜好＇しこう（に合

わせて新しいメニューの開発や味を工夫し、家族連れなどを取り込む戦略で売り上げを伸ばして

いる。ウエスト米国法人の山田龍憲副社長に 5月 6日に話を聞いた。 

＜マンハッタン内はレストラン間の競争が激化＞ 

 「当社はレストラン、居酒屋、カラオケ店など多くの業態を展開しているが、その中でも回転ずし

は、今後大きく成長が期待できる分野だ」と語るのは、九州北部や関東地域を中心に、うどん店、

焼き肉店など約 140店を展開するウエスト＇創業 1966年（の米国法人「W＆Eホスピタリティー」の

山田副社長だ。 

 

 83年に米国に進出したウエストは、ニューヨークを中心に、回転ずし店、焼き鳥店、うどん店、居

酒屋、カラオケ店などさまざまな業態を手掛けてきた。現在、フランチャイズ展開などを合わせグ

ループ全体で約 30店を展開している。うち回転ずしの 3店を含む 9店が直営店だ。 

 

 山田氏は「マンハッタンはレストラン間の競争が激しくなっており、同一の業態を多店舗展開する

のであれば、マンハッタン内に 2店、3店と出していくより、郊外出店が狙い目だ。ニューヨーク近

郊には、住民の所得水準が高い地域が多く、日本食レストランの進出適地が多い」と語る。 

 

 



Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  30 

 

＜ベッドタウンに進出＞ 

 同社が展開する回転ずし店の中で最も早く出店したのは、97年にカフェやレストランが多いマン

ハッタン・グラマシー地区にオープンした 50席の店だ。店の 2階は直営のカラオケ店になっており、

カラオケとの相乗効果により、日本文化に関心がある若者を取り込んでいる。 

 

 マンハッタンで出店した後、回転ずし店の郊外展開を進めた。2000年にニューヨークから車で約

30分、ベッドタウンのニュージャージー州エングルウッド市に 120席の店を出した。05年には、ニュ

ーヨークから車で 1時間、総床面積 20万平方メートル超、駐車台数約 1万台という全米有数の大

型ショッピングセンターのパリセードセンターに 80席の店を出した。 

 

 

＜郊外店はターゲットを米国人に絞る＞ 

 日本人客の来店がある程度見込めるマンハッタンとは異なり、郊外は来店数全体に占める日本

人客の割合が尐ない。山田氏は「日本人客はマンハッタン店で 1～2割程度、郊外店になると休日

に多尐見掛ける程度しかいない。郊外店では、日本人をターゲットとしたレストラン経営は成り立

たない」と強調する。郊外店の成功は、米国人にどれだけ受け入れられるかがカギだ。 

 

 同社はターゲットを米国人に絞り、米国人の嗜好に合わせて回転ずしのメニューや味を変える

工夫を行った。長年の経験で培ったノウハウを生かし、シェフによる新メニューの開発に力を入れ

たという。アボカドとサーモンを巻いたカリフォルニアロールなど、ロールずしメニューを充実させ、

サーモン以外に、ツナ＇マグロ（、カニ、うなぎなどを使った新メニューを開発した。 
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 また、米国人の嗜好に合わせ、ロールずしにもオイリー＇油分の多い（なスパイシーソースを加え

るなど、味を工夫する。米国人に人気が高いのは、「スパイシー」「オイリー」なもので、注文が多い

メニューは、カリフォルニアロールに山盛りの天かすを乗せ、その上にオイリーなスパイシーソー

スと甘いうなぎのたれをかけたメニューだ。この商品が米国人には人気だという。米国人にはやは

り濃い目の味が好まれる。 

 

 

＜日本食メニューを充実させ家族連れを取り込む＞ 

 郊外店では、家族連れの取り込みが売り上げ増加のカギになる。家族連れやグループ客を取り

込むため、すし以外の日本食メニューを増やす工夫を行った。家族連れやグループ客がさまざま

なメニューを楽しめるよう、すしだけを提供するのではなく、うどん、てんぷら、刺し身、うな主、照り

焼きなど日本食メニューを充実させた。山田氏は「郊外店の売り上げの約 3割は、すし以外の日

本食メニューだ。日本食メニューを拡充することで家族連れやグループ客を取り込み、回転ずしと

の相乗効果を図っている」と語る。 

 

＜休日と平日で人出の差が大きい郊外のショッピングセンター＞ 

 順調にみえるレストランの郊外展開だが、注意しなければならない問題もある。郊外のショッピン

グセンターに出店する場合、休日と平日の来店者数に大きな差があることだ。その傾向は、大型

のショッピングセンターになればなるほど大きいという。同社は平日に各種キャンペーンを展開し、

その差をできるだけ尐なくするようにしている。 
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 さらに、山田氏は「ショッピングセンターへの出店は、店の知名度や実績などの審査が課され、

オーナー側が定めるランクによって賃料が異なってくる。また、ショッピングセンターの改装費の負

担など、賃料以外の支出がある場合もある。しかしショッピングセンターで高い売り上げを出せば、

ほかのショッピングセンターから良い条件で出店依頼がくるなど、成果次第で次へのステップにつ

ながる可能性もある」という。 

 

 同社は、米国人の嗜好に合わせ新しいメニューの開発や味を工夫し、米国人の家族連れやグ

ループ客などを取り込む戦略で、これまで順調に顧客数を伸ばしてきた。東日本大震災による原

子力発電所被災の影響も受けていない。 

 

＇打田覚志（ 
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○セルフ式讃岐うどん店がハワイで大盛況－「丸亀製麺」のトリドール－ 

2011年 05月 23日 ニューヨーク発  

 国内で約 470店のセルフサービス式讃岐うどん専門店「丸亀製麺」を展開するトリドールは 2011

年 4月 1日、海外 1号店をハワイ・ワイキキ地区にオープンした。席数約 70の店は、開店 1 ヵ月

が経った今でも店に入りきらないほどの行列ができる人気ぶりだ。物価が高いハワイで、食材調

達の工夫により本格的な讃岐うどんを 1杯 4 ドルを切る低価格で提供する。ハワイでの進出ノウ

ハウを生かし、4月には上海やバンコクに進出を決めるなど、世界展開を加速させる。トリドール

USAの葛西哲男支配人に 5月 6日に話を聞いた。 

＜米国人の好みを探るアンテナショップの役割も＞ 

 「本格的な讃岐うどんを米国人に手軽に味わってもらいたい」と語るのはトリドールの米国法人、

トリドール USAの葛西支配人だ。同社は 4月 1日、ハワイ・ワイキキ地区に海外 1号店

「MARUKAME UDON」ワイキキ店をオープンした。 

 

 同社が狙うのは、世界各地から訪れる観光客だ。葛西氏は「ハワイには日本食レストランが多く

存在するが、サービス価格は高く、手軽に食べられる店は尐ない。例えば、一般的なうどん店で

食事をすると、チップを入れて 10～15 ドル程度が最低相場だ。当社は、世界各地から訪れる観光

客に、日本の讃岐うどんの良さを知ってもらい、手頃な価格で手軽に味わってもらいたいと考え、

ハワイに進出した」と語る。 

 

 

 ハワイ州観光局によると、10年のハワイ州への訪問者数は前年比 8.8％増の約 700万人だった

＇表参照（。1年間に州人口の約 5倍が訪れる計算だ。国別にみると、1位は日本で 5.3％増の 123
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万人、次いでカナダが 14.5％増の 40万人だった。4位の韓国、5位の中国は、まだ 10万人に満た

ないが、前年比で 5割以上増加した。全体の 3分の 2を占めるのは米国本土からの訪問者だ。そ

の数は 7.2％増と約 460万人に達した。 

 

 葛西氏は「ハワイは日本からの長期滞在者や観光客に加え、米国本土からの観光客を取り込

めるのが魅力だ。また、米国人の嗜好＇しこう（などを探るアンテナショップとしても利用価値が高

い」とその魅力を話す。 

 

 

＜物価が高いハワイで低価格実現に試行錯誤＞ 

 「MARUKAME UDON」ワイキキ店は、日本と同じセルフサービス式で本格的な讃岐うどんを提供

する。価格は、うどんに「えび天」や「かきあげ」などのトッピングを 1品加えて、5ドル程度に設定し

た。葛西氏は「1ドル 90円を切る円高の中、物価が高いハワイで、品質を落とさず客単価 5ドル程

度の価格を実現するのは大変だった」と振り返る。 

 

 同社がまず取り掛かったのは、現地で調達できる食材が、日本で提供しているうどんの味に合う

かどうかの確認だ。うどんに用いる小麦粉は日本から取り寄せるが、水まで日本から取り寄せる

ことはできない。日本からメニュー開発の専門家を呼び、小麦粉と水の配合、うどんのこね方、「だ

し」に使う調味料の配合など、プロジェクトチームを立ち上げ、検討を重ねたという。 

 

 食材の調達で最も手間がかかったのは、魚介類の調達だ。例えば、人気トッピングのえび天に

用いるエビは、日本と同じ規格のものを使用すると提供価格は 1尾 15 ドルにもなってしまう。しか

し、同店は手ごろな価格で讃岐うどんを味わってもらうセルフスタイルの店なので、えび天を 1尾

15 ドルの価格で出すわけにはいかない。ハワイ中のエビ養殖業者を回り、日本から呼んだメニュ

ー開発の専門家による試行錯誤を繰り返した。そして、ようやく同社の品質に合うエビを探しだし、

価格的にも納得のいくものにたどり着いた。 
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＜讃岐うどんを知ってもらうためさまざまな工夫＞ 

 ハワイでは、日本のうどんを聞いたこともない人、知らない人も多い。そのような人たちに、讃岐

うどんを知ってもらうよう工夫を凝らした。大通りに面した部分はすべてガラス張りで、店内の様子

が見えるようにし、通りに面した入り口付近に、日本から取り寄せた製麺機を配置した。製麺機か

ら打ちたてのうどんが出ていく様子を、店内と大通りの両方から見ることができる。 

 

 また、写真やディスプレーを店内外に設置し、メニューを分かりやすく表示した。店内に入りうど

んを注文すると、客の目の前にある大きな釜でうどんをゆで、うどんが釜の中を舞う様子やうどん

を釜揚げの桶や主に入れる様子などを、近くで見られるようレイアウトを工夫した。さらに、トッピン

グのえび天やかき揚げなどを揚げるところも見渡せるように、できるだけキッチンはオープン化し

たという。葛西氏は「うどんを知らない人たちに、日本のうどんを知ってもらうところから始めた。讃

岐うどんの出来上がりまでをすべて見てもらえるよう、店内のレイアウトなどを工夫した」と語る。 
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 オープンから 1 ヵ月、同店は約 70席あるのに、食事の時間帯には店に入りきらないほどの客の

行列ができる。同社の狙いどおり客の半数以上が米国本土などからの観光客だという。葛西氏は

「セルフサービス式讃岐うどんの反忚は上々だ。原発被災に関し、顧客から食品の産地に関する

問い合わせを受けたことは 1度もない。米国本土をはじめ世界各地から集まる観光客にうどんの

魅力を知ってもらい、うどんブームを作っていきたい。そして将来的には米国本土への進出を目指

したい」と語る。 

 

＜年内に上海、11年秋にはバンコクに進出＞ 

 トリドールは海外 1号店となるハワイでの店舗立ち上げや運営経験を生かし、ハワイと同じセル

フサービス式讃岐うどん店を、次は中国で展開する。4月 8日に上海に現地法人を設立し、中国 1

号店の年内オープンに向け準備を進めている。また、4月 21日にはタイへの進出を発表した。タイ

の不動産開発大手ブティックグループとタイの資産運用会社 MTRアセット・マネジャーズとの合弁

会社ノドゥフーズとのフランチャイズ契約で、今後 5年間にタイで 30店を展開する計画だ。タイ 1

号店はバンコク市内で、11年秋のオープンを目指している。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本で進化したシュークリームを世界で売る－麦の穂のビアード・パパ－ 

2011年 05月 26日 ニューヨーク発  

 ニューヨーク・アッパーウエストの大通りにあるシュークリーム店から甘い香りが漂い、多くの米

国人が店内に吸い込まれていく。日本を含め世界で約 480店を展開する麦の穂のビアード・パ

パ・ニューヨーク店だ。シュークリームはフランスで生まれ、日本でアレンジされて進化した日本の

菓子。甘さを抑え、健康・安心という日本の食品の良さを前面に出すことで客の心をつかみ、海外

出店を拡大している。今後は米国で急増するヒスパニック層の取り込みを狙う。麦の穂の米国法

人「麦の穂インターナショナル」の大倉朗シニアマネジャーに 5月 12日、話を聞いた。 

＜17 ヵ国・地域に 180の海外店＞ 

 「出来たての日本のシュークリームを米国の多くの家庭に届けたい。そしてスイーツを超えて、質

の高い日本文化を世界に紹介する役割を果たしたい」と大倉氏は語る。1997年に創業した麦の

穂は、「ビアード・パパ」ブランドで日本で約 300のシュークリーム店を展開している。2001年の香

港出店を皮切りに、02年に韓国、台湾、シンガポール、04年にインドネシア、米国と海外展開を進

め、現在は、世界の 17 ヵ国・地域に約 180の海外店を直営とフランチャイズで展開する。 

 

 大倉氏は「シュークリームはフランスで生まれ、その後日本でカスタードを使ってアレンジされた

菓子だ。当社は日本で進化した洋菓子、シュークリームを世界各地に逆輸出する」と語る。 

 

 

＜ニューヨークに米国 1号店を出店＞ 

 同社はニューヨークに直営店を設け、日本のシュークリームの良さを全米、世界に発信すること

を狙った。大倉氏は「ニューヨークは世界中から多くの事業者や投資家たちが集まり、最も注目さ
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れている地域の 1つだ。ニューヨーク店はショールームとしての機能を果たしている。フランチャイ

ジーは実際にニューヨーク店に足を運び、自ら手掛ける事業が成功するかどうか見極めることも

多い」と語る。 

 

 04年3月、流行のレストランやカフェが立ち並び、家族向けの高級アパートが多いアッパー・ウエ

ストサイド地区に、米国 1号店のビアード・パパ・ニューヨーク店をオープンした。大倉氏は「日本の

シュークリームを、家庭で楽しむおやつとして味わってもらいたい。多くの家族が住む地区を 1号

店の出店場所として選んだ」と語る。 

 

 

＜甘さを控えたシュークリームが米国人に好評＞ 

 人気のシュークリームは、バターの香ばしさが漂う何層にも折り重ねたサクサクのシュー生地に、

口の中でとろけるような舌触りの甘さを抑えたカスタードクリームを詰めたものだ。シュークリーム

は米国ではクリームパフと呼ばれている。米国のクリームパフは、しっとりとした甘いパン生地に、

脂肪率が高く甘い生クリームを使ったものが为流で、日本のシュークリームとは、見た目、味、食

感が異なる。 

 

 当初は、甘く濃い目の味を好む米国人に、甘さを抑え、見た目や味、食感が異なる日本のシュ

ークリームが受け入れられるか心配した。ニューヨーク店オープンの前に、甘さを抑えたシューク

リームと米国流に甘くアレンジしたシュークリームのどちらがおいしいと感じるか、約 3,000人の米

国人に試食してもらった。その結果、8割の米国人が甘さを抑えたものを支持した。大倉氏は「オ

ープン前に市場調査を行うことで、最初から米国人の好みに合うシュークリームを自信を持って提

供できた。オープン時は、多くのメディアが注目するため、重要なプレゼンテーションの機会だ。 
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そこで、自信を持って商品が提供できたのは大きい。新しい市場の開拓には、事前の調査は欠か

せない」と語る。 

 

 

＜実演型の工房スタイルで客を引き寄せる＞ 

 同社が重視しているのは、嗅覚、聴覚、視覚、触覚、味覚の五感に語りかけ、日本のシュークリ

ームの良さを顧客にアピールすることだ。店に入る前から甘い香りとバターの香ばしさが漂い、店

に入ればカウンター奥のオーブンで生地がこんがり焼き上がっていく様子を見ることができる。そ

の日に使うシュー皮は、その日に焼くのが決まりだ。そして、毎日毎日、店ごとにカスタードクリー

ムを手作りする。天然の素材を使用し、1個当たり 220キロカロリーに抑えたシュークリームは、日

本食品のイメージの「健康」「安心」という特徴にうまく合っている。 

 

 注文を受けた後、目の前でシュー皮にカスタードクリームを詰め、仕上げに純白のパウダーシュ

ガーをサッとふりかけることで、「出来たて」「新鮮」なイメージを作り出す。オーブンから客に提供

する仕上げまで、すべてオープンキッチンで行われ、顧客は出来上がりまでの工程のすべてを見

ることができる。実演型の工房スタイルも米国人を引き付ける理由の 1つだ。 
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＜ヒスパニック層向けの戦略商品も開発＞ 

 04 年のニューヨーク進出後、フォートリー＇ニュージャージー州（、ボストンと東海岸地域に出店し、

05年 9月にホノルル、05年 10月にロサンゼルス、07年 10月にカナダのバンクーバー、10年に

はシカゴと、北米の为要都市に店舗を展開してきた。現在、北米地域に直営とフランチャイズを合

わせて約 30店展開している。 

 

 次に狙うのは、急増しているヒスパニック層の取り込みだ。米国のヒスパニック人口は過去 10年

間で 4割以上増加し、カリフォルニア州やテキサス州では州人口全体に占めるヒスパニックの割

合は約 4割にも達する。ヒスパニック層は 1世帯の構成人数が多く、4世帯に 1世帯は 5人以上

だ。食品にかける支出の割合が高いことでも知られ、シュークリームを家庭でおやつとして食べて

もらうという同社の狙いにも合う。 

 

 同社はヒスパニック層向けの戦略商品として、なめらかなカスタードクリームにキャラメルソース

を加えた商品を開発した。甘いキャラメルクリームでアクセントを付けたものと、甘さを抑えたもの

の両方を提供することで、ヒスパニック層を取り込もうという戦略だ。大倉氏は「現在、テキサス州

ヒューストンを中心にフランチャイズ展開で 15店をオープンするよう、協力事業者と協議中だ。中

南米ではエルサルバドルに進出しているが、将来的にはブラジル、アルゼンチンにも本格展開し

ていきたい」と語った。 
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 同社はこのほか、イタリア、ポーランド、サウジアラビア、アラブ首長国連邦での開店に向け、具

体的な準備を進めている。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本産食材の品質の違いを分かってもらう－イリノイ州の日本食品卸「山正」－ 

2011年 06月 07日 シカゴ発  

 イリノイ州にある日本食品の卸業者「山正」は、中西部を中心に 26州をカバーしている。同社の

岩館邦夫社長は、日本食レストランのオーナーにアジア系が増える中で、正しい日本食教育、お

いしいと思ったものを何度でも食べるという消費者行動への理解、日本産食材の品質の違いのア

ピールが重要だ、と語る。 

＜調理人教育と食材の質の確保に力点＞ 

 北海道木古内町出身の岩館社長は、1981年にノリの輸入販売を始め、83年から日本食レストラ

ン向けに厨房機器を販売、84年からは本格的に冷凍食品、乾物の輸入販売を行っている。さらに

2002年、08年には回転ずしの直営店を開店し、アジア系、ヒスパニック系、欧州系を問わず、米

国人にすしを通じて日本食を広げようとしている。 

 

 岩館社長が初めて米国を訪れたのは76年。当時、ミシガン州デトロイトには4軒しか日本食レス

トランがなく、現在とは隔世の感だという。日本食といえば、すき焼きと天ぷらが定番メニューで、

これにすしが加わってきた。その後、日本食レストランの数が増え、日本食メニューが一通り置い

てあるようになったという。 

 

 「日本食レストランが増えた一方で、日本人のオーナーや調理人は確実に減っている。日本人

以外で日本食を始めるレストランは、もとはタイ料理や韓国料理店だが、これでは高い価格を設

定できないので、単価を上げるためにすしを出したというパターンが多い。しかし、こういう形態も

日本食のすそ野を広げるという意味では重要だ」という。シカゴ市中心部の日本食レストランは、

日本のバブル崩壊後に市内中心部から日本人駐在員が減尐した結果、激減した。しかし近年、

米国人を为な客層として増加傾向にある。 

 

