
 

 

 

中小企業海外市場参入の際の 

 計画の立て方 

 

 

 
 

 

 

2012 年 6 月 

 

 

 

 

 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

 

 

 

 



 

2 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書に関する問い合わせ先： 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
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アンケート返送先 FAX :076－268－9603   

日本貿易振興機構 金沢貿易情報センター   

 

●ジェトロアンケート● 

中小企業海外市場参入の際の計画の立て方 

 

ジェトロでは、海外市場参入に向けての自社の戦略を立てる準備をされている日本の中堅中小企業の

方々の一助としていただくために本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アン

ケートにご協力をお願い致します。 

 

■質問 1：今回、本報告書で提供させていただきました情報について、どのように思われましたでしょ

うか？（○をひとつ） 

 4：役に立った 3：まあ役に立った  2：あまり役に立たなかった  1：役に立たなかった 

 

■質問 2：上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関する感想をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

■質問 3：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。（任意記入） 

 

 

所属 

 

 

 

 

□企業・団体 

 

会社・団体名 

 

部署名 

 

□個人  

 

・・・ご協力ありがとうございました・・・ 

※本アンケートにご記入いただきました情報は、当該サービスの向上のために使用致します。 
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はじめに 

 

 今まで、世界でも有数の豊かなマーケットである日本国内市場において、優れた技術を駆使して、多

様な要望に応えて商品を作り出してきた地場産業に従事する企業の方々は、商流の中間に位置する企業

からの豊富な受注により、生産が支えられてきました。しかし、今日では、国内需要の縮小や商売形態

の多様化が進む事により、注文を待つ体制から、自ら市場における消費者のニーズを探り（マーケティ

ング）、自社の技術を活かした差別化された商品開発と商品群を構成して（マーチャンダイジング）、市

場に流通させるために、売込みの営業、及び販売促進活動（セールスとプロモーション）を行うことを

求められる時代となってきているのではないでしょうか。大きな流通の流れの中で、分業化された工程

のひとつのパートを受け持つことは、ある意味で安定的業務とも言えますが、極端に言えば、自社の商

品がどのような店舗で、どのような消費者に向けて販売されているかが良く分からないような構造でも

あったと言えるのではないでしょうか。 

 自ら苦労して生み出した商品が、世界の市場で、いろいろな人たちに自分たちの望む提案方法で店頭

に並び、お客様が喜んで購入してくれている様子をダイレクトに見られることは、恐らく今までの商売

の過程では味わえなかった醍醐味を味わえるかもしれないのです。 

 今回、海外（パリの市場）を例に挙げて、受注生産のみで対応をしてきた企業が、自らマーケットと

接点を持って、物作りから売込みまでをして行く場合の最初の段階で行うべきポイントを整理して、消

費者に商品を届ける売り手となる店舗において買い付けをする人間がどのような事を行っているのか、

その理由も含め解説し、全てが最終の消費者のニーズを見つけ出すことにつながっていることを理解し

ていただきたいと考えて本報告書を作成いたしました。そして、それを見つけ出すヒントは、生き物の

ように常に動いている店舗の売場から見出せるのです。また、本調査報告書で説明をしている内容は、

成熟した市場ではある程度共通して見られる事項でもあるのです。 

 本報告書が、試行錯誤を重ねておられる地場の消費財（日用雑貨品、インテリア雑貨、ファッション

系の雑貨からウェアにいたるまで）を製造する中小企業の方々の営業戦略を決めていく上での一助とな

れば幸いです。 

 

 

2012 年 6 月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

金沢貿易情報センター 

 

 本報告書の作成は、ジェトロがミリビス社に依頼をしました。 
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Ⅰ  売り込み、営業活動について 

 