 山正はこれらの店が日本食を始める際、ほかの店から紹介されたり、料理人とのつながりがあ

ったりして取引を始めることが多い。山正では、日本食の評判を維持するよう、調理人にしっかり

日本食を勉強してもらうことと、食材の質を落とさないようにすることを指導している。 

 

 「日本食の源流は日本産の食品だ。米国の日本食レストランの経営者も、その根幹部分はしっ

かりと押さえるべきだ。日本産食材の価格は高いが、そればかりにとらわれるのではなく、品質の

違いを米国のバイヤーに理解してもらうことが必要」と岩館社長は語る。例えば、昆布は、質の悪

いものは炊き上げると周りが溶けるが、日本産はそういうことがないなど、品質の良さを買い手に
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分かってもらうことが重要だという。 

 

 レストランの経営戦略については「日本人だけをターゲットにする日本食レストランよりも、米国

人もターゲットに加える方が経営状態は良い。これは、顧客が単に広がるというだけではない。例

えば、米国人は就業終了時間にきっちり帰宅するので、店にはまず米国人が来る。その後、残業

をする日本人が来て、うまく 2回転する」と語る。 

 

 経営上の留意点については「レストランは経営が苦しくなると調理人やホール担当を削る。その

結果、多くの来店客に対忚できず、負の連鎖に陥る。こういうことをしてはいけない。また、食材費

を削るのもよくない。中西部の米国人は、おいしいと思えば同じものを何度でも食べる。こういった

顧客は、食材の質を落とせば味の変化を察知して来なくなってしまう」と指摘する。また、「自分が

食べておいしくないものは出さない。一方で、日本と異なる文化を持つ米国で日本食を広げるに

は、自分たちがおいしいと思ったものを米国の人たちに分かってもらう努力も必要だ」という。 

 

＜震災後の日本で米国市場に目を向ける事業者が増加＞ 

 今回の原子力発電所被災に関して岩館社長は「風評被害は存在する。日本食レストランでは、

食材が日本産でないことを確認して初めて食べる人もいる」と話し、風評被害防止のための適切

な情報提供を行うべきだと語った。一方で、「日本国内の市場の縮小を受けて、むしろ米国など海

外に目を向ける事業者も多くなった」と指摘する。米国政府は、日本産食品の輸入に対しては、比

較的冷静な対忚を取っており、米国市場は引き続き日本食材の輸出市場として注目されるだろう。 

 

＇古城大亮（ 
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○日本の国民食カレーライスを広める－壱番屋 USA－ 

2011年 06月 27日 ニューヨーク発 

 日本国内でカレーライス専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」を約 1,200店展開している壱番屋

は 2011年 2月 9日、ハウス食品との合弁で、米国本土 1号店をカリフォルニア州トーランス市に

オープンした。日本人が多く住む土地柄ながら、約半数は米国人で席が埋まる。今後、西海岸を

中心に米国で 20店をオープンする計画だ。壱番屋 USAの河上勝博マネジャーに 6月 9日、話を

聞いた。 

＜米国本土 1号店をロサンゼルス近郊にオープン＞ 

 「カレーはインドから英国を経由して日本に伝わり、日本で独自の進化を遂げた日本の国民食だ。

日本のカレーライスを米国人に手軽に味わってもらいたい」と語るのは、壱番屋とハウス食品の合

弁企業＇注（、壱番屋 USAの河上勝博マネジャーだ。 

 

 壱番屋は、海外 1号店として 1994年にハワイに進出したのち、2004年に上海、05年に台北、08

年にソウル、バンコク、10 年に香港に進出するなど、海外展開を加速させてきた。11 年 2 月 9 日

には、ロサンゼルス近郊のトーランス市に米国本土 1 号店となる「パームプラザ・トーランス店」を

開店した。 

 

 河上マネジャーは「先行して出店したアジア地域やハワイの売り上げは好調だ。海外店舗はア

ジア地域を中心に増やし、約 50 店に達した。米国本土の最初の出店地にロサンゼルス地域を選

んだのは、日本人を含むアジア系住民を取り込むことで、カレーライスのファンを尐しずつ増やし

ていく戦略からだ。米国人の多くは、日本のカレーライスを知らない。まず日本のカレーライスを知

ってもらうことに力を入れる」という。 
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＜日本と同じ味とメニュー数にこだわる＞ 

 壱番屋 USA は、ベースとなるカレーの味を米国人の嗜好＇しこう（に合わせてアレンジせずに、

日本と同じ味を提供している。客が毎日通っても飽きないよう、提供するメニューは、チキンカツカ

レー、ポークカツカレーなど、日本の一般的な店と同じ約 30 種類と豊富だ。しかし、進出間もない

単独店で日本の店と同程度のメニュー数を提供するには、苦労も多かったという。その理由の 1

つは、農務省動物検疫所＇APHIS（の規制により、日本の自社工場で製造している畜肉エキスを

含むカレールーを米国内に持ち込むことができなかったことだ。そこで同社は、米国で調達した食

材を使い、現地でカレーソースを調理しているという。 

 

 河上マネジャーは「日本の工場で製造されたカレーソースが使えないので、立ち上げ時には苦

労が多かった。それでもオープン時から提供するメニューの数を減らさなかったのは、米国人に壱

番屋の豊富なメニューを味わってもらいたかったためだ」と語る。 

 

＜「ニコニコ・キビキビ・ハキハキ」を徹底＞ 

 同社がこだわるのは、日本と同じ味やメニューの豊富さだけではない。日本の店で実行している

ニコニコ＇いつも笑顔で（、キビキビ＇機敏な動作で（、ハキハキ＇さわやかな態度で（という顧客サ

ービスを徹底している。 

 

 例えば、客の入店時には、日本と同じ「いらっしゃいませ」という元気な掛け声と笑顔で迎え、は

っきりと分かりやすく注文をとり、注文を受けてから提供するまでの時間をできるだけ短くするよう

スピード感をもって行動する。また、顧客が気持ち良く食事ができるよう、店内は常に清潔感のあ

る環境の維持に細心の注意を払う。同マネジャーは「日本語が話せないスタッフもいるが、スタッ

http://www.jetro.go.jp/world/n_america/qa/01/04A-080909
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フにはサービスの基本をしっかり伝え、日本的な顧客サービスを徹底している」と語る。 

 

 

＜値段はそのままにボリュームは多く＞ 

 米国でも日本と同じ味やサービスにこだわるが、大きく変えたところが 1 つだけある。それは、カ

レーのボリュームを増したことだ。日本の店では 1 皿 300 グラムのライスを標準的な量にしている

が、米国ではそれより約 2割多い 350グラムを標準としている。同店で最も人気が高いメニューは、

ボリューム感のある揚げたチキンをのせた「チキンカツカレー」だ。河上マネジャーは「米国人には

ボリューム感があるメニューが好まれる。そして、チキンを使ったメニューの人気が高い。日本の

店よりライスやカレーの量を増しているが、トッピングがない標準的なカレーライスは 4 ドル弱、チ

キンカツカレーなどトッピングを加えたカレーライスは 6～8 ドル程度で提供するなど、価格は日本

と同じ水準に抑えている」と語った。 
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＜西海岸を中心に 20店の展開が目標＞ 

 パームプラザ・トーランス店は、日本人が多く住む地区でありながら、約半数はアジア系住民を

含む米国人で席が埋まる。神奈川県横須賀市や沖縄県の店で食べた味が忘れられず、車で 2時

間以上かけて来店するような熱狂的なファンも多いという。 

 

 同社は、日本で進化を遂げた「国民食・カレーライス」を米国に広めていくため、今後 5 年間で西

海岸を中心に 20 店の展開を計画している。11 年内にはロサンゼルス近郊のアーバイン市などに

2店を出店する予定だ。 

 

＇注（壱番屋 USAの出資比率は、壱番屋 8割、ハウス食品 2割。 

 

＇打田覚志（ 
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○米国人の感性をとらえて高級日本茶市場を開拓－「The Green Teaist」セキ社長に

聞く 

2011年 08月 19日 シカゴ発  

 イリノイ州の日本茶卸・小売りの「グリーンティースト＇The Green Teaist（」は、急速な伸びをみせ

る緑茶市場で、品質にこだわった日本茶を高級ホテル、レストランに、高級スーパーに販売する。

ホーケン・セキ社長は、日系人弁護士として長い間ビジネスに携わってきた感性を基に、既存の

日本茶のイメージを一新し、米国人が高級感を感じられる洗練されたパッケージデザインでブラン

ドの構築を図っている。 

＜日本茶の魅力を消費者に伝える＞ 

 米国の茶市場は拡大をみせている。紅茶やハーブティーに加え、近年は緑茶も多く並ぶように

なった。しかし、緑茶といってもハーブを混ぜたものも多く、原産地は中国やインドが多い。これら

は発酵を止める熱処理の方法などが日本の緑茶とは違うため、風味や色合いが異なる。 

 

 ニューヨーク出身の日系人、ホーケン・セキ社長は、ベーカー・アンド・マッケンジーなどの大手法

律事務所のシニアパートナーとして国際司法に関する仕事に 40年以上取り組んできた。同氏は

2008年、日本の緑茶の魅力を米国の消費者に伝えるため、グリーンティーストを設立。シカゴ郊

外レークフォレストと、ロサンゼルス郡ビバリーヒルズのヒルトンホテルにティーサロンを出店する

ほか、高級ホテル、レストラン、スーパーに高級日本茶を販売している。セキ氏に 8月 5日インタビ

ューした。 

 

＜布製のティーバッグで風味を良好に＞ 

 セキ氏は、既存の日本茶のイメージを一新し、米国人が高級感を感じられるブランド作りに努め

ている。社名の「ティースト」には、岡倉天心の「The Book of Tea＇茶の本（」で紹介される「Teaism

＇茶道（」を極める者という意味が込められている。 

 

 同社のロゴや小売り向けの商品には、洗練されたデザインを採用した。「日本人が日本らしいと

考えるイメージが、必ずしも米国人に好まれるわけではない。米国人の感性に合ったブランドイメ

ージ作りが必要。米国人に品質にこだわった日本茶を提供するためには、高級ホテルやレストラ

ンなどに合ったブランドイメージ作りが必要と考えた」とセキ氏は語る。 
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 米国の消費者にとっては、日本のパッケージをそのまま英訳したデザインでは、あまりに日本的

すぎ、受け入れられにくい場合が多い。日本らしさ、東洋らしさを残しつつ、米国人にとって洗練さ

れたデザインを採用する日本産製品が増えているが、同社の場合はこういった日本らしさもパッ

ケージからは直接感じ取れない。緑茶らしさの漂う濃い緑色を使い、ティーカップをイメージしたブ

ランドデザインにより、欧州のティーサロンのイメージを持ち込もうとしたという。 

 

 同社の小売り向けのティーバッグは、布でできており、ピラミッド型だ。従来の紙のティーバッグ

だと、緑茶の場合は特に風味が出ないという問題がある。しかし、同社のティーバッグだと、茶葉

がティーバッグの中でほぐれて、従来の紙に比べて風味が良くなる。同様のティーバッグは最近、

高級ブランドとして普及し始めている。また、四角い箱は、立てて陳列する米国の小売店では必須

の形状だ。 

 

 ティーバッグ商品の为な販売先は、健康志向、有機やフェアトレード食材へのこだわりを持つ高

級スーパー「ホールフーズマーケット」だ。セキ氏は高級ブランドイメージを確立するため、どこに

販売するかにもこだわる。日本の生産者を指導し、ホールフーズがこだわる米国の有機認証を取

得してもらったという。 

 

＜従業員教育に注力＞ 

 料飲店への卸売りは同社が最も力を入れており、高級レストランなどの食後のティーに狙いを定

めている。高級レストランでは、茶葉を急須に入れ風味を最大限に引き出すため、従業員への教
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育に力を入れ、「レストランの従業員に対して、茶の種類ごとにそれぞれ適したお湯の温度と入れ

る時間を守って、提供するよう指導する。このため、社員を日本の茶生産者に派遣して、勉強させ

る」とセキ氏は語る。 

 

 また、日本の緑茶の説明に当たっては、中国やインドの緑茶と異なり、熱処理が異なることや、

日本産地の気候・風土により育まれた風味の違いを強調し、その中で同社の茶がどのように生産

されてきたのかを説明するという。 

 

 日本のレストランでは緑茶は無料で出てくるため、それに倣った米国の日本食レストランの大半

が緑茶を無料で出している。しかし、紅茶などの茶飲料は通常、有料だ。同社は、米国の高級レ

ストランが食後に出す有料の飲み物として日本の高級緑茶が認知されるよう、営業努力を重ねて

いる。 

 

＜東京に逆上陸＞ 

 さらに同社は、米国発の海外市場展開も行う。その第 1弾として、ザ・ペニンシュラホテル東京の

客室に、同社のティーバッグが備え付けられることになった。セキ氏は「日本茶でありながら、日本

茶とは異なった米国発の洗練されたイメージを、ザ・ペニンシュラ東京が高く評価してくれた。米国

でのビジネスモデルが日本に逆輸入され、新たな市場の開拓の契機になれば」と語る。 

 

 日本産の食品は出荷価格が高く、米国までの輸送費を加えた場合、市場で他国産と価格競争

することが難しい場合が多い。また、嗜好＇しこう（品の緑茶は、酒類やコーヒーなどと同じく消費

者に特定の産地へのこだわりがみられるため、他国産との差別化を図っていくことが重要だ。グリ

ーンティーストは、高級緑茶市場開拓の先陣を切る存在になっており、同社の販売戦略は、ほか

の日本産ブランドを構築していく上で参考になろう。 

 

＇古城大亮（ 

 

  



Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  51 

 

○手軽なランチ「セルフ式讃岐うどん」が人気－麦の穂の温や・ニューヨーク－ 

2011年 09月 26日 ニューヨーク発  

 ニューヨーク・ミッドタウンのビジネス街で、昼どきになると店内に入りきれない人の行列ができ

る。麦の穂のセルフ式讃岐うどん店「温＇おん（や・ニューヨーク店」だ。本格的讃岐うどんが 5 ドル

からと、手軽に味わえるのが人気の理由。進出当初は、讃岐うどんを知らない人も多く、讃岐うど

んを知ってもらうことに注力したが、今では客の 8割は米国人だという。麦の穂インターナショナル

の和田将志シニアマネジャーに 9月 13日、話を聞いた。 

＜ニューヨークに海外 1号店を出店＞ 

 麦の穂は日本で「温や」「愉々家＇ゆゆや（」「繁晶＇はんじょう（」ブランドで約 20 のうどん店を展

開している。同社は「ビアード・パパ」ブランドで、世界 18 ヵ国・地域でシュークリーム店を展開して

いることでも知られる。既に多くの海外店舗を出店しているシュークリーム事業に続き、2009 年 9

月にセルフ式讃岐うどんの海外 1号店「温や・ニューヨーク店」をオープンした。 

 

 和田氏は「伝統ある日本の讃岐うどんを全米に広めたい。ニューヨークは、世界中から多くの事

業者や投資家が集まり、ショールーム的効果が見込める。また、日本人や日本文化に関心がある

消費者も多く、うどんのブームを作り出すには最適の地だ」と語る。 

 

 

＜オフィス街でビジネスパーソンを狙う＞ 

 ニューヨークでターゲットにしたのは、オフィス街で働くビジネスパーソンだ。ニューヨークのオフィ

ス街には多くのレストランがあるが、昼どきは混み合い、席に着いて料理を注文し、食事を済ませ
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て清算するまで相当時間がかかる。また、一般的なレストランでのランチは、20％のチップを含め

て 15ドル以上が相場だ。同社は「早く」「低価格」をコンセプトに、手軽にランチを済ませたいビジネ

スパーソンを狙い、ロックフェラーセンタービルにも近いミッドタウンのビジネス街にセルフ式讃岐う

どん店をオープンした。 

 

 温や・ニューヨーク店では、うどんを注文し、えび天やかき揚げなどのトッピングを選び、前払い

で支払うまで約 1分程度。また、讃岐うどんの価格を 4ドル 95セントから、トッピングを 2つ加えて

7ドル程度の価格に設定した。セルフ式なのでチップも不要だ。手軽に日本の讃岐うどんが味わえ

るとあって、昼どきになると 2 フロアーで 70 席の店は、外まで行列ができる。同社の狙いどおり、

列をつくるのは周辺で働く米国人ビジネスパーソンだ。 

 

 和田氏は「進出当初、セルフ式の讃岐うどん店は、まだニューヨークにはなかった。そのため、米

国人に受け入れられるか不安もあった。しかし、手軽に日本の讃岐うどんが味わえるとあって、今

や顧客の 8割は米国人だ」と語る。 

 

 

＜まずは讃岐うどんを知ってもらう＞ 

 ニューヨークには讃岐うどんを知らない人も多かった。まずは、讃岐うどんを知ってもらうことから

始めたという。店の入り口付近には、讃岐うどんの写真を大きく掲載し、写真付きのメニューを店

内に大きく張り出した。店内の目立つところに、釜揚げうどん、ぶっかけうどんなど、代表的なメニ

ューの説明書きも張り出した。 
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 店内のレイアウトにも工夫を凝らした。カウンターの目の前には、日本から取り寄せた製麺機を

置き、麺が製麺機から出てくるところを間近で見られるようにした。その奥には、出来たての麺を

ゆで上げる特注の大きな釜を設置した。 

 

 和田氏は「讃岐うどんの写真を店内外に大きく張り出し、うどんを作る工程を客に見てもらうよう

レイアウトを工夫することで、讃岐うどんとは何かを知ってもらった」と語る。 

 

 
 

 

 同社は、日本と同じ味になるよう素材にもこだわった。米国で製粉された小麦粉ではなく、本場

讃岐うどん用に製粉された小麦粉を日本から取り寄せ、だしに使う小魚なども日本産を使用する。

和田氏は「1 ドル 80 円を切る円高の中、日本からうどんの素材を取り寄せるのは、低価格が売り
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のセルフ式店では厳しい。しかし、本格的な讃岐うどんを米国人に味わってもらいたいため、味を

左右する素材は日本のものにこだわった」と話す。 

 

＜ディナータイムには居酒屋メニューの最後に讃岐うどん＞ 

 現在は多くの米国人客を取り込んでいるが、09年の進出準備時にはメニューを米国人の味に合

わせたものにするかどうか悩んだという。進出時に考えたメニューには、うどんの上にステーキを

のせた「ステーキうどん」などもあった。しかし、実際オープンしてみると、肉うどん、カレーうどんな

ど日本で人気が高いうどんメニューがよく売れた。また、ゆで上げたうどんに濃い目のだしをかけ、

天かす、大根おろしやネギなどの具・薬味を入れた伝統的な讃岐うどん「ぶっかけ」なども好評だ

った。うどんはヘルシーな食べ物という評判もあり、日本の讃岐うどんの味がそのまま受け入れら

れている。 

 

 昼どきだけでなく、ディナータイムのうどんダイニングも好評だ。酒に焼き魚や串揚げなど、日本

の居酒屋メニューを味わってもらった後、最後に讃岐うどんを楽しんでもらうダイニングスタイルを

提案し、仕事帰りのビジネスパーソンなど、多くの米国人客で席が埋まる。 

 

 和田氏は「ニューヨークで讃岐うどんの手ごたえは上々だ。ランチに来た米国人が、ディナーに

仲間を連れて来店するなど、常連の米国人客が増えてきている。ニューヨーク店をモデルとして、

全米に讃岐うどん店を展開していきたい」と語る。 

 

 麦の穂はニューヨークでの成功を生かし、ロサンゼルス地域への年内出店に向け、具体的な準

備を進めている。 

 

＇打田覚志（ 
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○B級ご当地グルメ「富士宮やきそば」が海外進出 

2011年 09月 30日 ニューヨーク発 

 B級ご当地グルメの祭典「B－1グランプリ」で 2連覇を成し遂げた静岡県の「富士宮やきそば学

会」が、ニューヨークで開催されたストリートイベントに出展した。イベント出展の反響や効果は大

きく、レストランやディストリビューターなどから多くの問い合わせがあったという。早速、富士宮や

きそばをメニューに取り入れたレストランもあった。富士宮やきそばで地域おこしを進める、富士

宮やきそば学会の渡辺英彦会長に 8月 21日、話を聞いた。 

＜ニューヨークと香港に出展＞ 

 「B－1グランプリ」は、地元に愛されている地域の名物料理や郷土料理などのB級ご当地グルメ

で地域活性化に取り組んでいる、「まちおこし活動」の日本一を競うイベントだ。2006年から毎年

開催され、これまで約 130のまちおこし団体が出展、来場者は延べ 120万人にも達する。富士宮

やきそばで地域おこしを進める富士宮やきそば学会は、06年と 07年に来場者から最も高い評価

を集め、2年連続でゴールド・グランプリに輝いた。 

 

 その後も日本で知名度を高める取り組みをしてきた同会は、さらなる普及と地元産食材の良さを

世界に発信することを目指し、8月 11～13日に香港で開催された「香港フードエキスポ 2011」、8

月 21日にニューヨークで開催された「デイトップ・マディソンアベニュー・フェスティバル」のジャパ

ン・ブロック・フェアに相次いで出展した。 

 

 渡辺会長は「ニューヨーク、香港のイベント出展の手忚えは、非常に大きかった。特にニューヨー

クでは、レストランやディストリビューターからの問い合わせも多く、日本の B級ご当地グルメに対

する関心の高さが実感できた」と語る。 
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＜「やきそば」を地域おこしの起爆剤に＞ 

 富士宮地域の住民が鉄板焼き店や駄菓子屋で手軽に食べていたやきそばを、「富士宮やきそ

ば」としてブランド化し、ニューヨークや香港のイベントに出展するまでに成長させたのは、富士宮

やきそば学会が中心になって地域全体をまとめ、地道に普及活動をしてきたことが大きい。 

 

 「富士宮やきそば」という名称が付けられたのは 90年代後半。もともと富士宮地域はやきそば消

費量が多く、それを地域おこしに使えないかとのアイデアから、古くから食べられていた地域のや

きそばを「富士宮やきそば」と呼んだのが始まりだ。 

 

 00 年には、富士宮やきそばで地域おこしを進める「富士宮やきそば学会」を立ち上げた。当初は、

富士宮市全域の飲食店を調査し、やきそばマップを作成することから始めたという。04年 4月には

富士山を祀＇まつ（る浅間大社前の門前町として栄えてきた富士宮市の中心市街地「お宮横丁」に

アンテナショップをオープンし、同年 9月には「富士宮やきそば」を商標登録した。また、翌 05年 4

月には富士宮駅にショップをオープンするなど、積極的な普及活動と調査活動を展開し、ブランド

イメージを作り上げてきた。 

 

 渡辺会長は「地道に取り組んできた活動が功を奏し、今では東京や大阪に加えて海外からも観

光客が訪れるようになった。当たり前のように地域にあったやきそばをブランド化することで、空洞

化が進んでいた中心市街地の活性化にもつながっている」と語る。 
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＜米国の輸入規制に合わせ新しく麺を開発＞ 

 富士宮やきそばは、富士宮市内の製麺所で作られたコシのある麺、ラードを絞った後の「肉かす

＇油かす（」、終戦直後には入手が困難だったカツオの削り節の代わりにイワシの削り粉をふりか

けるのが特徴だ。炒めてもコシの強さが残る麺は、冷蔵保存や輸送状況が良くなかった時代に、

長期間保存しても風味が損なわれないよう試行錯誤の末にでき上がったものだ。麺を蒸した後、

強制的に冷やし、油で麺の表面をコーティングすることで保存性を高め、コシの強さを出している。

終戦前後のあまり裕福ではなかった時代から、変わらず地元で親しまれてきた。 

 

 そんな歴史を持つ富士宮やきそばだが、ニューヨーク出展に当たっては苦労も多かったという。

日本で使用する麺がつなぎや着色に使用している卵白やクチナシは、米国の食品輸入規制で持

ち込めない。そこで地元富士宮の木下製麺所が、制限される材料を使わない麺を新たに開発した。 

 

 具体的には、つなぎに使用する卵白の代わりに北海道産の薄力粉や中力粉を配合し、着色に

使用するクチナシに替えてウコンを使用するなど工夫を重ね、富士宮やきそば本来のコシのある

麺に仕上げたという。また、肉かすやイワシの削り粉も、富士宮やきそばに合うものを、ニューヨー

クで調達した。 

 

 渡辺会長は「ニューヨークに、本場の富士宮やきそばの味を届けたかった。米国の食品規制に

合う新しい麺の開発には試行錯誤があったが、われわれが満足いくものを届けられた」と語る。 

 

＜行列の待ち時間が 45分にも＞ 

 8月 21日の出展当日、ミッドタウン・ビジネス街の富士宮やきそば出展ブース前には、イベント開

始前から長い行列ができた。ピーク時には行列は約 100 メートルにも達し、列の先頭にたどり着く

までに約 45分もかかった。1パック 5 ドルで販売した富士宮やきそばは、準備した 800食のすべ

てがイベント終了を待たず完売するほどの人気ぶりだった。香港では、イベント会場の制限で火を

使った調理ができなかったため、冷凍した富士宮やきそばや乾燥麺を出したという。ニューヨーク

では、できたての富士宮やきそばを消費者に直接届けたことで、ニューヨーカーの関心の高さを実

感できたという。 

 

 クイーンズに住むアジア系の男性は、ニューヨークではまだ珍しいソース味の富士宮やきそばを

「中華料理として定番である炒麺＇ちゃおめん（に似ているが、炒麺の麺とは異なり、これまでにな

い食感が楽しめた。味付けも良かった」と評した。また、パスタに似た食感でおいしいと語る米国

人もいた。富士宮やきそばに対するニューヨーカーの評判は上々のようだ。 
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 渡辺会長は「地域おこしとして始めた日本のご当地グルメの富士宮やきそばを、まず世界の人

に知ってもらいたい。それがきっかけになり、富士宮に足を運んでくれる外国人が増えれば、われ

われが目指す富士宮市の地域おこしになる」とイベントの波及効果に期待を寄せる。 

 

＜レストランメニューにも登場＞ 

 ニューヨークでのイベント後、その反響の大きさから、早速メニューに「富士宮やきそば」を加えた

レストランもあった。日本から富士宮やきそばを取り寄せ、メニューに加えた日本食レストランのオ

ーナーは「富士宮やきそばを注文するのはまだ日本人が多いが、米国人にも尐しずつファンが増

えてきているようだ」と語る。 

 

 ラーメン、うどんなど、日本の B級グルメに人気が高まるニューヨークで、富士宮やきそばがニュ

ーヨーカーの関心を集め始めている。 

 

＇打田覚志（ 
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○ラーメン、うどんブームで製麺機の販売好調－店内用小型製麺機の大和製作所 

2011年 10月 24日 ニューヨーク発 

 ラーメンやうどんなど日本の麺の人気が高まり、日本製の製麺機が海外でも売れている。現在

の売れ筋は、製麺の専門家でなくとも、本格的な麺が簡単に作れる 1台当たり 300万円程度の高

機能のものだ。米国などからの注文が増え、店内用小型製麺機で業界トップの大和製作所＇本

社：香川県宇多津町（の販売台数は、3年で 2倍に増えた。また、製麺やだしの取り方、店舗運営

を学ぶ研修には、海外から多くの受講生が来るようになった。同社の藤井薫社長に 10月 7日、話

を聞いた。 

＜販売台数は 3年で 2倍に＞ 

 2009 年 9 月、ニューヨークに進出し、多くのビジネスパーソンを取り込んでいる麦の穂の「温や・

ニューヨーク店」、10年 4月にハワイ州ワイキキ地区に出店したトリドールの「MARUKAME UDON・

ワイキキ店」、どちらの繁盛店も日本から製麺機を取り寄せている。両社が使用するのは、店内用

小型製麺機で業界トップの大和製作所＇従業員 75人、1975年創業（が製造したものだ。 

 

 同社の製麺機は、海外でも引き合いが多く、米国をはじめ韓国、中国、シンガポール、オースト

ラリア、欧州など、多くの国に輸出されている。海外からの注文が増加したこともあり、为力の 1台

当たり 300万円程度＇注（の高機能製麺機の販売台数は、3年前に比べ約 2倍になったという。ま

た、増え続ける米国からの需要に対忚し、販売やメンテナンスを行う現地拠点を、12 年にロサン

ゼルスに設ける準備を進めている。 

 

 同社の藤井社長は「モノづくりにこだわり、最高品質の製麺機を世界に届けたい。そして、それを

通じて日本の麺文化を世界に発信していきたい」と語る。 
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＜誰でも簡単に麺が作れる製麺機＞ 

 世界で売り上げが伸びているのは、製麺の専門家でなくても環境や状況に合わせて本格的な麺

を簡単に作れる製麺機だ。すべての麺製造工程をマニュアル化しているため、アルバイトのスタッ

フでも簡単な訓練でおいしい麺を作れるようになるという。そのような高い機能を持つ製麺機を作

るには、うどんやラーメンなどの商品特性を熟知した上で、それを反映させていくことが必要だ。 

 

 製麺機の製作は、大手機械メーカーの設計技師だった藤井氏が中心となり、麺づくりの基本に

立ち返って小麦粉、水、塩などの配合、熟成度合いや練り加減など、素材と製造方法を一から研

究するところから始めたという。また、取引先のうどんやラーメン店に足を運び、尐しずつ製麺機に

改良を加えていった。実際に製麺機を使ってみないと分からないことが多い。自信を持って最高

の製麺機を作り上げるため、地元香川にうどん直営店をオープンするなどして、課題を吸い上げ

た。 

 

 藤井氏は「当初は、多くの麺を早く作る機能的な部分を重視したため、開発した製麺機が全く売

れなかった。手打ちを超えるおいしい麺を誰でも簡単に作ることができる製麺機をコンセプトに、素

材と製造方法を一から研究した。課題を吸い上げ、製品を改良することで、売り上げが伸びていっ

た」と語る。 
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＜日本のモノづくり技術が支える＞ 

 うどんの素材や製造方法を研究し、それを製麺機に反映するのは容易ではない。それを可能に

したのは、日本のモノづくり技術だ。製麺機は香川県の工場で、熟練した職人の手によって 1 台 1

台作られる。流れ作業ではなく、熟練した職人が全体工程を確認できるよう工夫した。ネジを 1 つ

ずつ色分けし、誰がネジを留めたか分かるようにすることで、職人のプロ意識を高め、品質管理を

徹底したという。それは、製麺機に 1,300 ヵ所以上の改良を加えてきた同社のモノづくりの原動力

にもなっている。 

 

 モノづくりの技術力は、米国の業務用食品機器に求められる国家衛生財団＇NSF：National 

Sanitation Foundation（基準への対忚でも生かされた。例えば、審査段階で製麺機の隅に打ち粉

が付着すると指摘を受けた。日本では、製麺工程で使用する打ち粉が機器に尐量付着するのは

一般的に見慣れた光景だ。しかし、米国ではうどんの製麺機がまだ普及していなかったため、厳し

くチェックされた。どうしたらその規制をクリアできるか。プロジェクトチームで検討を重ね、試行錯

誤を繰り返し、細かい改良を加えた。その技術と改良は現在、日本国内で販売している製麺機に

も生かされている。 

 

 実際に、米国で大和製作所の製麺機を使用しているうどん店の支配人は「大和製作所の製麺

機は、小麦粉や水を混ぜるミキシング、うどんを練る足踏み、延ばし、熟成などのすべての工程を

機械 1 台でこなす。製麺の専門家でなくても、簡単に本格的な麺を作ることができるのが魅力だ。

また、製麺機には細かい工夫が多く施されており、技術力の高さが実感できる。それが、日本から

製麺機を取り寄せる理由だ」と語る。 

 



Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  62 

 

＜日本の麺文化を世界に広く発信＞ 

 こだわりを持って 1 台 1 台手作業で製造した製麺機。しかし、それだけで、うどんやラーメン、そ

ば店などを開店した経営者が日本や海外で成功できるとは限らない。大和製作所が目指すのは、

日本の麺の繁盛店が増え、それを通じて日本の麺文化を正しく世界に発信することだ。 

 

 これまで、製麺機を通じて多くの繁盛店を見てきた経験を生かし、麺の作り方だけではなく、だし

の取り方からマーケティング、店舗運営などの研修や講習会を日本で積極的に開催している。01

年に「うどん学校」を開校し、その後 04 年に「ラーメン学校」「そば学校」を開校した。今では、3 つ

の学校の修了生は、年間約 600 人に達する。研修を受けるために米国、アジア、欧州など世界各

国から多くの受講生が日本を訪れる。海外からの受講生は全体の約 1 割に達し、帰国後、ラーメ

ン店やうどん店などを開店する割合が高いという。 

 

 藤井氏は「ラーメン、うどんなど日本の麺の人気が世界で高まっている。製麺機だけではなく、ノ

ウハウを学んだ日本や海外の受講生の店が繁盛店になれるようサポートしていきたい。それが日

本の麺文化を世界に広く発信することにつながる」と語る。 

 

 

＇注（日本国内での平均販売価格。海外への販売価格は異なる。 

 

＇打田覚志（ 
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○低カロリーのビールテイスト飲料、順調に滑り出す－キリンブルワリー・アメリカ－ 

2011年 12月 15日 ニューヨーク発  

 キリンブルワリー・アメリカ＇KBA（は 10月 5日、ビールテイスト飲料「キリンフリー＇KIRIN FREE（」

の試験販売をロサンゼルス地域で始めた。米国展開に当たり KBAが最初に目を付けたのは、こ

の地域に多い日本食レストランだ。日本食レストランを活用することで、米国人への普及を狙った。

試験販売開始から約 2 ヵ月、ドライバーだけでなく、健康への関心の高まりから低カロリー商品を

選ぶ消費者層を取り込んでいる。KBAの山田崇文副社長に 12月 5日、話を聞いた。 

＜アルコールゼロは米国初＞ 

 山田氏は「日本の技術で作り上げたビールテイスト飲料を多くの米国人に味わってもらいたい」

と語る。 

 

 ビールテイスト飲料「キリンフリー」は、09年 4月の販売開始から日本で出荷数を大きく伸ばし、

10年には約 520万ケースを販売するまでに成長した。日本での人気を追い風に、世界第 2位のビ

ール消費市場、米国での試験販売を 11年 10月 5日から始めた。米国では、アルコール分が 0.5

パーセント前後の低アルコールビールは多く販売されているが、アルコールを全く含まないビール

テイスト飲料は、キリンフリーが初めて。 

 

 山田氏は「試験販売開始から約 2 ヵ月。車社会の米国で、ビールの味を楽しみたいがビールを

飲むことができないドライバーなどの需要を取り込み、キリンフリーの販売は順調だ。また、健康

への関心の高まりから低カロリー商品を選ぶ消費者層も取り込んでいる。米国では公園など公共

の場所での飲酒が厳しく制限されているため、公共の場で行うイベントでの販売など、新しい引き

合いも多い」という。 
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＜日本食レストランを活用し普及を狙う＞ 

 海外初となるキリンフリーの試験販売地をロサンゼルス地域にした理由の 1つは、日本食レスト

ランが多いことだ。ジェトロの調査では、10年のカリフォルニア州の日本食レストラン数は、5年前

に比べ 37％増加し、約 4,000軒になった。ロサンゼルスを中心とする南カリフォルニア地域には、

全米の日本食レストランの約 2割がある。KBAは米国での本格販売に先駆けて、それらのレスト

ランや日本食を扱うスーパーマーケットなどで試験販売＇注 1（を始めた。まず、ターゲットとして狙

ったのは、日本食レストランの客だ。 

 

 山田氏は「日本では、テレビコマーシャルなどを活用し、短期間に商品の普及を図るが、米国で

はその手段が使えない。ロサンゼルス地域は、多くの日本食レストランがあり、日本人だけでなく、

米国人が多く来店する。日本食に興味を持つ人に、実際にキリンフリーを試してもらうことができる

よう、日本食レストランを活用する戦略を取った。米国展開の初期段階では、日本食レストランの

活用は 1つの有効な方法だ」と語る。 

 

 販売開始直後は、キリンフリーをよく知っている日本人からの注文が目立ったが、アジア系や同

伴したそれ以外の米国人からの注文も多くなり、注文する層が尐しずつ広がってきているという。 
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＜低カロリーを前面に出す＞ 

 キリンフリーは、一般的なビールに比べカロリーが約 3分の 1程度＇小瓶 1本当たり約 60キロカ

ロリー（と、低カロリーなことも特徴だ。米国では、成人の 3分の 2以上が過体重または肥満＇注 2（

で、糖尿病や心疾患、高血圧などを引き起こす要因として深刻な社会問題になっている。過体重

を起因とする疾患の医療費も増加しており、政府は、成人の肥満率を 15％以下に抑えることを目

標にしている。 

 

 そんな中、10年 3月に成立した医療制度改革法で、外食チェーンはすべての商品についてメニ

ューなどにカロリーを表示することが義務付けられた。先行してカロリー表示を義務付けていたニ

ューヨーク市では、表示を参考にして商品を注文する客が多く、低カロリー商品に対する関心が高

まっている。そのため、アルコール分ゼロに加え、低カロリーを前面に出したプロモーションを実施

することで、健康に関心のある消費者層の取り込みを図ったという。 

 

 山田氏は「カロリーを抑えているという理由で、キリンフリーを選択する消費者も多く、新しい需

要を取り込めている」と語る。 
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＜食品規制に合わせ原材料を工夫＞ 

 米国での試験販売は順調な滑り出しとなったが、試験販売を開始するまでには苦労も多かった

という。その 1つは、米国と日本の食品規制の違いだ。爽快なキレと飲みごたえのあるビールの

味を出すため、酵母を一切発酵させずにその味を作り出しているが、日本で認められている香料

の一部が米国の食品規制品目に該当した。そのため、米国の規制に合わせるかたちで、原材料

の一部を変更したという。これをきっかけに、12年以降日本で販売するキリンフリーも、米国など

多くの食品規制を満たすグローバル商品にスペックを変更する予定だという。また、キリンフリー

は日本で生産して米国に輸出するため、円高の影響も無視できない。 

 

 山田氏は「原材料の変更、東日本大震災や円高の影響など、販売開始までに苦労も多かった

が、米国での販売は計画どおり順調に推移している。11年内にはロサンゼルス地域での試験販

売結果を評価・分析し、12年春には、ニューヨークやサンフランシスコなどでの販売を開始したい。

また、将来的には米国以外へも展開ができればと考えており、カナダのトロントやバンクーバーな

どに注目している」と語る。 

 

＇注 1（日本食レストランでの平均的な販売価格は約 4 ドル。小売店では米国企業のビールより多

尐高めの価格設定で小瓶タイプ＇容量 334 ミリリットル（が 2 ドル程度となっている。 

＇注 2（一般的に、肥満度を示すボディーマス指数＇BMI（が 25.0以上を過体重、30.0以上を肥満と

呼ぶ。 

 

＇打田覚志（ 
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２．小売・消費関連産業の対米展開事例 
 

○金子眼鏡、技・アート・日本的サービスで「ものづくり」を変える  

2011年 02月 23日 ニューヨーク発 

 日本の眼鏡づくりの「技」とニューヨークの「アート」を融合させることで、価格競争に巻き込まれ

ない「ものづくり」ができないか。低価格の中国製品が大量に日本に流入し始めた 1990年代後半、

金子眼鏡＇福井県鯖江市、従業員 160人（は、眼鏡にアート・ファッション性を持たせることが解決

の糸口だと考え、98年にニューヨーク出店を決意した。2000年4月の立ち上げ当初から現地事業

をマネジメントしてきた濱口十至幸＇はまぐち・としゆき（支店長に 1月 24日、話を聞いた。 

＜ニューヨークのアート・ファッション性を取り込む＞ 

 金子眼鏡は 1958年の創業から現在に至るまで、外部環境の変化を先取りするかたちで、大きく

変貌してきた。80 年代後半までは、完成品を仕入れて問屋に卸す取り次ぎが事業の中心だった

が、他社との差別化を図るため、87年に自社ブランドを開発し、「ものづくり」企業に変身した。 

 