1. 海外進出は何故するのか 

伝統工芸品をはじめ中小企業の付加価値商品の海外進出が言われて久しいが、海外進出は何故する

のだろうか？確かに日本の経済状況や、少子化による市場の縮小は、日本市場だけで充分に採算が

取れていた企業に、日本以外の市場を考えさせる原因ではあるが、日本で売れないから、海外に売

りたいというような、安易な考え方では、海外市場への売り込みは難しい。 

日本は世界でもトップクラスの購買力を持っており、日本で売れない物は海外にも売れないと考え

た方が良い。国内において、きちんとマーケティングやマーチャンダイジングに関する努力をした

上で、更なる業績拡大の為に海外のマーケットを狙うのか、自社の製品には海外のマーケットの方

が潜在的可能性が高いという結論に達したのか、又は、特にターゲットとするマーケットをどこか

に見出したのか、経営者にきちんとしたロジックが求められる。 

その上で、現実的に海外進出の仕方についてきちんと計画を立てるため、重要なポイントについて

もう一度考えなおしてみたいと思う。 

2010 年に発表された中小企業白書によれば、海外進出のきっかけとしては、自信のある自社製品

を海外で販売したいという理由を挙げている企業が全体の 38％にものぼっている。 

 

＊国際化を行うことになったきっかけ 

「自社製品に自信があり、海外市場で販売しようと考えた」ために国際化する中小企業の割合が最も高い 

 

資料：2010 年中小企業白書 
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また、海外進出をするにあたって、社内でどのような取り組みを行ったかを中小企業白書の調査か

ら見ると、今までは自社商品に自信があって、海外に出ようとする企業が多い為か、進出前よりも、

進出後に必要を認識して新しい取り組みをしたという例の方が多くなっている。 

もちろんやってみなければ分からないという面も多くあるが、これから海外進出を考えようという

企業には、あらかじめ海外情報を手に入れ、できるだけの準備を整えたうえで、一番自社にふさわ

しい方法を選んで行く事を勧めたい。 

 

 

＊国際化の開始前後に取り組んだ内容 

国際化企業は、国際化後に様々な取り組みを行っている 

 

 

資料：2010 年中小企業白書 

 

また、これも中小企業白書の調査によるが、海外進出を行ったことによって、７－８割の企業が、

海外に対する売り上げだけではなく、国内におけるビジネスでもプラスの効果があることが明らか

になっている。 

海外進出に向けて様々な努力をすることで、今まで見えていなかった社内の問題が明らかになった

り、国内でも新しいビジネスチャンスを発見する事に繋がっている。 

パリの展示会に出展している日本人ファッションデザイナーの多くも、インターナショナルなマー

ケットに於いてよりも、国内マーケットでの売り上げ増加に繋がるケースが多い。これは国内にい

てはなかなか機会がない、国内の有名店バイヤーとコンタクトできるというメリットがあるからだ

ろう。 
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＊国際化を行ったことによる効果 

国際化は中小企業に対して「売り上げの増加」や「新市場・顧客の開拓」を初めとして様々な効果をもたら

す 

 

資料：2010 年中小企業白書 

 

 

2. 海外進出の方法と課題 

 

2.1) 方法 

 

① 海外の展示会への出展   

 

今回のパリファッション・ウィーク（2 月 28 日～3 月 7 日）では、2012-13 秋冬レディース・コレ

クションが発表された。オフィシャルカレンダーだけで 94 のファッションショーが行われ、3 月 2

日～5 日の間には、20 を越える合同展示会（サロン）がパリの街のあちこちで開催された。 

日本でもヨーロッパでも、テレビのニュースは世界各地の経済危機をとりあげ、ユーロ圏ではギリ

シャをはじめとしてイタリア、スペインなどの経済は大きく傾き、ユーロの存在自体が危ぶまれ、

フランスは大統領選挙に向かって浮き足立つなど、明るい話題がない中で、展示会にバイヤーは来

るのだろうかと心配されていたが、なかなか活気のあるセッションとなった。フランス国内のマー

ケットは、中国やアメリカなどと較べるとはるかに小さく、新人クリエーターの商品を買おうとい

う姿勢もイタリアや日本のバイヤーの方が積極的だが、今シーズンの展示会の様子を見ても、ファ

ッションの発信地として、パリの世界における重要性は揺るぎのないものである。 
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ファッションが服だけではなく、雑貨、インテリア、化粧品まで生活全般に領域を広げている最近

では、それぞれの分野で世界をリードする展示会がパリで開かれており、フランスをはじめ世界の

マーケットに新規参入することを考える場合、取り組みやすい第一歩として、パリで開かれる合同

展示会に出展するという方法が考えられるのではないだろうか。名の通った展示会には世界中のバ

イヤーやジャーナリストが訪れるので、少なくとも商品を彼らの目に触れさせる事は可能である。

また、パリの展示会には時代の先端を行くブランドが集められているので、ヨーロッパ市場にあっ

た物作りの為の情報収集の場としても活用したい。 

パリで開かれる個々の展示会については、2010 年 3 月の報告書「伝統産品領域での欧州市場参入

に向けての準備」の中で説明しているので、参考にしていただきたい。 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000300/kan_den.pdf 

ここでは、代表的な展示会の最近の動きについて、少しご説明しておく。 

 

ファースト・セッション ＜1 月下旬・9 月初め → 一部 6 月末に変更＞ 

この時期の展示会の中心的存在だったフーズ・ネクスト（WHO’S NEXT）のオーガナイザーWSN

デベロップメントが、プレタポルテ・パリ展をはじめ、靴の展示会メッスアラウンド、革製品展な

どを買収し、すべてを統合した巨大レディース・ファッションの展示会となって、2012 年 1 月展

より、ポルト・ド・ヴェルサイユの展示会場で、新しい形で開催されることになった。元々、WSN

デベロップメントの傘の下にあったアクセサリー小物展示会プルミエール・クラスは、従来通り

WHO’S NEXT と隣り合った会場で開かれている。これまで 9 月初めに開かれていた春夏展は、今

年から、6 月末開催に変更の予定である。 

ほぼ同時期にパリの北、シャルルドゴール空港近くの大規模な展示会場パーク･デ・エクスポジシ

ョンで開かれていたインテリア、家具、ギフト、照明などの展示会メゾン・エ・オブジェは、開催

時期を変更しないので、春夏コレクションに関しては、同時に見ることが出来なくなる。 

 

＜Maison et Objet 2012 年１月> 

    JETRO ブース 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000300/kan_den.pdf
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メゾン・エ・オブジェはデザイン関連の展示会としては欧州最大で、1 月と 9 月の年 2 回の開催、

会期は 5 日間。出展者数約 3000 ブランド、来場者数約 85000 人。フランクフルトのアンビアンテ

（国際消費財見本市）、ミラノのサローネ（家具インテリア見本市）と比較して、ファッションよ

りの展示会で、ライフスタイル全般を提案している。デザインされたレベルの高い商品が並び、出

展の為のスクリーニングもクリエーション力が問われる。 

現在、伝統工芸を中心とする中小企業に対し、経済産業省や JETRO が様々な形で海外進出を支援

しているので、それをきっかけに世界に出て行こうと考え、メゾン・エ・オブジェに出展している

企業も多い。 

 

＜二葉苑＞ 東京新宿に残る江戸小紋の染工場。財布、小物等をつくって提案 

 

 

＜kna plus> 

 

工業用資材をつくる工場が、プリーツ加工、シワ加工をしたバッグ、スカーフ等を自社ブランドして展開。 

エコロジーへの思いが強く、ポリ乳酸素材を使い、日本で丁寧なもの作りをしている。 

伝統工芸を特に意識はしていないが、日本の伝統色の中でもポップな色目のものを選び、海外でも日本の若

い人達にも使ってもらえるようにと考えているとのこと。 
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セカンド・セッション ＜パリ・ファッション・ウィーク 3 月初め・10 月初め＞ 