 当時は、海外などの有名ブランドから名前を借りて製造するライセンスブランドによる製造が業

界の为流だったが、デザインや品質を追求する独自ブランドに活路を求めた。同社ブランドの特

徴的な商品は、泰八郎や小竹長兵衛など眼鏡職人の名前がついた「眼鏡職人シリーズ」だ。 

 

 90年代後半、低価格の中国製眼鏡が大量に流入し、高級品ではイタリアのルクソティカやサフィ

ロがグッチやアルマーニなどの有名ブランドとライセンス契約を締結するなど、事業環境が大きく

変化した。ライセンスブランドによる製造が中心だった多くの福井県内のメーカーは、海外大手企

業によるライセンスの囲い込みなどにより、事業の縮小を余儀なくされた＇図参照（。 
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 そのような外部環境の変化を乗り切るため、同社が取った戦略が消費者に直接販売する小売

事業の強化と海外進出だ。同社は 98 年、函館に直営店第 1 号店をオープンするとともに、ミラノ

の「ミド」やパリの「シルモ」など国際的な眼鏡見本市への出展を開始した。次に目を付けたのは、

日本の眼鏡づくりの「技」とニューヨークの「アート」を融合させ、価格競争に巻き込まれない「もの

づくり」をすることで、ファッション・アートの最先端を行くニューヨークへの進出だった。 

 

＜日本の眼鏡づくりの「技」を発信＞ 

 98 年、金子真也社長と濱口支店長によるニューヨーク出店準備が始まった。ニューヨークのファ

ッション・アート性を取り込み、日本の「技」をうまく発信するにはどこに出店するべきか。ニューヨ

ークでの物件探しで多くの候補地を比較、検討し、最終的にたどり着いたのは、ハイセンスな流行

の発信地として知られるソーホー地区だ。家賃は高額になるが、日本の「技」を多くの人に発信で

きるよう角地の物件に決定した。通りに接する 2 面はガラス張りで、多くの人が店の前で立ち止ま

る。 

 

 約 2 年の準備期間を経て、00 年 4月、ニューヨーク支店の「フェイシャル・インデックス・ニューヨ

ーク」をオープンした。濱口支店長は「福井の眼鏡メーカーが東京への出店より前に、流行の最先

端のニューヨークに進出したことで、多くの新聞や雑誌に取り上げられ、効果は大きかった」と、当

時を振り返る。 
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＜展示会への出展と海外出店の相乗効果は大＞ 

 進出後に最も力を入れたのは、製品の良さを発信し続けることだ。ニューヨークで開催される世

界最大級の国際眼鏡・眼科用機器見本市「International Vision Expo」には毎年出展している。当

初は商談は尐なかったが、継続的に出展することで製品の良さが伝わり、具体的な商談が多くな

ってきたという。展示会終了後も、ニューヨークの店でフォローアップできるのが強みだ。展示会の

出展とニューヨーク店の相乗効果で、バイヤーの認知度が向上し「フェイシャル・インデックス」とい

う店の名前で「金子眼鏡さんですね、と分かってもらえるようになった」という。 

 

＜きめ細かいサービスとファッション性で女性客が 6割＞ 

 店の顧客層は、米国人が 8 割、日本人が 2 割。米国人の中でもイタリア系が多いのが特徴だ。

最近では、中南米諸国からの顧客も多いという。製品はすべて福井県で製造されるが、米国人向

けの最終調整は、濱口支店長自らが店舗地下の工房で行う。 

 

 米国人と日本人では顔のつくりが異なるため、眼鏡のフィット感を高める最終調整が欠かせない。

また、ニューヨークの女性客は、まつ毛が長くマスカラを使用する人が多いので、眼鏡がマスカラ

で汚れないよう、レンズと目の間隔を広めにとるよう調整する。きめの細かいサービスとファッショ

ン・アート性を高めることで、女性の心をつかみ、女性客は全体の 6割を占める。 

 

 また、日本的なサービスを取り入れることで、米国人の固定客が増えてきた。眼鏡購入後の調

整や修理には、1 つ 1 つ丁寧に対忚する。良いものを長く使ってもらいたいからだ。修理で時間が

かかる客には、忚急措置的に自分が使用する眼鏡の部品を使って修理することもある。常に客の

立場になって対忚することを心掛けているという。「ただ商品を売るだけになりがちな海外で、品質

の高い商品と日本的なサービスを組み合わせて提供できるのは、直営店の強みだ」と語る。 

 

http://www.visionexpoeast.com/
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＜訴訟を未然に防ぐには顧客の立場になって話を聞くこと＞ 

 米国展開で注意が必要なのは、訴訟リスクだ。実際に、座った状態で脚の上に置いていた眼鏡

が立ち上がった拍子に床に落ち、それを誤って踏んでしまって壊れたという事例があった。 

 

 顧客側の弁護士は、脚の上に置くと壊れることがあるとは、説明書に書かれていないと为張した。

この件では、顧客に対して丁寧に説明することで実際の訴訟には発展しなかったが、思わぬとこ

ろで訴えられるリスクが存在する。クレームをつけてくる客には、それなりの言い分がある。どんな

为張でも、顧客の立場になって考え、最後まで話を聞くことが重要だという。 

 

＜福井県の眼鏡輸出の 4割は米国向け＞ 

 ジェトロの調査によると、眼鏡のフレーム製造で全国の 95％を占める福井県の眼鏡類の輸出額

＇08年（は 250億円に達する。輸出額の約 4割を占めるのは米国向けだ＇注、表参照（。最大の輸

出先で、多くの顧客を抱える米国での継続的な情報発信は、ブランドの構築には欠かせない。 
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 価格競争にならない商品を売り込むためには、他社との差別化が必要だ。眼鏡づくりの「技」と

ニューヨークの「アート」、そして「日本的サービス」で、日本の「ものづくり」を変える。眼鏡産地、金

子眼鏡の取り組みは続く。 

 

＇注（眼鏡類とは、眼鏡フレーム、サングラス、レンズ、部品の合計。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本カルチャーの総合発信でファンを掘り起こし－アメリカ紀伊國屋書店－ 

2011年 04月 19日 ニューヨーク発  

 全米で 7店舗を展開するアメリカ紀伊國屋書店は 2007年 10月、旗艦店となるニューヨーク本店

を約 1.5倍に広げ、拡充したスペースでアニメやファッション、日本の地域や産地と連携したイベン

トを開催している。書籍販売と日本ファン発掘の相乗効果を狙う事業戦略で、売り上げは毎年 2

ケタ伸びているという。 

 大野繁治＇おおの・しげはる（本部統括部長兼副社長に 1月 28日、成功の秘訣＇ひけつ（を聞い

た。 

 

＜日本のサブカルチャーで若者を引き付ける＞ 

 日本のアニメやコスプレに関心のある米国人が年に 4～5回、紀伊國屋書店ニューヨーク本店前

で行列をつくる。同店が開催するアニメデーやコスプレデーの参加者たちだ。夜明け前から行列

ができるほど両イベントには熱狂的なファンが多い。アニメやコスプレなど日本のサブカルチャー

は、米国でも大人気だ。毎年、メリーランド州ボルティモアで開催される「OTAKON＇オタコン（」には、

2万 5,000人を超えるアニメやコスプレファンたちが集結する。 

 

 インターネットやモバイル情報端末の普及などにより若者の書店離れが進むといわれる中、アメ

リカ紀伊國屋書店は、日本のサブカルチャーを切り口に、米国の若者を書店に誘うようなイベント

を仕掛ける。大野氏は「まずは米国の人たちに広く来店してもらうこと。そのためには、単に書籍を

売るのではなく、日本のカルチャーで『魅せる』ことが大切だ」と、力を込める。同社がカルチャー発

信をこれまで以上に強化するようになったのは、07年 10月のニューヨーク本店の移転がきっかけ

だった。 

 

 

http://www.otakon.com/
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＜日本カルチャー発信に最適な場所を選ぶ＞ 

 紀伊國屋書店の米国進出は30年以上前にさかのぼる。1969年のサンフランシスコを皮切りに、

81 年にニューヨークに進出。ニューヨーク進出当時は、周辺に日系企業のオフィスが多いロックフ

ェラーセンター内に店舗を構え、米国に住む日本人を対象とした日本書籍の販売を中心としてい

た。00 年ごろから、ライフスタイルなど日本カルチャーに関する情報を求め、米国人客が増えてき

たという。 

 

 そんな中、ニューヨーク本店のリース契約期限を迎え、本店の移転先を決めることになった。こ

れまでの顧客に不便を掛けないよう旧店舗から遠くないこと、多くの米国人客を取り込める立地と、

日本のカルチャー発信に最適な立地に留意したという。同社が出した結論は、グランド・セントラル

駅とペンシルベニア駅というニューヨークの巨大ターミナルの間に位置し、マンハッタンの憩いの

場といわれるブライアント・パークの正面だった。 

 

 ブライアント・パークでは冬季、スケート場が設けられ、それを取り囲むように多くの出店＇でみせ（

が出る。また、夏季には有名人による詩の朗読会など多くのイベントが開催される。タイムズスク

エアも隣接するこのエリアは、年間を通じて全米だけでなく世界中から多くの観光客が押し寄せる。

同社はその地に、07 年、旧店舗の約 1.5 倍の面積となる 2,150 平方メートルの新本店をオープン

した。 

 

 

 大野氏は「旧店舗の約 1.5倍の広さとなる店舗面積確保は、当時としては思い切った決断だった。

新本店の場所は、米国の人々に強くアピールできる立地にこだわり、候補物件を 100 件以上見て

出した結論だ。日本のカルチャーを発信していくに当たり、この立地に優る場所はなかった」と、当

時を振り返る。 
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＜日本食カフェも併設＞ 

 移転後の新本店では、米国人に親しんでもらえる店にするため工夫を凝らした。その 1 つは、日

本食カフェを設置したことだ。米国の一般的な書店には、ゆっくりくつろいで本が選べるようコーヒ

ーショップを併設している店が多い。同店も米国人にくつろいでもらえるようカフェを設置している

が、提供するのはコーヒーやパンだけではなく、米国人に人気が高いすし、おにぎり、BENTO＇弁

当（など日本食が中心だ。日本食を食べに同店を訪れる米国人も多いという。 

 

 日本食カフェを設置することでほかの書店との差別化を図る。大野氏は「米国人に親しんでもら

える雰囲気づくりを目指し、日本食を提供するカフェを設置した。日本カルチャーの効果的発信に

は、日本食は欠かせない」と語る。 

 

 カフェは、アニメデーなど大規模イベントを開催する際には、イベント会場に早変わりする。イベ

ントの開催に合わせ、柔軟なレイアウトが可能なことも、カフェを中心としたオープンスペース設置

の魅力だ。 

 

 

＜日本の地域や産地との連携を強化＞ 

 同社が強化するイベントは、若者向けにとどまらない。日本のカルチャーをもっと米国に紹介しよ

うと、日本の地域や産地と連携したイベントを開催する。その１つが、10年 10月下旬から 11月上

旬にかけ、伊万里焼の地揚企業約 10 社と連携して開催した「麗＇うるわ（しの明治伊万里展」だ。

1876年、米国独立 100周年記念のフィラデルフィア万博に出された花瓶の復刻品や、現代風にア

レンジした約 100点の作品を同店 2階に展示した。 
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 明治時代初期、優美で精巧な日本製の陶磁器が世界中の人を魅了した。伊万里焼も、近代化

を押し進める日本政府によって輸出が奨励された商品の１つだ。展示された西洋スタイルの洋食

器や装飾品には、当時、欧米人に人気があった日本的な花鳥風月が描かれる。200 年以上の時

を経て、マンハッタンの同店を通じて伝統文化・伊万里焼が世界中に発信された。 

 

 

 大野氏は「これからも日本の地域や産地と連携したイベントを強化していくことで、米国での日本

のファンを増やしていきたい。そうすることで、書籍販売との相乗効果が生まれる」と語る。 

 

 インターネットやモバイル情報端末が普及し、書籍の電子化が進んでいく中、OTAKU＇オタク（を

キーワードに若者を取り込み、さらには日本の地域や産地と連携することで日本ファンの掘り起こ

しを狙う。同社の戦略は、日本カルチャーの総合発信だ。 

 

 本店移転後、3 年たった今でも毎年 2 ケタずつ売り上げが伸び続けている。同社戦略の成功を

裏付けるものだ。紀伊國屋書店の海外戦略は、これから海外で日本の地域産品や伝統品の売り

込みを強化していきたいと考える企業の戦略とも合致しそうだ。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本生まれのニシキゴイ、ハワイで育て世界に届ける－三好池の樹神社長に聞く 

2011年 07月 15日 ニューヨーク発  

 ニューヨーク近郊の高級住宅街。大きな庭の池には日本の国魚といわれる「ニシキゴイ」が優雅

に泳ぐ。1匹 1匹に名前を付け、毎朝のコミュニケーションを欠かさない熱心な飼い为も多いという。

ペットとして注目を浴びているニシキゴイの売り上げを順調に伸ばしているのは、新潟中越地震

で被災したニシキゴイ生産者と連携し、ハワイで養魚・販売を手掛ける三好池＇愛知県みよし市（

だ。泳ぐ宝石といわれる高級ニシキゴイの評価法を分かりやすく解説するなど、品質の高さを前

面に出す戦略で米国市場を攻める。樹神太郎＇こだま・たろう（社長に 7月 6日、話を聞いた。 

＜新潟中越地震で被災した生産者と連携＞ 

 「新潟で生まれ、日系人がハワイで育てたニシキゴイを、世界中に届けたい」と語るのは、1972

年に創業し新潟県産ニシキゴイの養魚・販売を手掛ける三好池の樹神社長だ。新潟県の小千谷

市、長岡市周辺はニシキゴイ発祥の地で、日本有数の産地として知られる。同社は、200年以上

受け継がれてきた同地の職人の技に魅せられ、新潟県産ニシキゴイの販売を 30年以上行ってき

た。同社のハワイ進出は、2004年 10月の新潟中越地震がきっかけだ。 

 

 樹神社長は「新潟中越地震はニシキゴイの産地を直撃し、その被害は想像を超えるものだった。

新潟県産は品質が高いと、米国をはじめ世界中から問い合わせや注文が増えてきた矢先に地震

が起きた。養魚場は地割れや地すべりで打撃を受け、数年かけて育ててきた多くのニシキゴイが

流された」と当時を振り返る。 

 

 地震発生の翌月には、同社の樹神衛＇こだま・まもる（会長が中心になって、「新潟の錦鯉を助け

る会」を発足させ、被災した生産者などと連携し、産地を守る活動を行ってきた。しかし、地震の爪

痕は大きく、養魚場の再整備には長い時間と膨大な費用がかかることが分かった。そのような中、

生産を断念し、廃業を考え始める生産者も多く出てきたという。このままでは、受け継がれてきた

コイ職人の技が消えてしまう。その間にも世界中の愛好家たちが、新潟県産のニシキゴイを待ち

望んでいる。同社が出した結論は、ハワイの地の利を生かし、新潟産のニシキゴイを養魚すること

だった。 

 

＜ハワイに養魚場を新設＞ 

 ホノルルから車で 1時間のミリラニ市郊外。同社は 07年、約 4ヘクタール＇東京ドーム 1個分（

の敷地に、容量 150 トンの養魚池 70面、同 20 トンの養魚池 60面を新設した。新潟の生産者と連

携し、体長5～10センチの稚魚を航空便で仕入れ、温暖な気候のハワイで育て米国本土などに安
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定的に供給する。ハワイは雤が多いため、養魚に最適な軟水が容易に確保でき、水質も安定して

いる。1年を通して気候が温暖なため、ニシキゴイの成長速度も速い。例えば、日本の冬に当たる

2月に仕入れた体長 5～10センチのコイが、4 ヵ月後には 30センチに成長するという。 

 

 価格でいえば、1匹約 10 ドルで仕入れた稚魚が、4 ヵ月後には 1,000 ドル以上で取引されること

もあるという。樹神社長は「育てる環境として、ハワイは海外で最適の場所だ」と語る。 

 

 

 輸送面でもハワイに養魚場を設置するメリットは大きい。その 1つは、日本やアジア地域からの

輸送に比べ、ハワイから米国本土に輸送するコストが格段に低いことだ。例えば、日本から米国

本土に体長 50センチの成魚を輸送すると、1匹当たり約 300 ドルかかるが、ハワイからの輸送は

約 80ドルと、4分の 1ほどで済むという。もう1つは、ハワイと米国本土間は国内輸送になるため、

ニシキゴイに負担がかかる動物検疫が不要なことだ。 

 

 樹神社長は「コスト上のメリットはいうまでもないが、出荷時の検疫が不要なため、ニシキゴイへ

の負担をできるだけ尐なくできる。また、米国各地への直行便が多く就航する空港の近くで、養魚

に適した大規模な用地が確保できることも大きい。当社の養魚場は、ホノルル国際空港から車で

30分と、陸上輸送も短くてすむ」と話す。 

 

＜ブランド価値を高める＞ 

 新潟県産ニシキゴイのブランド価値向上にも力を注ぐ。泳ぐ宝石といわれる高級ニシキゴイは、

1匹数万ドルで取引される。米国進出当初は、高級ニシキゴイの良さについて説明を求めてくる米

国人が多かったという。そのため、新潟県産の品質の高さや特徴、ニシキゴイの評価尺度を紹介

する英語版解説書「KOKUGYO」「KOKUGYO 2」を出版した。 
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 樹神社長は「評価法を詳しく解説し、新潟県産の品質の良さや、ニシキゴイの奥深さを分かって

もらうことに注力した。そうすることで、ブランド価値を理解した上で購入する固定客を増やすこと

ができた。また、より品質の高い超高級なものを求める客を得ることにもつながっている」という。 

 

 

＜日系人スタッフが養魚を支える＞ 

 ハワイで同社の養魚を支えているのは、スタッフの 7割を占める日系人。養魚では、病気になっ

たコイを素早く見つけ、ほかのコイに病気が感染しないように、いかに早く別の池に移せるかが、

事業成功の 1つのポイントになる。そのためには、体調が悪いコイをいち早く見つける観察力が必

要だ。樹神社長は「その能力にたけているのは、日系人スタッフだ。特に、女性スタッフの観察力

には目を見張るものがある。エサや巡回などのごく限られた時間で、数万匹のコイとコミュニケー

ションし、その異変に気付くのは日系人スタッフが多い。日系人スタッフがハワイでの養魚を支え

ている」と語る。 

 

＜前年比 3割増の売り上げを見込む＞ 

 三好池は、新潟県産ニシキゴイの品質やブランドを前面に打ち出すことで米国人の心をつかみ、

11年には前年比3割増の売り上げを見込んでいる。また、カナダや欧州など米国外からの注文や

問い合わせも増えているという。ニシキゴイのさらなる普及と、より極め細やかな顧客サービスを

実現するため、11年内に直接販売する店をニューヨーク近郊のニュージャージー州に設置する予

定だ。 
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＇打田覚志（ 
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○ブックオフ、日本的サービスで中古市場を攻める 