アトモスフェール（服の展示会）、ザ･ボックス（小物の展示会）が、フーズ・ネクストのオーガナ

イザー WSN デベロップメントに買収され、2012 年 3 月には、ファッション・ウィークの柱とな

る 4 つの展示会（プルミエール･クラス、パリ・シュール・モード・アトリエ、アトモスフェール、

ザ･ボックス）がチュイルリー公園近辺に集まり、一つのオーガナイザーの下で開かれる事になっ

たが、ビジターの評判も、出展者の評価も良いものであった。WSN デベロップメントの報告によ

ると、プルミエール・クラスのビジターが 2011 年同時期に較べて 47％アップの入場を記録するな

ど、バイヤー、出展者ともに全体的に満足のいくセッションだったという。円高の為か、特に日本

人バイヤーが多く、スタンドに入ってオーダーをつけている姿もかなり見かけた。出展者の話によ

ると、アメリカのバイヤーも戻ってきているとのことだった。 

セカンド・セッションでは、パレ・ド・ラ･ブルス、カルーセル・ド・ルーブル、モンテーニュの 3

会場で約 450 ブランドを集めて開かれていたトラノイの存在が一番大きかった。シンガポール政府

の支援を得て、シンガポールの 5 ブランドも参加していた。 

 

＜アトモスフェール＞ 

オーガナイザーが変わり、明るい雰囲気に 

 

 

 

＜THE BOX＞ 

こちらもホワイトが 

ベースになり明るくなった 
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＜トラノイ カルーセル会場の入り口＞ 

ジル・ウアキのエクスポジション « Cadenas »（錠前） 

 

 

 

② 海外の売り先への個別訪問 

海外の展示会への出展は出展料などの負担も大きいし、ターゲットによっては、個別にセレクショ

ンした店やディストリビューターに直接売り込みを掛ける方法も考えられる。 

特に、手作りの一品物は一般的なコマーシャルのペースと合わない事も多いし、日本独特の製品で

きちんと使い方を説明しないと分からない物などは、この方法が有効だろう。 

店舗のバイヤーも先にビジュアルや資料を送って、興味を持ってもらえれば、アポイントに応じて

くれる場合が多い。 

 

③ 海外におけるパートナーを探す 

こちらから直接海外に出て行くのが難しい場合には、海外で販売してくれるパートナーをインター

ネットなどで探し、コンタクトを取る方法も考えられる。あるいは、自社のホームページに英語版

を作って、海外からのアクセスをしやすくする方法もある。 

現実的には、自社で展示会に出展しているうちに、相手先の目にとまったり、何らかの賞をとった

りしてメディアに取り上げられた結果、取引が始まったりといったケースが多い。 
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2.2） 課題 

 

課題としては、まず、情報収集の難しさがある。自社製品に適当なマーケットがあるのか、またそ

れがどの程度の規模なのかを見極めるのはとても難しい。ＪＥＴＲＯなどの公的機関や、商社、コ

ンサルタントなどプロフェッショナルの助けを借りるのも手段の一つだろう。 

また、海外進出にあたって、外国語ができたり、海外に出張できる人材の確保も課題の一つだが、

海外とのメールのやり取りなどは、近年そのようなサービスを請け負う企業も出てきているので、

外部に委託することを考えても良いだろう。 

生産体制の適応も考えなければいけない。生地や、ファッション関連の商品など、シーズン性のあ

る商品では、日本と海外とのサイクルの違いが大きな問題になることもある。海外のマーケットに

合わせた商品を作る余裕をもち、その後の需要に応じられるような体制を作るのは、中小企業にと

って投資が必要になる可能性もある。 

 

3. 自社製品のポジショニングとターゲットの決定 

 

3.1） 世界的な消費動向を考慮に入れる 

 

欧米などの成熟した市場において、消費に対する人々の考え方は近年大きな変化が見られるが、特

に東日本大震災以降、世界中で人類の未来に対する不安、自然との向き合い方に対する疑問が湧き

起こり、人類の未来の為に自然を大切にする風潮から、無意味な消費は避けようという大きな流れ

が見られる。成熟した市場では« 所有»に対するステイタスは低下し、ただ« 物 »を持つ事には興味

がない人々が増えている。自分自身と地球を大切にするために、消費者はますます情報を集め、賢

い選択をするようになっている。 

キーワードとしては、 

自分自身・・・・・健康、美、楽しみ、喜び、向上 

地球・・・・・エコロジー、自然また、それに伴って店舗の役割も変化している。店舗は物を提案

するだけでなく、物に背景、ストーリーを持たせて一つの価値観を提案するようになっている。 

日本に関しては、各国で日本の文化が注目されている事から、日本文化を商品の背景として紹介し

ながら、営業活動していくのも一つの方法だろう。 

  

日本の中小企業は、低価格大量生産のマーケットへの参入は困難な事から、この時代の流れを追い

風と捉えて、独自のストーリー、価値観を提案することで、ニッチな市場を獲得できるのではない

だろうか。伝統文化の事業は、マス・マーケティングを得意とする大企業には難しいビジネスなの

で、中小企業のビジネスチャンスだと考えられる。                  
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3.2） 誰に何を売るのか を決定する 

 

海外に進出するにあたってはポジショニングの決定が非常に重要なポイントになる。まずは自社製

品の日本市場での位置づけを確認し、海外の情報を入手して、海外進出のためのポジショニングを

確定しなければならない。ポジショニングの決定にあたって、ターゲットとする顧客層、プライス

ゾーンを決めたら、狙っているマーケットが本当に存在するのか、またその規模はどのくらいなの

かを出来る限りの方法で確認した方が良い。 

 

① ポジショニングの概念 

ポジショニングとは、ターゲットとする消費者の心の中に独自の価値を持つ場所が占有できるよう

に自社のオファーをデザインする行為だと言える。 

ではどのようにして、自社製品のポジショニングを決めるのだろうか。 

まずは、差別化について考えてみる。自社製品の特徴、強み、弱みは何なのか？しっかり分析して

自社製品の最適、かつ最重要な＜違い＞を選択する必要がある。 

 

② 知覚マップの利用 

マーケティング・ツールとして、ポジショニングの分析をするのに、良く使われるのがポジショニ

ングマップとも呼ばれる知覚マップだ。知覚マップとは消費者の記憶の中に作られている商品イメー

ジを、統計分析によって見られるように表現したもので、マーケティングやブランド分析の本には必ずと言

ってよいほど使われている。作り方や分析に関する説明は、統計を使った専門的なものになってしまうの

で、ここでは触れないが、簡単に手に入る知覚マップを参考にしてみる事はできるだろう。 

＜一つの例＞ 

 

 

イメージの尺度 

独自性の尺度 

ポジティブ 

ネガティブ 

共通性 独自性 
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3.3） 自社の製品および技術の市場価値を判断するための留意点 

 

① 海外では歴史的背景の認識はない 

日本では伝統のある技術として認められていることも、海外では全く認知されておらず、ゼロから

の出発になることを覚悟しなければならない。伝統工芸を説明する際には、「何百年の歴史がある」

あるいは「手作業の何十種もの工程を経て作られる」というような点が強調されがちだが、それは

こちらからの価値の押し付けに過ぎず、まずは商品自体の魅力で人を惹きつけられなければ、最初

の一歩を踏み出す事はできない。商品に興味を持ってもらえれば、そこでその魅力が長い歴史の中

で育まれてきたものであるという説明が出来るのである。 

伝統工芸をはじめ物作りの優れた技術は、使い手に何かを伝え、提供する為の方策として、長い年

月をかけて蓄積され、進化してきたはず。海外市場を目指す際にも、その市場にあった物作りをす

るために、技術を進化させていかなければならない。 

 

②  生活習慣や体型の違い 

日本の食べ物や文化がヨーロッパでもアジアでも受け入れられつつあるが、彼らの生活が全く日本

式になったわけではないので、海外向けの商品を企画する時には、その点に気をつけなければいけ

ない。例えば、食器の場合、フランスではお茶碗や小鉢の類いは通常の生活の中では使われず、コ

ーヒーカップはエスプレッソコーヒーを飲む小さいサイズの物が中心でマグカップはあまり使わ

れていない。反対に、メインディッシュをのせる大きなお皿はどこの家庭にも常備されており、必

須アイテムである。 

 