2011年 08月 22日 ニューヨーク発  

 日本で中古書店など約 1,100店を運営するブックオフが、米国人をメーンターゲットに据えた店

舗「グローバルブックオフ」を積極的に展開している。海外事業の売り上げは 3 年で倍増と順調だ。

開放的で入店しやすい雰囲気と、日本で培った中古ビジネスのノウハウ、日本的な顧客サービス

で、多くの米国人固定客を取り込んでいる。ブックオフ海外事業部の菅家義孝ゼネラルマネジャ

ーに 8月 10日、話を聞いた。 

＜中古ビジネスが根付く素地＞ 

 日本で書籍、衣類、雑貨など中古商品販売店を約 1,100店運営するブックオフの海外展開は、

1999年 2月にハワイ・アラモアナショッピングセンター内にフランチャイズ店として出店したのを皮

切りに、2000年 4月に初の直営店となるニューヨーク店をオープン。01年にはロサンゼルス店、04

年にはパリ・オペラ座店、05年にはカナダ・バンクーバー店をオープンし、現在では、米国をはじめ、

フランス、カナダ、韓国の 4 ヵ国で直営店 11店、フランチャイズ店 2店を運営する。海外の店舗で

も、日本の中古書店同様、書籍、映画DVD、音楽CDやゲーム機器などの商品を顧客から買い取

り、低価格で販売している。 

 

 「米国で日本の中古ビジネスを根付かせたい」と語る菅家氏は「米国人は、中古品に対して抵抗

感が小さい人が多い。例えば、住宅、車や家具などは、新品よりむしろ中古品を好む人もいる。米

国では、当社が日本でノウハウを蓄積してきた中古ビジネスが根付く素地がある」と指摘する。 

 

 

 そんな中、近年ブックオフが力を入れるのは、米国人をメーンターゲットに置き、現地の顧客向

けの書籍、映画 DVD、音楽 CDなどの品ぞろえを充実させ、その販売に特化した「グローバルブッ
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クオフ」と呼ぶ店舗スタイルだ。10年 8月にはロサンゼルス近郊のショッピングセンター内に、グロ

ーバルブックオフとしては世界で 5 店目のデルアモファッションセンター店をオープンした。同店は、

カリフォルニア州アナハイム近郊のウェストミンスターモール店、ハワイ・パールリッジ店、パリの 2

店をしのぐ、世界最大のグローバルブックオフの店だ。 

 

＜中古書店になじみがなかった層を掘り起こす＞ 

 デルアモファッションセンター店の立ち上げで注力したのは、米国人に気軽に来店してもらえる

ような工夫だ。ブックオフの中古ビジネスは日本では知名度が高いが、米国ではまだ知らない人

が多い。オープン当初は、書籍など中古商品には興味があるが、なかなか入店しにくいという人も

多かったという。そのため、店内が広く見渡せるように、通りに面した部分はできるだけガラス張り

にし、通路の幅を広めに確保するなど、明るく開放的な雰囲気を目指したという。また、ショッピン

グセンターのいたるところに、低価格な中古商品を販売していることを PRする広告を大々的に出

すなど、割安感を前面に出したプロモーションを展開した。 

 

 菅家氏は「米国では小説など一般的な書籍の平均価格が 1冊当たり 10～20 ドル程度と高いた

め、中古書籍は価格競争力がある。また、電子書籍やインターネットを使った書籍販売との競合

はあるが、実際に書籍を手にとって納得して購入できる書店タイプのニーズは大きい。明るく開放

的な雰囲気を作り出すことで、これまで中古書店になじみがなかった層の掘り起こしを狙った」と

語る。 

 

＜「本をお売りください」の姿勢で＞ 

 さらに、店内の目立つところに、予約なしで来店してもその場で書籍などを店に売れることを説

明した広告を設置した。手持ちの書籍などを売れる場であることを、まずは米国人に知ってもらう

ことを重視したという。 

 

 買い取る商品は、書籍、映画 DVD、音楽 CD、ゲームソフトや機器など多岐に及ぶ。マニュアル

化された買い取り手順で、経験を積んだスタッフでなくとも、短時間で本を査定しその場で現金を

渡すスタイルは、日本のブックオフと同じサービスだ。この効果は大きく、書籍などを売った米国人

の多くが、その後、同店の固定客になっていったという。 

 

 菅家氏は「顧客を待たせることなく、短時間で書籍などを査定するのは、日本で培ったノウハウ、

サービスの 1つだ。米国でも、店からの目線の『本を買い取ります』ではなく、『本をお売りください』

という日本と同じ顧客本位のサービスを心掛けている。また、店頭やレジでの買い取りを推奨する
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声掛けも、反忚は上々だ。その顧客本位のサービスが米国人には新鮮に映っているようだ」と語

る。 

 

 

＜海外直営店の売り上げ、3年で倍増＞ 

 ブックオフは、グローバルブックオフだけではなく、既存店舗でも現地の顧客を取り込んでいる。

ニューヨークでは 10年 4月に、店舗面積を約 8割増やした新店舗をロックフェラーセンタービル周

辺にオープンした。2階から地下まで 3 フロアーを占める店内には、座れる場所を設けるなど、客

がじっくり本を選べるレイアウトにし、グローバルブックオフ同様、書籍や映画 DVDなど米国人向

けの商品を充実させた。ニューヨーク店でも、品ぞろえの充実と日本的サービスを徹底することで、

米国人客が順調に増えているという。 

 

 

 菅家氏は「海外直営店の売り上げは、現地顧客の増加が牽引し 3年で倍増した。米国人が書籍

などを売りに気軽に来店し、お気に入りの商品を見つけられるようなリサイクルモデルを浸透させ

ていきたい」と語った。 

 

＇打田覚志（ 
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○宮城県の中小企業復興を世界にアピール－今野印刷、ニューヨーク・ギフトショー

で商談成立－ 

2011年 09月 08日 ニューヨーク発  

 今野印刷＇仙台市若林区（は、東北地域有数の印刷会社だ。これまで大手企業の下請けが中

心だったが、地元宮城のデザイン事務所と連携し、グリーティングカードなどの独自ブランドを立

ち上げた。東日本大震災で本社工場が被災し、一時は予定していたニューヨーク・ギフトショーの

出展取りやめも検討したという。しかし、宮城県の中小企業の復興を世界の人々に見てもらいた

いと考え出展。ギフトショーでは、繊細なタッチで描かれたアニメ絵柄のグリーティングカードに注

文が集まった。橋浦隆一社長に 8月 18日、話を聞いた。 

＜印刷機にズレが生じ操業を停止＞ 

 東日本大震災による津波が今野印刷の本社工場から約 2キロの地点まで押し寄せ、共同で事

業を運営するデザイナーなど多くの取引先や友人たちも被害を受けた。本社工場では地震による

揺れで印刷機にズレが生じ、操業停止に追い込まれた。精密機器である印刷機の調整には約 3

週間かかり、復旧後これからだというとき、4 月 7 日に発生した余震で再度印刷機にズレが生じて、

また工場が止まった。 

 

 橋浦氏は「繁忙期の年度末に工場が休止したのは、大きなダメージだった。新規事業を地元の

中小企業者と立ち上げた矢先でもあった。工場が止まり、余震が続く中、8月 14～18日のニューヨ

ーク・ギフトショー＇注（への出展を取りやめることも検討した。しかし、いつまでも立ち止まってはい

られない。国内業務の立て直しで苦しい時期だったが、宮城県の中小企業の復興を世界の人々

に見てもらいたいと考え、地元宮城のデザイン事務所のオーサムクリエイト＇庄司みゆき代表（と

連携して、出展することを決めた」と語る。 
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＜独自ブランドを立ち上げ＞ 

 今野印刷＇従業員 50人（は、東北で多くの年賀状印刷数を誇る、地域有数の企業だ。東北地方

のコンビニで販売される絵柄の入った年賀状の多くは、同社が印刷したものだ。大手企業から注

文が入るのは、これまで積み重ねてきた創業 103年の実績と、常に新しい印刷技術を追い求めて

いることにある。同社は「水なし印刷」と呼ばれる、有害な廃液を出さない、環境に対忚した最新の

印刷機を使用している。水を使用しないためインキがにじまず、仕上りが高精度で細かい表現が

できる。その技術を生かし、ポスター、書籍、年賀状など、多くの印刷を手掛けてきた。 

 

 しかし、大手企業からの委託や請負が多く、今野印刷のブランドが表に出る商品はわずかだっ

たという。下請けではなく、自社の印刷技術を生かして新しい事業を立ち上げたい。そう考えた同

社は 10年 9月、オーサムクリエイトの庄司氏の協力を得て、グリーティングカードやグリィーティン

グカードを使ったインテリア商品を扱う独自ブランド「tegami」を立ち上げた。 

 

＜購入者の 8割は女性＞ 

 全米グリーティングカード協会＇GCA（によると、グリーティングカードの米国内の市場規模は 75

億ドルを超え、年間 70億枚のカードが飛び交う。カードは、クリスマスやバレンタインデーなど、特

定のイベントで取り交わされる季節カードが全体の半数、誕生日や記念日の報告など、日々取り

交わされるエブリデーカードが半数を占める。日本では年賀状やクリスマスなどの季節カードが大

半を占めるのに比べ、米国では日々取り交わされるカードが多いのが特徴だ。 

 

 グリーティングカードは、1枚 50セントから 10 ドルまでの価格で販売され、2～4 ドルのものが一

般的だという。購入者の 8割は女性で、カードの選択に時間をかけ、一度に複数枚購入する。一

方、男性は必要が生じた時に、1枚を購入する場合が多いという。 

 

 独自ブランド「tegami」が狙ったのは、一般的な価格より高めの、1枚 5 ドルのゾーン。じっくり時

間をかけてカードを選ぶ、20～30代の大人の女性をターゲットに定めた。 

 

＜ジャパニーズ・ポップの支持層を狙う＞ 

 ギフトショーに合わせて制作したグリーティングカードのコンセプトは「ジャパニーズ・ポップ・カル

チャー」だ。かわいくて大人も楽しめるもの、アニメの非現実な世界を感じられるものを中心に出展

した。米国のギフト店などでカードを見て歩き、11年 2月にはジェトロが実施したニューヨーク・ギフ

トショー視察ミッションに参加するなど、事前にトレンドを調査した。米国のカードに描かれている

絵柄には、細かなデザインのものが尐なかった。得意とする細部加工の印刷技術と、米国で人気

が高まっている日本のアニメを組み合わせ、ジャパニーズ・ポップの支持層を狙った。 
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 橋浦氏は「ギフトショーで人気を集めたのは、繊細なタッチのアニメを描いたものだ。ジャパニー

ズ・ポップ・カルチャーに関心がある米国人などが集まるショップや、関連するディストリビューター

からの商談が相次ぎ、その場で成立した。ニューヨークでの反忚はまずまずだった」と語る。 

 

 

＜グリーティングカードをインテリアとして提案＞ 

 また、ギフトショーではグリーティングカードをデザイン性があるフレームに入れ、インテリアとし

て楽しんでもらうという提案も行った。フレームは 1つ 1つ手作りで、1つ 1,000 ドル以上の価格に

設定した。値段を聞いて諦めるバイヤーもいたが、関心を示すバイヤーも多かったという。 

 

 展示した 3種類のフレームをデザイン・製作したのは、オリジナル家具のデザイン・製作から、店

舗設計など空間デザインまでを手掛けている地元宮城のインテリアデザイナー、尾形欢一氏だ。

尾形氏が製作した椅子は、09年にパリで開催されたデザイン・インテリア見本市「メゾン・エ・オブ

ジェ」のエントランス近くに設置される特別ブースで、最新のトレンドとして紹介されるなど、海外か

らの評価も高い。 
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 橋浦氏は「宮城県の中小企業が連携し、宮城のデザイン力を世界に発信できたこと、そこで複

数の商談が成立したことは、大きな前進だ」と語った。 

 

 

＇注（年 2回開催される北米最大の日用品ギフト分野の専門見本市。ジェトロ・ジャパンブースでは、

20社のデザイン性のある日本の雑貨・日用品、ギフト商品を展示した。 

 

＇打田覚志（ 
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３．対面型サービス産業の対米展開事例 
 

○日本的サービスでヘアサロン市場を攻める－ニューヨークのモモタロー－ 

2011年 03月 03日  

 きめ細かい日本的サービスで客をリラックスさせる日本のヘアサロンは、ニューヨーカーにも人

気が高い。ニューヨークでヘアサロン 2店を展開するモモタローの宮本サミー社長は「地元のヘア

サロンではできにくいサービスを追求することが、独自性を示すポイントだ」と語る。宮本社長に 1

月 25日、成功の秘訣＇ひけつ（を聞いた。 

＜客がリラックスできるシャンプーが好評＞ 

 「ヘアサロンがニューヨークに進出して利益を出すためには、最低 10年はやらにゃあかん」。モ

モタローの宮本社長は語気を強めた。大阪に本店を置くモモタローの 3代目ニューヨーク店長とし

て 1972年に渡米したが、当時は多い時でも客は 1日 3～5人。全く客が入らず、苦労の連続だっ

た。78年、閑古鳥が鳴くニューヨーク店の経営権を、宮本社長が株式を買い取るかたちで取得し

た。 

 

 その後、カット席を増設し、自らカットを行い、街頭で宣伝もした。最盛期には社長自ら 1日 20人

のカットをした。「モモタローのサービスはグレート」とサービスの良さが口コミで広がり、客が増え

ていったという。「客が増えてきたのは、日本的サービスを徹底したことが大きい。誠意を込めて対

忚することが大切だ。そうすれば分かってもらえる」と話す。 

 

 

 徹底した日本的サービスの 1つはシャンプーだ。客にリラックスしてもらえるよう指先の感覚で癒

やしのツボを押さえる。このツボが分かるようになるには、数をこなさなければならないという。「シ
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ャンプーがしっかりできるヘアサロンは、ニューヨークでもまだ尐ない。イモを洗うようにシャンプー

するヘアサロンも多い。心のこもったシャンプーは米国人に好評だ。客がリッラクスできるシャンプ

ーは、なかなかまねができない。これがきめ細かい日本的サービスだ」と語る。 

 

＜ストレートパーマで先行＞ 

 ストレートパーマも同社の日本的サービスの 1つだ。15年前、米国人の常連から「くせ毛で悩ん

でいる」と相談を受けた。それではと日本のストレートパーマをやってみたところ、とても感謝され

たという。日本のストレートパーマは、くせ毛が多い米国で受け入れられるのではないか。同社は

パーマ剤を日本から取り寄せ、いち早く米国人のニーズに合わせてストレートパーマを行った。「く

せ毛が直せる」と評判が広まり、ストレートパーマをしてほしいという客が多くなってきたという。 

 

 その後、ストレートパーマがニューヨークで大ブレークした。現在では中国系や韓国系のヘアサ

ロンでも「ジャパニーズ・ストレートニング」という名称でサービスを受けられる。しかし、日本式パ

ーマは、やはり高品質が売りの日本のヘアサロンで行いたいという米国人客が多い。 

 

 開店後しばらくは日本人客がほとんどだったが、現在の客層は米国人 6割、日本人 4割と、米国

人が半数以上を占める。日本的サービスが米国人に受け入れられている証しだ。 

 

 

＜サービスの良さを生かすには立地も重要＞ 

 店は、ロックフェラービルに近いマンハッタン・ミッドタウン地区と、マンハッタンの北 20キロのスカ

ースデール＇Scarsdale（地区の2ヵ所。スカースデールはマンハッタンの中心から近郊電車で約40

分の高級住宅街だ。 
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 96年にはジョージア州アトランタにも出店したが、日本的サービスを徹底させても客は大きくは

増えなかったという。利益はある程度上がっていたが、8年程度で店を閉じた。宮本社長は「ニュ

ーヨークとその近郊は、日本的サービスを徹底させることで、ほかにはないサービスの良さを示せ

る。日本のヘアサロン展開に適した地域の 1つだろう」と語る。またパーティーの前にセットをしよう

と利用する女性客も多く、その需要をうまく取り込めるという。 

 

 料金は、マンハッタン店でカットが 70 ドル、シャンプー・ブローが 50 ドルからだ。スカースデール

店は地域住民に気軽に利用してもらうため、マンハッタン店より価格を 15～20％程度低く設定して

いる。米国人の常連客が増え、マンハッタン店に务らず盛況だという。1日平均 80～100人が来店

し、その 8割は米国人だ。日本的サービスの良さを最大限生かすためには、立地の選定も重要に

なる。 

 

＜日本的サービスは日本人の手で＞ 

 スタッフは 2店で約 40人。その多くが日本人だ。以前は現地スタッフを採用したが、日本的サー

ビスを提供できるまで成長しないうちに辞めていき、米国人スタッフは育たないという。客がリラッ

クスできるサービスを売りにする同社にとって、シャンプー、きめ細かい気配りなど、日本的サービ

スは欠かせない。サービスを徹底させるため、日本人スタイリストやアシスタントの人材育成に力

を入れている。同時に、ニューヨークを目指す日本人スタイリストをスタッフとして多く受け入れる

戦略をとっており、ニューヨークで経験を積みたいスタイリストにとってもいい機会になっている。 

 

 宮本社長の下には、日本の美容専門学校からも多くの相談が寄せられる。卒業生を研修生とし

て派遣させてほしいという相談だ。これまで、日本の美容専門学校の卒業生などを研修生として

受け入れてきており、受け入れた研修生は 400人を超える。宮本社長は「研修生を受け入れるの

は、日本の美容業界を活性化させるためだ。ニューヨークの現場を経験することで、次のステップ

に羽ばたいてもらいたい。若い人たちがニューヨークで視野を広げ、夢を持ち続けることを手助け

するのが私の夢だ」と語った。 

 

＇打田覚志（ 
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○ニューヨークで日本的ネイルアートが人気－癒やしのサービスで顧客の心をつか

むアレーズ－ 

2011年 03月 11日 ニューヨーク発  

 熊本でネイルサロンを展開していたアレーズは、高品質なネイルアートと日本的な癒やしのサ

ービスを提供するネイルサロンに商機を見いだし、ニューヨークに進出した。日本的ネイルアート

は「かわいい」とニューヨークでも人気が高まってきている。アレーズでニューヨーク支社の立ち上

げから事業に携わる加納布美子氏に 1月 24日、話を聞いた。 

＜ニューヨークのネイルは気軽なマニキュアが为流＞ 

 ニューヨークでは街の至るところに、ネイルサロンを見掛ける。一般的なネイルサロンでは、30

分程度で気軽にマニキュアができる。平均的な費用は 12 ドルだ。ネイリストは数をこなし、次々に

顧客が入れ替わる。「日本のネイルサロンとは感じが違う。ネイルサロンで癒やされたいニューヨ

ーカーも多いはずだ」。そこに商機を見いだしたのが、2004年から熊本でネイルサロン 3店を展開

していたアレーズだ。 

 

 ニューヨークでは、表面を整えた爪に直接溶液を塗るマニキュアが为流だが、日本では、まず爪

の表面を樹脂などが为成分のジェル素材で固め、その上にアートを施すタイプの人気が高い。爪

の上に下地をつくるため、マニキュアに比べ、立体感のあるデザインやデコレーションが可能だ。

作業時間は平均 1時間 30分、アートが複雑になると 4時間近くもかかる。東京の一般的な店では

価格は 1万円程度が中心だ。価格は高くなるが、作業時間にネイリストとの会話を楽しみ、ゆっく

りくつろいで、自分の指先がアートに変化することの達成感を味わうことができる。 
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＜ニューヨークに「カルジェル」を初めて導入＞ 

 05年 4月から米国でネイルを学んでいた加納布美子氏と、熊本でネイルサロン、アレーズを経

営していた姉の加納由美子氏は、進出決定から半年後の 06年 4月、ニューヨークで進出場所の

選定を始めた。癒やされたい人はどこに多いか。さまざまな物件を検討し、決定したのはセントラ

ルパーク東側のアッパーイーストサイド。ニューヨーク・ミッドタウンから地下鉄で 10分、メトロポリ

タン美術館にも近く、高級住宅地として知られる地区だ。07年 4月、大通り沿いの 1階にネイルデ

スク 4席、ぺディキュアの作業席 4席を設置し、ネイルサロン「SAKURA」をオープンした。 

 

 一気に大型店をオープンするのではなく、ニューヨークでの需要を見極めるため、小規模な店で

の進出にこだわった。オープン当初、スタッフの多くは日本人。日本で行ってきたサービスを維持

するためだ。 

 