＜生活提案型品揃え店 メルシーの食器売場＞ 大き目のお皿が中心の品揃えである 
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＜メルシーの家具/食器売場＞ 

テーブルセットはやはり大き目の 

お皿 

 

皿 

 

 

 

また、下駄、草履、スリッパ等の履物を売ろうと考えた場合は、女性用でも、足のサイズは 26、

27 くらいが一般的で、日本での普通サイズ 23～24 というのは少数派であるという事を頭に入れ

ておかなければいけない。フランスでの展示会に出す場合は、バイヤーが必ず足を入れてみようと

するので、大きなサイズを用意しておく必要がある。着物風バスローブについても、女性用も男性

用も、日本マーケットより大きなサイズが必要であり、特にドイツや北欧の国々をターゲットとし

ようと考えた場合には、フランス人より大柄である事を考えにいれなければならない。 

バスタオルやベッドまわりのハウスリネンも日本とはサイズが違うので、商品企画を始める時にタ

ーゲットとする市場の一般的なサイズを確認しなければならない。最近では、現地に出向かなくて

もインターネットで海外の通販サイトを開けて、サイズをはじめ、人気のある色柄、プライス等を

調べる事が可能である。 

お財布なども、日本で販売しているものをそのまま持っていくと、お札やコインの大きさの違いの

為、使い勝手の悪いものになることもあり、バッグも盗難事件の頻発するヨーロッパではきちんと

ジッパーで閉まるものを要求されるなど、マーケットのニーズは国や地域によって違ってくる。 

服をはじめとするファッション製品を販売したいと考えた場合には、ヨーロッパでは若者達は服に

使うお金はかなり少額で、日本から輸出するような高額な商品を買うことが出来るのは生活に余裕

のある中高年のマダム達が中心になるということを頭に入れておかないといけない。ヤング向けの

カワイイ S サイズの服は、よほど競争力のある価格設定にしないと難しいと考えられるなど、日本

市場とは様々な違いがあるので、現地に出向いてのマーケット調査、インターネットを使っての調

査などを行い、出来る限りの情報を入手して準備にあたるようにしたい。 

 

③ 気候風土 

パリを起点にして、国際展示会に出展するなど、海外進出を図ると、フランスだけではなく、世界 

中から来るバイヤーを相手にすることになるので、ターゲットとする国や地域の気候風土が、自社 

製品を売るのに適しているかどうか研究しなければならない。例えば、凝った細工を施した最高級 

の木製漆塗りの宝石箱をヨーロッパや中東の富裕層に売りたいと考えても、気候が乾燥しているた 

め、ひび割れやゆがみが生じる可能性があり、リスクが大きい。日本では、お金を持っている『中 
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東の富裕層に売ろう』と安易に考えがちだが、彼らには彼らのテイストがあり、生活のスタイルと 

いうものがあるので、それらに応えられるような企画をしていかなければならない。例えば、中東 

の富裕層に服を売りたいと考えた場合には、女性は肌を出さないので、ボトムの丈は足の隠れる長 

さで、袖は長袖でなければならない等の制約も考慮に入れる必要がある。 

 