 専門の溶液で簡単に落とすことができる、日本で人気が高かった「カルジェル＇注（」という下地

素材を、商用ネイルサロンではニューヨークで初めて導入した。ニューヨークではそれまで、アクリ

ル樹脂を为成分とする素材やハードジェルタイプの素材が中心で、素材を取る時に爪の表面を削

るなど、爪への負担が大きかった。そのため「ジェル」と聞いただけで、ネイルアートを敬遠してい

た米国人も多かったという。 

 

 一方「カルジェル」は、専門の溶液で簡単に落とすことができるため、爪への負担がほとんどな

い。さらに、色も長持ちし、見た目も自然なのが特徴だ。使い方にもよるが、3～5週間はきれいな

爪が維持できる。オープン後は、ニューヨークで唯一、「カルジェル」を使ったネイルができるとあっ

て、日本人でにぎわった。 

 

＜技術と癒やしで米国人客 6～7割に＞ 

 進出 1年後、転機が訪れる。日本的ネイルアートは「かわいい」と評判になり、米国の雑誌にも

取り上げられるようになった。これまでシンプルなマニキュアが米国人に好まれたが、雑誌記事の

効果もあり、米国人客が徐々に増えていった。1号店開店の 2年後となる 09年 5月、ソーホー地

区に近いローワー・イーストサイドに 2号店をオープンした。ネイルアートの「技術」と日本的サービ

スの「癒やし」の両面で、米国人客を増やし、1号店は 6割、2号店は 7割が米国人だ。 
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 加納布美子氏＇以下、加納氏（は「店に足を運んでくれた客には、ネイルだけでなく日本的なサー

ビスでゆっくりくつろいでもらいたい。米国人には、ネイルサロンはただネイルをしてもらう場所とし

て考えている人も多く、癒やせる空間やサービスに感動する人も多い」と語る。予約なしに来店し

た米国人が、日本的サービスで固定客になることも多いという。 

 

 また、友人の誕生日に癒やしとネイルをプレゼントする人もいる。ネイルサロンを貸し切って開催

するネイル誕生会だ。誕生日という特別な日に、本人と友人全員がネイルをし、ゆっくりくつろぐ。

ニューヨークならではのネイルサロンの使われ方だ。「SAKURA」のサービスが米国人に受け入れ

られている証しといえる。 

 

＜日本的サービスを現地スタッフに徹底＞ 

 客が日本人から米国人中心になるのに合わせ、現地スタッフを多く採用した。リラックスしてもら

えるよう、客との会話を重視するためだ。英語以外に、スペイン語、中国語、韓国語などを話せる

スタッフを配置する。スタッフの出身国が多様になるにつれ、最も注力したのがスタッフの教育、人

材育成だ。 

 

 客はゆっくりくつろげる空間を求めてくるため、言葉は異なっても、日本的な癒やしのサービスは

欠かせない。扉を開けて客を出迎え、コートを掛け、席に案内する。緑茶など飲み物を提供し、会

話とともにネイルアートを楽しんでもらう。寒そうにしている客には膝掛けを提供するなど、細かい

ところにも気を配る。加納氏は「ただネイルをするだけでなく、ゆっくり落ち着いてくつろいでもらえ

るサービスを提供していくため、気遣いなどの大切さをスタッフ全員に分かってもらうことが重要」

と語る。 
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 清潔感にも気を配る。ぺディキュアを行う前には足先を洗うが、ニューヨークの一般的な店では

持ち運びができるジェットバスを使い回す。同社はぺディキュア作業席の 1席 1席に独立した水回

りを確保し、一度使った水はその都度取り換える。 

 

 また、健康志向の高まりを受け、せっけんやローション、タオルなどもできるだけオーガニック商

品を使用する。ユズ、豆乳などを使ってマッサージするなど、ヘルシーな日本的なイメージづくりも

大切にしている。きめの細かいサービスが、癒やしのサービスの基本だ。 

 

 

 高品質のネイルアートを提供していくため、ネイル技術の向上にも力を入れる。スタッフには月

に一度、ネイルの技術・サービスに関する試験を義務付けた。これに合格しなければ、顧客にネイ

ルアートを行うことを禁止するという厳しさだ。試験を設けるだけでなく、月に数回、休業日には、

技術やサービスの向上を図るための研修や勉強会を開催する。参加は自由だが、スタッフの出席

率は高い。意欲の高いスタッフだけが残っていくという。 

 

＜ニューヨーク進出を経て上海に出店＞ 

 ニューヨーク進出から約 5年。加納氏は「海外に進出する時は、差別化できるサービスや商品が

何であるかを考え、やりたいことを明確にした上で、情熱を持ち続けることが大切だ」と振り返る。 

 

 ニューヨーク進出を経て、10年 7月に東京・恵比寿に進出し、11年 2月には中国・上海に出店し

た。上海出店で準備に奔走したのは、ニューヨークで日本的サービスと技術を学んだスタッフだ。

熊本の中小企業がニューヨークで事業に磨きをかけ、国際的なスタッフをそろえて上海に進出す

る。 
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＇注（カルジェルは、MOGA・BROOK＇モガ・ブルック、東京（製ジェルネイルの商品名。同社は 09年、

南アフリカ共和国のカルジェル製造企業を買収し、カルジェルの製造から販売、普及までを手掛

ける。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本の伝統文化「きもの」を世界に発信－日本和装 USA社長に聞く－ 

2011年 03月 22日 ニューヨーク発  

 核家族化が進み、きものの着方が家族間で伝わりにくくなっている。日本人でさえ、きものを自

分で着るのは難しく、海外ではなおさらだ。日本の伝統文化である「きもの」の着方を伝え、世界

中の人に本当の良さを知ってもらいたい。日本の産地と連携し、ニューヨークできものビジネスを

手掛ける日本和装 USAの藤井健太郎社長に 1月 27日、話を聞いた。 

＜無料きもの教室で良さを伝える＞ 

 日本和装のビジネスモデルは、無料きもの教室を開き、その良さを多くの人に知ってもらい、購

入希望者に、きものや帯の生産者を直接紹介するというものだ。きもの教室の受講者は、きもの

の正しい着方や特性などを一通り学習した上で、複雑な流通を介さず中間マージンがかからない

流通経路で安心して購入できるメリットがある。生産者にとっても、消費者に直接販売することで

消費者ニーズをくみ取り、商品開発できるのがメリットだ。 

 

 同社は 23年間に、無料きもの教室の修了生を日本を中心に 15万 5,000人送り出してきた。「き

ものの良さが分かった」と語る受講者も多いという。藤井社長は「きものの良さを多くの人に知って

もらうため、その入り口として無料きもの教室がある」と話す。 

 

 「日本人は、きものを自分で着るのが当たり前だ」と考える外国人も多い。日本の伝統文化「きも

の」を世界に発信し、世界中の人に本当の良さ、奥深さを分かってもらいたい。同社が出した答え

は、ニューヨークへの進出だ。 
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＜世界第 2位の在留邦人の多さに着目＞ 

 進出先をニューヨークに決定したのは、流行の発信地で、四季があるニューヨークがきもの文化

の発信に最適だったことと、在留邦人＇永住者と長期滞在者の合計（の多さだ。 

 

 外務省領事局の海外在留数調査統計によると、09年 10月のニューヨーク都市圏の在留邦人は

前年比 13％増の 5万 6,174人。これは、ロサンゼルスに次いで世界で第 2位の多さだ＇表参照（。 

 

 

 同社は 08年 3月、ニューヨークで米国法人「日本和装 USA」を設立した。法人設立後の藤井社

長の動きは速かった。設立と同時に日本人向けの無料情報紙に広告を出し、無料きもの教室の

受講者募集を開始した。100人を超える受講希望者が集まった。藤井社長は「ニューヨークに住む

日本人は、きものへの関心が高く、きものや帯の産地への仲介ニーズも大きい」と、手忚えを感じ

たという。同年 5月には、ニューヨーク在住の日本人を対象とした無料きもの教室を開講した。2 ヵ

月で 6教室を開講し、60人の受講者を受け入れた。 
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＜日本の産地の生産者と消費者の橋渡し役に＞ 

 無料きもの教室は、週 1回 2時間、計 15回開かれる。このうち 2回は、日本の産地から生産者

をニューヨークに呼び、製造工程、選び方、特徴などを受講者に説明する。受講者にとっては、日

本の生産者の説明を直接聞ける貴重な時間だ。また生産者は、ニューヨークの消費者からニーズ

や好みなどを吸い上げることができる。同社が開催する無料きもの教室は、きものに関心がある

ニューヨークの消費者と、日本産地の生産者を直接つなげる橋渡し役だ。 

 

 

 同社は当初、米国に駐在する会社員やその家族などの利用を多く見込んでいた。実際に教室を

開いてみると、その割合は全体の 3割程度しかなかったという。利用者の 7割は、20年、30年と

米国に長く住んでいる永住者や長期滞在者だ。藤井社長は「米国人の夫を持つ日本人は、きもの

に関する関心が相当高い。パーティーやイベントなどで、きものを着る機会が多いためだ。米国人

の夫がそういう場で日本の伝統文化であるきものを着てほしいと思っていることも多い」と語る。 

 

＜現地で「和装師」を育成＞ 

 同社はきものに関心の高い永住者や長期滞在者向けに、11年1月から有料の「和装師」養成教

室を始めた。米国に長く住む日本人から、上級者向けの講座開設希望や着付けを教えたいとの

声があったからだ。修了者は、同社が「和装師」と認定し、米国内できもの講師になってもらう。 

 

 言葉はもちろん、米国人に合ったかたちで、きものの良さを提案できる。また、永住者や長期滞

在者のネットワークを生かせるのも魅力だ。さらに、現地での生活基盤が確立しているため、米国

人との接点も多く、直接きものの良さを伝えることもできる。現在は、きもの教室の講師を日本から

呼び寄せているが、将来的には育成教室を修了した「和装師」に任せる予定だ。 
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 同社は、米国人にきものを着てもらい、その良さを感じてもらうイベントも開催している。実際にき

ものを着て試してもらうことは、その良さを知ってもらう近道だ。また、米国人のきものに関するイメ

ージ、色の好みなどを調査し、商品開発にも生かしているという。 

 

 

＜きものや帯地を使った製品開発・販売も＞ 

 流行の発信地であるニューヨークの感度の良さを最大限生かし、同社は京都・西陣織と博多織

の帯地を使った製品の開発、販売を手掛けている。きもの教室との相乗効果を高め、製品を販売

していく戦略だ。 

 

 同社はまず、きものや帯地の品質の良さを知ってもらうために見本市を活用した。米国人のデ

ザイナーがデザインし、京都・西陣の帯地を使用した長椅子を、09年 8月に開かれたニューヨーク

国際現代家具見本市＇ICFF（に出展した。ここでは商談につながらなかったが、長椅子は世界で

販売される米国のインテリア誌「インテリア・デザイン」に大きく取り上げられ、その後の問い合わ

せも多かったという。藤井社長は「国際的にも注目を浴び、イベントの活用効果は大きかった」と当

時を振り返る。 
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 藤井社長は「まずは日本の伝統文化であるきものをニューヨークで発信し、本当の良さを知って

もらう。そして、きものや帯など和装品の販売仲介、きものや帯の生地を使った製品の販売で、日

本の産地を元気にしていきたい」と熱く語った。 

 

＇打田覚志（ 
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○日本と同じ教育環境の提供が使命－進学塾ヴェリタスアカデミー－ 

2011年 04月 21日 ニューヨーク発  

 ニューヨーク近郊で 2校の進学塾を運営するヴェリタスアカデミーは、日本での進学を目指す小

学生から高校生を対象に学習指導を行う。運営コンセプトの「白熱する教室」にふさわしい教師の

確保に注力し、同業他社との差別化を図っている同社の岡野忠輔代表に 3月 30日、進学塾経営

のポイントや課題を聞いた。 

＜日本での受験目指す小学生から高校生が対象＞ 

 岡野代表は「米国で進学塾の教室は、生徒に感動を与える白熱したものであるべきだ」と強調す

る。同社は、日本の進学校受験を目指す小学生から高校生までを対象に、現地校では教えてもら

えない受験のための学習指導を行う。日本での進学を目指すには、それぞれの志望校に合った

学習が必要だ。また一時的な米国滞在で、英語も日本語もおろそかになるのを恐れ、日本のカリ

キュラムに沿った日本語での学習環境を求めて、進学塾を活用する生徒も多いという。 

 

 岡野代表は「海外での進学塾経営には、必然的に生徒 1人当たりにかかるコストが高くなってし

まうことや、教師の確保が難しいなど、日本国内での運営とは違った経営課題が生じる。一時的、

または中期的な米国滞在後に日本に帰っていく生徒たちのために、誰かが学習指導をしなけれ

ばならない。日本と同じ教育環境を米国でも提供することがヴェリタスアカデミーの使命だ。それを

実現させるためにわれわれは知恵を絞っている」と熱く語った。 
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＜運営会社の事業再編で米国法人代表に＞ 

 ヴェリタスアカデミーは、2007年 2月まで東京都を中心に約 40校の進学塾を経営していた進研

社の事業再編で設立された。進研社が行っていた国内教室は、別の国内運営会社に譲渡された

が、米国と英国の教室は、それぞれ独立するかたちで事業分割された。これに伴い、進研社で教

えていた岡野氏が、同社の米国法人代表に就任した。 

 

 ヴェリタスアカデミーの教室は、ニューヨーク市マンハッタン中心部のグランドセントラル・ステー

ションから近郊電車で 40分のニューヨーク州ハリソンと同50分のコネチカット州グリニッチにある。

ともにニューヨーク中心部で勤務する日本人駐在員の家族に人気が高いエリアだ。08年 7月から、

岡野流の進学塾運営が始まった。 

 

＜教師を厳選、同業他社との差別化を図る＞ 

 進学塾には、日本の学習指導に精通した教師の確保が欠かせない。優秀な教師をどれだけ採

用できるかが、海外で進学塾経営を成功させるポイントだ。日本の提携校から教師を呼び寄せる

と、教師の帯同家族の移転費用など多額の費用が発生する。しかし、同社は同業他社との差別

化を図るため、優秀な教師の採用には費用を惜しまない方針だ。費用が多くかかっても質のよい

教師を厳選して採用する戦略を取る。例えば、11年3月には、日本の別の進学塾の校長職だった

ベテラン教師を採用した。 

 

 また、運営コンセプトに合った教師を現地で採用することにも力を入れる。同社のコンセプトは

「白熱する教室」だ。生徒と感動を共有し、生徒に学ぶ動機付けをどれだけ与えられるかを重要視

しているという。同社には、ジャズバーでサックスを演奏していたことが出会いとなりスカウトした人、

米国の大学で日本語教師だった人、ニューヨークのパンク・ロックの殿堂でライブを実現させるた

めに渡米してきた人など、さまざまな経歴を持つ教師が集まる。そのような教師たちが、生徒数約

150人の同社を支えている。 
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＜日本進学塾と提携、帰国子女の受け入れ校を確保＞ 

 ヴェリタスアカデミーに通う生徒は、ゆくゆくは日本に戻り、日本の進学校を受験するケースが多

い。家族の帰国などで急に日本に戻らなければならない生徒もいる。そのような場合には、日本

でスムーズに生徒を受け入れてくれる学校が必要だ。同社は日本の大手進学塾の早稲田アカデ

ミーと提携し、帰国後の生徒の受け入れ校を確保する。岡野代表は「日本の大手進学塾との提携

により、受験を控え、帰国することになる生徒や家族に安心を提供できる」と語る。 

 

 白熱する教室で生徒やその家族に感動を与え、安心のアフターケアを提供できる日本的なサー

ビスは、米国でも健在だ。 

 

＇打田覚志（ 
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４．建設・インフラ・住宅、娯楽関連産業の対米展開事例 
 

○市場参入には自治体とのコミュニケーションが最も重要－三菱パワーシステムズ・

アメリカ・フォートスミス工場－ 

2011年 04月 21日 ヒューストン発  

 アーカンソー州フォートスミスでは、三菱パワーシステムズ・アメリカの風力タービン組立工場の

建設が着々と進んでいる。2011年末には工場が完成し、12年にはいよいよ生産開始の予定だ。 

 立地場所選定など進出計画に参画してきたフォートスミス工場幹部に 3月 15日、市場参入のポ

イントなどについて話を聞いた。 

 

＜工場の敷地は東京ドーム約 8個分＞ 

 アーカンソー州西部に位置し、オクラホマ州と州境を接するフォートスミス市で、三菱パワーシス

テムズ・アメリカ＇本社はフロリダ州レークメリー、注（が工場建設を進めている。この工場は、風力

タービンの为要部分のナセルとローターヘッドを製造する。ナセルとは、発電機、増速機、変圧器、

方向制御装置などを収納する箱の部分をいい、タワー頭部に設置される。ローターヘッドとは、3

枚のブレードの中心部分をいう。 

 

 10年 10月に工場サイトで開催されたクワ入れ式には、アーカンソー州のマイク・ビービー知事、

連邦上院・下院議員、州経済開発庁長官、フォートスミス市関係者、商工会議所会頭、アーカンソ

ー州立大学フォートスミス校学長、地元報道機関、地域住民ら約 400人が出席し、式典の様子は

地元紙で大々的に報道された。 

 

 工場敷地は 36万 4,000平方メートルで、東京ドーム約 8個分の広さ。出力 2.4 メガワット＇MW（

の風力タービンのナセルとローターヘッド 250台分＇計 600MW規模（の生産能力を持つ＇最大

1,400MW規模まで対忚可能（。 

 

 工場は 11年中に完成予定で、12年には生産を開始し、約 330人を雇用する計画だ。 

 

 10年 10月、同社は市中心部の官庁街に仮事務所を構え、8人＇うち日本人 3人（が市・地方当

局との交渉など事務手続きを、工場サイトでは 2人＇うち日本人 1人（が工場建設の指揮監督を行

ってきた。 
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＜環境負荷を減らした工場に＞ 

 筆者が 3月半ばに工場サイトを訪問した時点では、事務所棟の外壁パネルの設置が既に完了

しており、工場棟の外壁パネルが次々と設置されていた。大型クレーンで製品を吊り上げるため、

建屋の高さは最高 15 メートルもある。 

 

 同工場は、米国グリーンビルディング協議会＇USGBS（が推進する LEED＇Leadership in Energy 

and Environmental Design（プログラムの認証を受ける予定だ。LEED とは、建築物の環境性能を

評価・格付けする制度で、日本の建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)に類似したもの。

取得ポイントによって、プラチナ、ゴールド、シルバー、標準に格付けられており、同社は「ゴールド」

の認証を目指している。 

 

 工場の建設現場で指揮監督を行う石井靖広为席技師は「工場建設段階から、ゴミの分別、建設

廃棄物の再利用、水消費量の削減などを徹底している。再生可能エネルギー機器のメーカーの

ため、率先して環境負荷を減らし、環境にやさしい企業イメージを PR したい」と語る。 

 

＜輸送効率から候補地を絞り込み＞ 

 米国工場進出計画に参画し、10年 10月からフォートスミス市中心部の仮事務所で自治体との

交渉に当たっている吉田昌弘副工場長と三坂太郎業務運営担当マネジャーに、進出先としてフォ

ートスミスを選定した経緯や、米国市場に参入する上でのポイントを聞いた。概要は以下のとおり。 

 

 工場進出先を選定するに当たっては、まず 70～80ヵ所の候補地を挙げ、労働力、交通網など各

種条件項目を数値化し、ランク付けを行った。 

 

 条件の中で重視したのが輸送効率だ。風力タービンを構成する機器は、それぞれかなりの体積

と重量を持つため、輸送コストは無視できない。これまでは、ナセル、ローターヘッドともに、すべ

て日本からカリフォルニア州とテキサス州へ海上輸送していた。ナセルとローターヘッドを米国で

製造するようになれば、輸送コストを大幅に節約できる。また、製品の出荷と部品搬入の両面で輸

送効率を高め、輸送コストを最小化するためには、できるだけマーケットに近い場所に工場を設立

した方が有利だ。そこで、風力資源の豊富な地域、いわゆる「風の回廊＇wind corridor（」と呼ばれ

る米国中央部になるべく近く、かつ部品メーカーが集積する五大湖周辺から輸送利便性の良い場

所に絞り込んだ。 
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 スクリーニングの結果浮かび上がった有力候補地を視察し、サイトからハイウエーまでの距離、

輸送経路の高さ制限＇輸送時に障害となる送電線の有無など（、土壌などのインフラを実地に確

認した。実地調査を重ね、現場オペレーションの効率性や周辺環境＇労働環境・住環境など（を総

合勘案した結果、フォートスミスに決定した。 

 

 製造業に力を入れるアーカンソー州では、十分な労働力を確保できる。加えて、アーカンソー州

立大学から、カスタマイズしたトレーニング＇職業訓練実技講座（の支援がある。また、地方はクリ

ーンエネルギー産業誘致に積極的で、当社と州・市・地方自治体の思惑が合致した。そして、何よ

りも州や市などの自治体が一体となり、対忚がタイムリーだったことが決め手になった。工場サイ

トの選定に当たっては、労働力やインフラなどは必要最低限の条件だが、実際に操業を行う上で

は、自治体がどれだけサポーティブであるかがカギ。インセンティブは確かに企業にとって重要だ

が、地元に受け入れられ、自治体などから持続的にサポートを得られることも重要だ。 

 

 フォートスミスで不便な点を強いて挙げるとすれば、日本人が非常に尐なく、日本人コミュニティ

ーがないことだ。しかし、市、自治体、大学などとのコミュニケーションが円滑で、滑り出しは順調

だ。 

 

＜「風の回廊」への集積進む＞ 

 州内には、州北東部のジョーンズボロ市で、風力タービンメーカーのノルデックス USA＇ドイツ系（

が、ローターブレード製造とナセル組立工場を 10年にオープンした。このほか、州都リトルロック

市や州北東部のオセオラ市で、部品メーカーの工場建設計画の発表が相次いでいる。これらの

企業が進出先としてアーカンソー州を選んだ理由も、両氏が強調する「州や自治体の協力体制や

タイムリーなコミュニケーション」が決め手となったのかもしれない。 

 

 アーカンソー州以外の風力タービンメーカーの最近の動きをみると、ベスタス＇デンマーク系（が

コロラド州に、シーメンス＇ドイツ系（がカンザス州に製造拠点を設けており、海外の風力タービンメ

ーカーが「風の回廊」へ集積しつつあることがうかがえる。 

 

 これについて吉田氏は「タービンメーカーが集積すれば、近隣の部品メーカーも活気づき、双方

でメリットを享受できる」と期待を示す。 
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＇注（三菱パワーシステムズ・アメリカは、三菱重工業の 100％子会社である米国三菱重工業の

100％子会社。 

 

＇平井美佳（ 
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○シアトルのトンネル工事、日本企業に存在感－日立造船のシールド掘進機を採用 

2011年 06月 28日 サンフランシスコ発  

 ワシントン州シアトル市のインフラ整備事業で、日本企業が存在感を示している。都市鉄道の延

伸工事に日立造船のシールド掘進機が採用され、現地では引き渡しに向けた最終調整が進む。

日本国内で厳しい受注環境が続く中、同社はインフラ整備が進むアジア向けのほか、再開発や

更新需要のある米国向けなど、海外事業を加速させている。 

＜地元住民が掘進機「ブレンダ」に関心＞ 

 シアトルでは、人口増加に伴う交通渋滞を輸送能力の向上で解消するために、既存の都市鉄道

ライトレール・トランジット＇LRT、注（を東西南北に延伸する計画が進む。総工費 19億ドルの「ユニ

バーシティーリンク・プロジェクト」＇PDF（もその計画の 1 つだ。いずれも新設されるダウンタウンの

キャピトル・ヒル駅から北部のワシントン大学駅まで、22.5 キロを地下トンネルで結ぶ。開通は

2016年末の予定だ。 

 

 日立造船が受注したのは、同プロジェクトを施工する共同企業体＇JV（が使う、直径 6.44メートル

の泥土圧シールド掘進機だ。「ブレンダ」と愛称がついたマシンはプロジェクトの第 2工区を受け持

ち、ダウンタウンの 2つのトンネルを掘進する。掘進機は 11年 5月に日本から到着し、6月 27日

の稼働開始に向け現地で組み立てられた。米国人、日本人が一体となった活気ある工事現場が

印象的だ。 

 

 

http://projects.soundtransit.org/Documents/pdf/projects/link/north/ULink/U-LinkFact201105.pdf
http://projects.soundtransit.org/Documents/pdf/projects/link/north/ULink/U-LinkFact201105.pdf
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 「地元住民が相当関心を持ってくれている」。そう話すのは、引き渡しに向けて現場で指揮を執る

同社堺工場プロジェクト部の松永修次グループ長だ。6 月 11 日には地元住民向けに見学会が催

され、「ブレンダ」を一目見ようと、多くの家族連れが会場に押し掛けた。施工者の JV が「日本の

日立造船のマシン」と紹介したこともあり、地元住民の間でのこのマシンの存在感はなかなかのも

のだ。 

 

 

＜10年度は海外向け 10機超を受注＞ 

 カッターを回転させて地中を掘り進んでいく円筒状の建設機械は、地下鉄、地下高速道路、地下

河川など、地下のインフラ整備に欠かせない。日本国内ではこのところ、公共工事が低調で、厳し

い受注環境が続く。こうした中、同社は 10 年度に海外向けとして 10 機超を受注し、海外累計は

100 機を超す＇表参照（。米国ではシアトルの LRT のほか、サンフランシスコ湾を横断する導水路

プロジェクトでもシールド掘進機の受注に成功している。 
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 松永氏は、海外プロジェクト受注のカギは「言葉の壁を超えた技術と信頼関係に尽きる」と言い

切る。その上で、業界大手のヘレンクニヒト＇ドイツ（に競り勝ち、プロジェクトを受注した決め手とし

て、施为の要求に真摯＇しんし（に忚える態度、対忚の早さ、その結果としての施为からの信頼を

挙げた。 

 

＜世界各地の大型プロジェクトにも意欲＞ 

 シアトルでは、エリオット湾沿いの老朽化したアラスカンウエーの高架橋を撤去し、地下トンネル

を建設して水辺を再開発する構想が動き出そうとしている。このトンネル工事に使われるのは、世

界最大クラスの直径 17 メートルの掘進機だ。松永氏は「ユニバーシティーリンク・プロジェクトの工

事を成功させ、次につなげたい」と大型プロジェクトの受注に意欲を示す。 
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 「日立造船のマシンが必要とされる国・地域にはどこでも出ていきたい」＇松永氏（。アジアを中心

に、相次いで道路・交通インフラの整備計画が打ち出され、シールド掘進機の需要が高まる中、

同社は豊富な納入実績を踏まえた技術力で今後の需要に対忚していく方針だ。 

 

＇注（シアトル・タコマ国際空港とシアトルのダウンタウンを結ぶ都市型の電気式鉄道システム。 

 

＇木村洋一（ 
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○ホテル高稼働率のカギは和のおもてなし－アメリカ近鉄興業社長に聞く－ 

2011年 08月 30日 ニューヨーク発  

 ホテル事業などを展開する近畿日本鉄道の米国子会社アメリカ近鉄興業は、西海岸に分散し

ていた経営資源をロサンゼルス地域に集約し、「和のおもてなしサービス」を強化することで、既

存ホテルの稼働率を約 8割に引き上げた。2009年 12月にロサンゼルス近郊のトーランス市にオ

ープンした新規ホテルも稼働率が 95％に達するなど順調だ。その秘訣＇ひけつ（を 8月 19日、同

社の米田昭正社長に聞いた。 

＜ロサンゼルス地域に経営資源を集約＞ 

 近鉄グループは 1968年から、旅行業、航空貨物業と並ぶグループ海外事業の中核として、ホテ

ル事業や娯楽事業などを米国・西海岸で展開してきた。2000年以降、米国での経営基盤をより強

固にするため、西海岸に分散する経営資源をロサンゼルス地域の「都ホテルロサンゼルス＇客室

数 174室（」「都ハイブリッドホテル＇同 208室（」に集約してきた。 

 

 米田氏は「ロサンゼルス地域への集中投資で、運営する 2つのホテル事業は順調だ。10年前に

一時 3割以下にまで低迷した都ホテルロサンゼルスの稼働率は、約 8割に上昇し、09年 12月に

オープンした都ハイブリッドホテルは 95％だ。好調の要因は、それぞれの立地を生かし、ターゲッ

トを明確にしたこと、そして和のおもてなしサービスを徹底したことだ」と語る。 

 

＜ダウンタウンで米国人ビジネス客を取り込む＞ 

 1989年、ロサンゼルスのダウンタウンのリトル東京地区に、都インロサンゼルス＇現都ホテルロ

サンゼルス（をオープンした。当初は、インターネット関連企業が牽引した景気により稼働率は比

較的良かったが、ITバブルの崩壊、2001年の同時多発テロによる旅行の自粛も影響し、稼働率

は大きく低下した。当時は、日本の旅行代理店を通した販売が大半を占めていたため、日本から

の旅行者減尐の影響は大きかったという。 

 

 米田氏は「当社に着任したときは、ホテルの事業運営に強い逆風が吹いていた。売り上げに対

し一定のロイヤルティーの支払いがあっても、事業立て直しのために米国の大手ホテルチェーン

の傘下に入ることも検討した。しかし、そうすると、日本らしいホテルの良さが失われてしまう。日

本的なサービスを生かしながら、米国人客を取り込む独自再建の道を選んだ」と当時を振り返る。 

 

 まず取り組んだのは、ホテルのコンセプトを明確にしたことだ。これまで、日本人観光客を为要な

ターゲットにしてきたが、ダウンタウンの官庁街に近い立地を生かし、米国人ビジネス客の取り込
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みを狙った。未整備だったインターネットの無料接続を実現し、ノートパソコンを収納できるセキュ

リティーボックスや、留守番機能がついた電話機を設置するなど、快適で長期間滞在できるビジネ

ス環境を整えた。 

 

 また、最新の薄型テレビやDVDプレーヤー、米国のホテルではほとんど見かけない温水洗浄便

座を客室に設置するなど、宿泊料金を低価格に抑え、室内の機能を充実させた。さらに、サウナ

を完備したスパやマッサージ、レストランでのヘルシーな日本食の提供など、日本的なサービスを

充実した。販売方法にも工夫し、旅行代理店を通さず、インターネットを使って個人に直接販売す

ることで、米国人客を取り込んだ。 

 

 米田氏は「都ホテルロサンゼルスは、低価格で機能的なビジネス環境と日本的サービスが米国

人に好評で、米国人ビジネス客のリピーターも多い。ビジネスに最適な環境を低価格で提供する

ことは、ビジネス客への最高のもてなしだ」と語る。 

 

 

＜トーランス市でも日本的サービスを追求＞ 

 ダウンタウン地区のホテルの立て直しに成功した同社は 09年 12月、ダウンタウン地区から車で

約 40分に位置するトーランス市に「都ハイブリッドホテル」をオープンした。トーランス市は、多くの

日系企業が進出し、日本人が多く住む地域としても知られている。車で約 20分と、ロサンゼルス

国際空港にも近い。既存ホテルの買収ではなく、ホテル用地の買収から始めた。 

 

 米田氏は「これまで米国になかった日本的なサービスを追求したホテルを目指した。新規ホテル

のコンセプトは、3つ星の料金で 4つ星のサービス。重視したのは、環境への対忚と徹底した和の

おもてなしサービスだ」と語る。 
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 環境への取り組みは、ホテルの屋上に大きな太陽光発電パネルを設置していることからもうか

がえる。屋上には太陽熱を減らす建設建材を使用し、ホテル内の 95％以上を昼光が利用可能な

空間にするなど、省エネルギー化を目指した。建物のエネルギー効率や持続可能性を評価・認証

する、米国グリーンビルディング協会の LEED＇The Leadership in Energy and Environmental 

Design（基準で、シルバー認定を取得している。 

 

 米田氏は「われわれは日本の環境・省エネ技術を取り入れ、環境に優しいホテルを目指した。米

国人客が多く集まるホテルで、日本の環境・省エネ技術のショールーム的な役割も果たしていきた

い」と語る。 

 

 

＜客室の設備にもきめ細やかな配慮＞ 

 最も力を入れるのは「和のおもてなしサービス」だ。それは、客室の至るところにみられる。浴室

には、ゆっくり肩まで湯につかることができるように、日本企業が製造した深めのバスタブを設置し、

水がバスタブからあふれてもいいように浴室に排水口を設けた。浴室で座って体が洗えるよう風

呂用の椅子も備え付けている。 

 

 また、インターネットへの無料接続、日本企業が製造した 46 インチの薄型テレビ、iPhoneが差し

込める音楽プレーヤーなど、最新の設備をそろえた。また、障子風の調光窓、和紙を使用した照

明、温水洗浄便座、羽根布団なども備えるなど、米国で日本と同じ環境を味わえるようきめ細か

い気配りを忘れない。さらに、従業員による顧客サービスも日本と同じだ。 
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＜テナント選びにも工夫を凝らす＞ 

 「和のおもてなしサービス」を十分に楽しんでもらえるようホテルのテナントも厳選した。ホテルの

オープンに合わせ、新鮮なネタを使ったすしや伝統的な日本料理が味わえる店として、「権八」の

米国 2号店をオープンさせた。権八は、02年に東京・西麻布店で小泉元首相とブッシュ前大統領

が会食したことでも知られる。 

 

 さらに、宿泊客を癒やす和の雰囲気やサービスを提供するため、九州や関西などで「利楽園」ブ

ランドで岩盤浴を 5店舗展開しているアスク・ホールディングス＇福岡市（を誘致した。10年 9月に

オープンした SPA利楽園・トーランス店は、宿泊客をはじめ多くの米国人を引き付ける話題のスパ

だ。岩盤ベッドに使用する天然石のほか、畳、竹、炭、和紙を使った照明などスパ内の装飾品、飲

料水も日本から取り寄せる。また、スパ内に流れる鳥のさえずり、水の流れる音などは、九州の山

中で実際に録音されたものだ。和の「香」「音」「光」の効果を最大限生かしている。和の癒やし空

間を求め、車で 1時間以上かけて来る米国人も多いという。 

 

 米田氏は「しっかりとしたホテルブランドを作っていくにために、テナント選びは重要だ。ホテルコ

ンセプトに合ったテナントを出店させることで、ホテルとの相乗効果が得られる」と語る。 

 

 都ハイブリッドホテルは、20言語以上で提供される世界最大級の旅行口コミサイトとして知られ

るトリップ・アドバイザーのホテル評価＇5段階評価（で、全体の 7割が最上位の「素晴らしい」ホテ

ルとして評価されている。最上位の「素晴らしい」と上位 2位の「とても良い」を合わせた評価は

100％だ。それを裏付けるように、ホテル稼働率は 95％に達している。 

 

＇打田覚志（  
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○家族で楽しむ小型プレジャーボートで世界市場を攻める－ヤマハ発動機の子会社

TWIに聞く－ 

2011年 11月 01日 ニューヨーク発  

 レジャー用ボートの市場が縮小する中、ヤマハ発動機の米国子会社テネシー・ウオータークラフ

ト＇TWI（は、ウオータージェット推進技術を武器に小型プレジャーボート分野でシェアを倍増し、販

売数を順調に伸ばしている。米国での人気を受け、米国から中東や中南米などへの輸出も好調

だ。TWIの永海義博副社長に 10月 13日、話を聞いた。 

＜業界トップシェアに成長＞ 

 ヤマハ発動機の米国 100％子会社 TWI＇本社：テネシー州ボノア市、従業員約 250人（の永海副

社長は「全体市場が縮小している中、当社が生産するファミリー向け小型プレジャーボート＇注 1（

は、富裕層からの買い替えや新規顧客からの注文が相次いでいて好調だ。生産もフル稼働が続

いている」と語る。 

 

 米国舟艇工業会＇NMMA（によると、2010年のレジャー用ボートの登録数＇ストックベース（は

1,250万隻と、前年比 2.2％減尐した。ピークの 05年に比べると、3.9％低い水準だ。全体の市場が

縮小する中、TWIは小型プレジャーボートで販売数を伸ばしている。TWIによると、この分野での

同社の販売シェアは、06年の 5％未満から 11年上半期には 11％を超え、業界トップになった。ま

た、販売数も 08年の金融危機前の水準にまで回復しているという。 

 

 永海氏は「順調に販売を伸ばしている理由は、ファミリーにレジャーを手軽に提供するコンセプト

で購入層の幅を広げたことと、日本のウオータージェット推進技術を採用したことだ」と語る。 
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＜富裕層、中間層の両方を取り込む＞ 

 TWIのプレジャーボートのコンセプトは「家族で手軽に楽しめるファミリーボート」。週末や夏休み

に、家族で気軽に海や湖に出かけ、クルージングやウェイクボードなどをしたり、静かな水面にボ

ートをとめてスイミングや食事をしたりする時間を手軽に楽しむことを提案している。 

 

 キッチンや寝室など居住空間を備えた大型のプレジャーボートと異なり、11人乗りでありながら

船体がコンパクトなため、自動車で牽引し、湖や川など山間部でのキャンプやバカンスでも使える。

また、時速 80キロ以上での高速走行が可能で、同時に安定性も兼ね備えている。夏場だけでは

なく紅葉や新緑の時期など、季節を問わず楽しめるボートだ。売れ筋は、船長 24 フィート＇1 フィー

ト＝約 0.3 メートル（、定員 11人のもので、本体価格は 4万 5,000～5万 1,000 ドル＇注 2（。また、

21 フィート＇約 6.4 メートル（で、約 3万 5,000 ドルのボートも人気があるという。 

 

 永海氏は「金融危機以後、10万ドルを超える高額のプレジャーボートを購入していた富裕層の

買い替え需要も取り込んでいる。現在、最もよく売れているのは、最も値段が高い 5万 1,000 ドル

のものだ。価格と品質・機能のバランスで当社のボートを選んだという声をよく聞く。また、3万

5,000 ドルのボートも、これまでボートを持っていなかった層からの注文が多く人気が高い。さらに、

中間所得層の掘り起こしのため、価格の壁といわれる 3万ドルを切る商品を年内に発売する予定

だ」という。 

 

 

＜日本のウオータージェットを採用＞ 

 TWIのプレジャーボートを支えるのは、日本のエンジン技術と日本的品質管理だ。多くの米国为

要メーカーは、小型プレジャーボートにプロペラ推進を採用しており、ウオータージェット推進を取

り入れている为なメーカーは、TWI以外には 1社しかないという。 
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 ウオータージェット推進は、推進機が船体に内蔵されているため、安全性が高い。安心感から、

ジェット推進を選択するファミリー層が多く、湖や川など水深が比較的浅い場所で利用することが

多いユーザーからも支持されている。加速性に優れていることや、メンテナンスがしやすいことも、

ウオータージェット型のボートが選ばれる理由になっているという。 

 

 TWIが使用するウオータージェット・エンジンは、これまでヤマハ発動機が研究を進めてきた日本

の技術を使っている。円高が進み価格的には厳しいが、エンジンや電子装置などの基幹部品は、

すべて日本から輸入している。 

 

 

＜日本的品質管理で消費者の信頼を高める＞ 

 エンジン技術だけではなく、生産現場でも日本的品質管理を徹底している。品質管理で注力した

のは、日本本社の品質管理基準に従って、具体的な作業標準や作業指示書を作成し、経験が尐

ないスタッフでもミスがゼロに近づくよう工夫したことだ。細かい作業や二重三重のチェックが行え

るよう作業現場はできるだけ明るくし、品質を一定に保つため、高精度が求められる工程はできる

だけ機械化を進めてきた。さらに、設計の良否が生産性や品質保持に大きく影響するため、新型

のボートを開発する際には、早い段階から製造要件を考慮して設計しているという。 

 

 永海氏は「プレジャーボートは人を乗せるものだから、品質管理は非常に重要だ。ミスが生じる

作業工程をできるだけ尐なくするため、これまで生産現場を尐しずつ改善してきた。また、設計と

製造を一体化することで品質を向上させている。そのような日本的な品質管理で、消費者の信頼

を高め、販売につなげてきた」と語る。 
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＜中東、ブラジル、中国、ロシアなどにも輸出＞ 

 家族で楽しめるプレジャーボートを多くの人に体験してもらいたいとの思いから、新しい取扱店を

積極的に開拓してきた。3～4年前までは、オートバイなどと一緒にヤマハ系列の販売店で販売す

ることが多かったが、地域のマリンショップなどと提携し、取扱先を増やしてきた。現在では、系列

店とマリンショップなどを合わせ、全米で 150を超える販売店を持っているという。 

 

 また、米国やカナダでの人気に影響を受け、10年からはカナダ以外の地域にも米国から輸出し

始めた。米国のレジャースタイルへの関心は高く、富裕層が多い地域からの引き合いが多いとい

う。現在では、中東、ブラジルなど中南米地域、中国、ロシアなどに、多くのプレジャーボートを輸

出している。日本への輸出も多いという。 

 

 日本の技術を用いたファミリー向け小型プレジャーボートが、米国のレジャースタイルを取り込

み、米国発のレジャーボートとして世界中に広まっている。 

 

＇注 1（本稿では、船の長さが、17～25フィートの強化プラスチック製のプレジャーボートを小型プレ

ジャーボートとする。 

＇注2（掲載している価格は、24フィート、21フィートとも米国内での平均的な小売価格。価格は、オ

プションや仕様によって異なる。また、日本国内での販売価格は異なる。 

 

＇打田覚志（ 
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○ホンダのビジネスジェット、受注好調－HACI藤野社長に聞く－ 

2011年 11月 04日 ニューヨーク発  

 2008年の金融危機後もビジネスジェットが多く売れている。売れ筋は、高いスペックを持つ高機

能機種と、コンパクトな機体の小型機種のようだ。13年内の量産開始と販売を目指しているホン

ダジェットの受注も好調に推移している。コンパクトでありながら広い室内空間を確保し、高性能

のエンジンを搭載することで、レジャーとビジネスの両方で利用したいという顧客の需要をうまく取

り込んでいる。ホンダジェットを製造販売するホンダ・エアクラフトの藤野道格＇みちまさ（社長に 10

月 11日、話を聞いた。 

＜受注は 100機を大きく超える＞ 

 全米最大のビジネス航空見本市＇NBAA（が 10月 10～13日、ラスベガスで開催された。1,000を

超える航空機メーカー、関連するサービスや部品企業などが出展し、バイヤーや購買担当者など

2万 5,000人以上が来場した。バイヤーの関心を集めたのが、13年内の量産開始と販売を目指し

ているホンダジェットの展示ブースだ。 

 

 ホンダジェットの開発を進めている本田技研工業が 100％出資する米国子会社、ホンダ・エアク

ラフト＇HACI、ノースカロライナ州（の藤野社長は「08年の金融危機や最近の金融市場の混乱を受

け、多尐のキャンセルはあったが、新しい注文も多く、現在も 100機を大きく超える受注を維持して

いる。NBAAでも多くの引き合いが来ている」と語った。 

 

 

 HACIが開発を進めているのは、定員 7～8人＇乗客席 5～6人、操縦席 2人（の小型ビジネスジ

ェットだ。現在、米国での販売に必要な連邦航空局＇FAA（の型式認定取得に向けた飛行試験を

続けている。ホンダジェットの販売予定価格は、1機 450万ドル。8～9割が中小企業のオーナーか

らの注文で、欧米の金融や不動産事業などを手掛ける人からの注文が多いという。 
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＜高機能とコンパクト、両機種の販売が好調＞ 

 全米ゼネラル航空機製造者協会＇GAMA（によると、世界の 10年のビジネス航空機出荷額は前

年比 1.2％増の 197億ドル、出荷数は前年比 11.4％減尐し 2,015機だった。出荷額を押し上げた

のはビジネスジェットだ。10年のビジネスジェット機の出荷額は 180億ドルと、前年比 3.2％増加し

た＇図参照（。ピーク時の 08年に比べ約 2割尐ないが、150億ドルを超える水準を維持している。

一方、プロペラ型航空機の販売は数、金額とも減尐した。 
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 米業界大手ビーチ・エアクラフトのセールス部長、ジョン・ハリス氏は「最も売れ行きがいいのは、

航続距離＇注 1（約 5,200キロ、定員＇操縦席を含む（11人、最大巡航速度時速約 860キロ、平均

的な販売価格＇注 2（が約 1,600万ドルのビジネスジェットだ＇10年出荷数 28機、注 3（。また、航続

距離が約 5,900キロ、平均的な販売価格が約 2,200万ドルのものも売れている＇10年出荷数 16

機（」と語る。 

 

 ハリス氏は「近年は小型ジェットの引き合いが多い。12年には、航続距離が約 2,900キロ、定員

6人の小型ビジネスジェットを、750万ドルで販売する予定だ」と付け加えた。 

 

 また、業界最大手のセスナ・エアクラフトの販売担当者は「07年、08年の金融危機前は、航続距

離約 3,500キロ、定員 9～10人、最大巡航速度時速約 770キロのクラスが売れていたが、金融危

機後は、航続距離約 2,100キロ、定員 6人、最大巡航速度時速約 630キロのものが売れている

＇10年出荷数 73機（」と説明する。 

 

 さらに、近年大きくシェアを伸ばしているブラジルのエンブラエルの販売担当者は「航続距離

2,182キロ、定員 6人、最大巡航速度時速約 720キロ、平均的な販売価格が約 360万ドルの『フェ

ノム 100＇phenom100（』の販売が好調だ」と語った。「フェノム 100」は、10年の出荷数が 100機と、

10年のビジネスジェットで最も多く生産された機種だ。 

 

 ビジネスジェットは、高いスペックの高機能機種と、コンパクトな機体の小型機種の販売が好調

なようだ。 

 

＜コンパクトでありながら広い室内空間＞ 

 小型ビジネスジェットの販売が伸びている中、HACIは、機体はコンパクトでありながら広い室内

空間＇キャビン（を確保し、快適性と高機能性を打ち出す戦略で顧客の需要を取り込んでいる。 

 

 空間の確保は、为翼上面にエンジンを取り付けるという、ほかの航空機にはない構造で実現し

ている。一般的なビジネスジェットは胴体後部にエンジンを設置するため、胴体側にエンジンを支

える支持構造が必要になり、空間を広く取れない。しかし、ホンダジェットはその構造が不要で、

HACIによると、ほぼ同じ機体の長さを持つ他機種に比べ室内空間を約 2割広く確保できていると

いう。また、ホンダジェットは、機体後方部と前方部にある荷物スペースも約 2立方メートルあり、

他機種に比べて約 5割も広いという。 
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＜レジャーでの利用需要も取り込む＞ 

 広く快適な室内空間が取れることで、レジャーで利用したい購入者の需要を取り込んでいる。航

続距離は 2,185キロと、ニューヨークからマイアミ、英領バミューダ、カリブ海のバハマ諸島までを、

東京からであれば、上海、北京、台北までをカバーする。広く快適な室内環境は、週末に家族で

出かけるバカンスや別荘への旅行、仲間同士で行くゴルフでの利用に快適な時間を提供する。キ

ャビン外の収納スペースも広く、ゴルフバックが 6セット収まるサイズに設計しているという。 

 

 既存の小型ビジネスジェットでは狭くて家族や仲間で利用しにくい。しかし、機体サイズが大きい

高額なジェットは維持費も高く手が出ない。藤野氏は「コンパクトでありながらゆったりとして快適

な室内空間と広い荷物スペースを確保することで、ファミリーなどでのレジャーとビジネスの両方

で利用したいという需要をうまく取り込めている」と語る。 
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＜日本の中小企業の技術を多く活用＞ 

 もう１つの特徴は、高性能のエンジンだ。ホンダジェットの最大巡航速度は、時速 778キロ。競合

する「フェノム 100」に比べ約 8％、セスナの競合機種に比べ約 12％上回る。また、HACIによると、

競合する既存の小型ビジネスジェットに比べ、燃費効率を約 2割改善させているという。 

 

 ホンダジェットに取り付けられる高性能エンジンは、ホンダとゼネラル・エレクトリック＇GE（の合弁

企業 GEホンダ・エアロ・エンジンが開発した。本田技研工業が独自に開発してきたターボファンエ

ンジンをベースに改良を加え、高効率、軽量、低騒音などの特徴を持つエンジンになっているとい

う。共同開発の HF120 エンジンは、ホンダジェットだけでなく、スペクトラム・エアロノーティカル＇カ

リフォルニア州（のビジネスジェットへの納入が決定している。 

 

 藤野氏は「機体のさまざまな部分に日本の中小企業の部品や切削加工技術が使われている。

日本の中小企業の加工精度や、品質が高いモノ作り技術、そして納期を厳守する姿勢は、ホンダ

ジェットの生産に貢献している」と語った。 
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＇注 1（米ビジネス航空協会の計器飛行方式による航続距離。 

＇注 2（「平均的な販売価格」は聞き取り価格＇11年 10月時点（。価格はオプション、仕様、地域な

ど条件によって異なる。 

＇注 3（10年の出荷数は、GAMA資料による。 

 

＇打田覚志（ 
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５．ヘルスケア・健康関連産業の対米展開事例 
 

○世界から注目される福島発の医療機器－福島大・高橋副学長に聞く－ 

2011年 06月 28日 ニューヨーク発  

 福島大学の高橋隆行副学長率いる研究開発チームは、6月 7～9日にニューヨークで開かれた

医療機器の加工技術展示会「MD＆M EAST」で、最先端の医療機器技術を発表した。震災の影

響で約 2 ヵ月間大学が閉鎖状態になり、研究開発＇R＆D（も停止、一時は出展を見合わせたとい

う。しかし、福島の復興を世界に伝えたいとの思いから出展を決意した。研究開発チームが開発

した内視鏡などの技術に注目が集まり、世界的な医療機器メーカーなどからの具体的な商談も

多かったという。6月 9日に高橋副学長に話を聞いた。 

＜着実な復興を世界に伝えたい＞ 

 「福島県発の医療機器開発技術で、福島が着実に復興していることを全世界に伝えたい」と語る

のは、「MD＆M EAST」で、高機能内視鏡などに使用できる新技術を発表した福島大学の高橋副

学長だ。新技術の開発は、2年前から地元の中小企業などと協力して進めてきた。 

 

 出展に向けた最終調整を進めていたちょうどその時、東日本大震災が起こった。それに続く原子

力発電所の被災により、大学は約 2 ヵ月間実質上閉鎖、R＆D も停止した。高橋氏は、震災の影

響は大きく、一時は MD＆M EASTへの出展を取りやめようと考えたという。そんな中、米国をはじ

めとする世界中の国や地域から多くの支援があり、その支援現場を目の当たりにした。「われわ

れが立ち止まっているわけにはいかない。支援をいただいた世界中の人々への感謝を込め、今こ

そ福島の復興の力をみてもらいたいと考え、出展を決意した」と語る。 



Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  126 

 

 

 

＜開発技術を組み合わせた内視鏡を試作＞ 

 福島大学研究開発チームが中心となって開発したのは 3つの部品だ。1つ目は内視鏡に使われ

る、ブレ＇がたつき（が発生せず動作範囲も大きい運動方向を変える立体カム＇国際特許取得審査

中（。2つ目はがたつきがなく小型で伝動能力が高い減速機＇国際特許取得審査中（。3つ目は世

界で最も薄い角度センサー＇国内特許取得済み（だ。 

 

 立体カムと減速機は、工業用宝石加工部品メーカーの並木精密宝石＇東京（、地元福島県の精

密加工メーカーのアトム＇磐梯町（、山形県の鶴岡工業高等専門学校の佐々木裕之准教授と協力

し、角度センサーは松尾製作所＇愛知県大府市（との共同研究で開発につなげた。さらに防水機

能を備えた角度センサーを、福島大学の山口克彦教授が中心となり開発中だ。それぞれの技術

は単独でも航空宇宙やロボット産業分野などで忚用できる画期的なものだ。研究開発チームは、

その技術を組み合わせ、現在外科手術で一般的に使われている内視鏡の直径サイズと同じ 13 ミ

リのものを試作し、MD＆M EASTで展示した。 

 

 高橋氏は「現在、手術現場で使われている内視鏡は、一般的に自由度が小さく、内臓の裏側な

どの処置が困難だ。また、内視鏡の屈折部で生じる誤差やがたつきにより、微細な操作が難しか

った。その 2つを克服する新しい技術をわれわれは具現化した」と語る。 
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＜小型化の実現に向け R＆Dが続く＞ 

 出展した内視鏡はまだ試作品だが、高橋氏は「直径が 13 ミリの内視鏡を年内に製品化したい。

そして、2～3年後をめどに、現在 13 ミリの直径を 5 ミリまで小さくし、内視鏡の屈折間隔＇関節部

から関節部までの長さ（を 30 ミリまで短くすることが目標だ」と語る。実現のカギを握るのは、歯車、

立体カム、センサー、モーターなど为要部品の小型化だ。実現すれば、手術用などの医療機器と

しての実用性が格段に高まる。高橋副学長は「歯車、立体カム、センサーなど为要部品で企業と

協力し、R＆D を進めている」と説明する。 

 

 

＜高い技術が注目され具体的商談が相次ぐ＞ 

 出展を終え、高橋氏は「厳しい時期での出展だったが、非常に大きな成果が得られた」と振り返

る。成果の 1つは、内視鏡の試作品や角度センサーに、世界的な医療機器メーカーや精密機器メ
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ーカーなどから具体的な商談が相次いだことだ。「具体的な商品例を示したことで、世界的なメー

カーから具体的な商談を得られた。これら企業とコミュニケーションを深めていき、大学の持つ技

術を実際に使用できるものに変えていきたいと」語った。 

 

 もう 1つの成果は、福島が着実に復興していることを世界に示せたことだ。「会場では、多くの来

場者から、忚援の声をいただいた。その一人ひとりに、これまでいただいた多くの支援に感謝を述

べるとともに、尐しずつ復興に向け頑張っているとのメッセージを発信できたことは大きな成果だっ

た」と語る。 

 

 企業と連携した R＆Dで、技術を実用化していくという福島大学研究開発チームの取り組みは、

福島発の医療機器開発技術として注目を浴びている。 

 

＇打田覚志（ 
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○展示会活用で海外メーカーとの取引に活路－医療機器部品製造の金子製作所－ 

2011年 07月 04日 ニューヨーク発  

 これまで国内企業との取引が中心だった医療機器部品製造の金子製作所＇さいたま市（は、

2010年の海外展示会出展を契機に海外展開を強化し、海外の複数企業との直接取引に成功し

た。展示会出展や商談で、欧米の医療機器メーカーにターゲットを絞って自社の高い加工技術を

訴え、企業開拓を行ったことが成功につながった。また、海外取引先を開拓した達成感で社内が

1つになり、東日本大震災による福島工場の被災と生産停止による苦難を乗り越えられたという。

金子晴房社長に 6月 8日、話を聞いた。 

＜ロサンゼルス近郊の展示会出展が転機に＞ 

 「2 年前は、海外取引先を自社で直接開拓できるとは夢にも思わなかった」と語るのは、医療機

器・航空機部品を製造する金子製作所＇従業員 80 人（の金子社長だ。同社は、1956 年の創業時

から医療機器用の光学機器部品を製造し、75年には内視鏡部品、84年には航空機エンジン部品

の製造を手掛けるなど、高い精密加工技術を生かして、新しい分野に積極的に進出してきた。

2004 年 8 月には、航空宇宙産業で求められる、より高度な品質の認証「JIS－Q9100」を取得し、

07 年には、医療機器向けの超精密加工技術や航空宇宙産業にも認められた高い技術を持つ中

小企業として、「日本の元気なモノ作り 300 社」に選定された。そのような技術力を持つ同社が海

外取引の開拓を意識したのは、09年 11月のことだ。 

 

 金子社長は「これまで国内企業との取引が中心で、海外で使われる医療機器や航空機などの

部品でも国内企業に納品する下請取引がほとんどだった。これまで 50 年間していたように、技術

力があれば、国内企業との取引で十分だと考えていた。しかし、リーマン・ショック後の景気低迷で

国内の需要が大きく低下し、海外市場を開拓する必要性を感じた」と振り返る。 
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 ちょうどそのころ、ロサンゼルス近郊のアナハイムで医療機器の加工技術展示会＇MD＆M West（

が 10 年 2 月に開催されることを知る。その展示会に市場調査を目的として出展したことが、海外

展開を始める転機になったという。 

 

 金子社長は「MD＆M West に出展するまでの準備期間は約 3 ヵ月と短く、初めての海外展示会

出展だったため、特別な準備はほとんどできなかった。しかし、精密加工技術の高さを訴える戦略

で部品などを展示したところ、欧米の医療機器メーカーの目にとまり、引き合いや具体的商談も多

く得られた」と語る。 

 

＜欧米の完成品メーカーにターゲット絞る＞ 

 海外展示会出展で確かな手忚えをつかんだ同社は、その後、外科手術に使われる医療機器部

品に的を絞り、医療機器の完成品メーカーにアプローチを始めた。市場調査は、ジェトロの海外ミ

ニ調査サービスを使い、医療機器メーカーとの商談はやはりジェトロのビジネスアポイントメント取

得サービスを活用した。また、11年 2月には 2年連続で MD＆M Westに出展、4月には中国・深

センで開催された中国国際医療機器博覧会＇CMEF（にも出展し、さらに 6月にはニューヨークで開

催された医療機器の加工技術展示会＇MD＆M East（に参加した。ターゲットを絞った展示会出展

や商談が功を奏し、欧州の医療機器メーカー3社と取引が決まった。 

 

 金子社長は「海外で取引を開拓できたのは、欧米の医療機器メーカーにターゲットを絞り、展示

会や商談など企業開拓を進めたからだ。中国で開催された CMEF への出展でも、ターゲットは欧

米の医療機器メーカーだった。欧米の完成品メーカーは、精度が高い技術を求めている」と語る。 

http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
http://www.jetro.go.jp/services/appointment/
http://www.jetro.go.jp/services/appointment/
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 ジェトロの輸出有望案件発掘専門家として同社の支援に携わる村上隆氏は「医療機器部品を製

造する中小企業は、欧米などの完成品メーカーにターゲットを絞ることが、海外取引を開拓する上

で有効な戦略になる。特に、米国で開催される展示会は、専門分野別に細分化されているものが

多く、部品加工などの技術力の高さを訴えていくことが大切だ。また、中国やインドなど新興市場

を攻める場合は、現地の企業向けにそのまま使える完成品を展示するか、来場する欧米の医療

機器メーカーに技術力の高さを訴えるかの 2通りある」と説明する。 

 

＜東日本大震災で福島工場が被災＞ 

 同社は、医療機器部品を中心とする精密加工部品の受注増加により、11 年 1 月には福島県い

わき市のいわき四倉工業団地に新工場を新設、生産能力を約 2倍に引き上げた。注文が増え、さ

いたま市にある本社工場では対忚が難しくなったからだ。しかし、その後、東日本大震災で新工場

が被災し、新工場での生産が停止した。震災後すぐ、新工場で働いていた従業員と加工機械を本

社工場に移し、顧客からの注文に対忚したという。 

 

 金子社長は「震災という苦難を乗り越えられたのは、顧客からの難しい技術的要求に果敢にチ

ャレンジしてきたものづくり精神に加え、独自に海外取引を開拓できたという自信や達成感で社内

が 1つにまとまったからだ。福島の早期復興のためにも、8月には福島工場を再稼働し、福島でも

のづくりをしたい」と語った。 

 

 積極的な海外取引の開拓が、東日本大震災による工場被災、生産停止という苦難を乗り越える

原動力にもなっているようだ。 

 

＇打田覚志（ 
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