④ 適正価格の考え方 

伝統の技術を使って作られた製品は、かけられた手間に見合った価値があると評価され、買い求め 

られ、長い間日本国内では残ってきたが、海外に持っていった場合、プライスがその市場で通るか 

どうかを、検討する必要がある。ヨーロッパでは、仕入れ値に対し 2.5～3 倍近くの掛け率（20％ 

近い付加価値税が含まれる）で、小売価格が設定される為、それぞれの国に入るまでに、さらにト 

ランスポートや関税等の経費がかかる日本からの輸出品の場合、消費者への売値がかなり高くなっ 

てしまう事を、常に頭に入れておかなければならない。大変大雑把な目安であるが、欧米の小売店 

に数十万円～百万円くらいの服飾雑貨を輸出する場合、店頭での小売価格は、FOB の 3.5～4 倍近 

くになる。 

このように輸出のプロセスにコストがかかるので、いつもと同じように商品を作り、その生産の過

程でかかった費用を単純に積み上げてプライスを決めるのではなく、ターゲットとする市場に同じ

ような商品が存在する場合は、インターネット等を使って調べるなど、価格調査をして、戦える範

囲の価格設定にできるよう、物作りから輸出作業までのさまざまな段階で努力すべきだろう。しか

し、現地の競争相手よりどうしても何割か価格が高くなってしまう場合には、「伝統的な技術を使

い、手間がかかっている」という説明だけではバイヤーも消費者も説得する事はできない。素材の

特徴や機能に関して、どのような点が優れているかという説得力のある論理的な説明と、理解しや

すい資料の準備が必要である。 

 

 ⑤ 柔軟な発想で自社の技術を活用する 

海外進出を、新しい市場で、新しい消費者に販売して行くにはどうしたら良いか、これまでとは違 

う視点で自社の技術と商品作りを考えていく良い機会と捉えたら良いのではないだろうか。「○ 

○ という伝統工芸は、こうでなければいけない」「この商品はこのような使い方をすべきである」 

というような従来の枠組みにばかりとらわれずに、発想の転換をし、少し違った方向から自社の技

術や商品を見直せば、新しい地平が拓けてくるはずである。 

自社の得意とする技術を使い、世界でオンリーワンと呼べるような魅力的なオリジナル商品を生み 

出し、ある程度適正な価格に落とし込めれば、国際的な海外展示会でその価値を認められ、オーダ 

ーにまで結びつく可能性はかなり高い。 

  

最近の成功例を一つご紹介しておきたい。この 1～2 年日本の百貨店やセレクトショップでもよく

見かける カモ井加工紙株式会社（岡山県倉敷市）の « mt masking tape » 。 カモ井加工紙は、1923

年（大正 12 年）「カモ井のハイトリ紙製造所」としての創業以来、“粘着”製品の開発をしてきた

会社で、元々は、工業用資材としてペンキなどを塗ったりする時の養生に使用するマスキングテー
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プをカラフルにして文具に適用し、2007 年に発売したところ大ヒット。1 個 150 円くらいから、2

個セットで 280 円、5 個セットで 800 円（日本での小売価格）という手軽さで、しかもオシャレで

楽しい商品となり、現在では、パリの有名セレクトショップにも置かれている。 

 

＜パリの Maison et Objet の展示会場の mt masking tape のスタンド＞ 

 

＜生活提案型セレクトショップ メルシーの売場＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

マスキングテープというものを、世界で初めて文具に適用したというオリジナリティと、オケージ 

ョンにあわせたカワイイデザインが、プレゼント用にもオフィス使用のためにも買われている理由 

と考えられる。 

海外への進出の第一回目は JETRO の広報ブースへの出展で、そこで様々な事を学んだとのこと。

その後、長期でじっくり現場を理解することが大切であると考え、進んで来たようである。 

 

 

4. 市場における店舗の役割 

 

市場における商品の流れを簡単な図にすると以下のようになる。 

 

マーケットにおける店舗のバイヤーの役割は、消費者の手に入りやすいように、消費者の代わりに

買い付けをして、店舗に商品を揃えることである。 

したがって、バイヤーは自分の店がターゲットとする顧客の好みそうな物、あるいは求めるだろう

物を探している 

そこで、売り手としては、店舗のバイヤーにアピールするためのコミュニケーション能力を備えな

くてはならない。 

 

 

 

作り手 

 

   売り手 

 

買い手 

バイヤー 

 

売り手 

店舗 

生産者＝一人二役 

買ってもらえる物を作る 
買ってもらえるように販売 

買ってもらえそう

なものを仕入れる 

 

買い手／消費者 買いたい物を買う 

買ってもらえるように販売 
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まず、店舗では誰がどうやって買い付け金額、商品を決定しているのかを考えてみたい。 

大型店舗では、仕入れにあたって、マーチャンダイザーとバイヤーが関わるのが通常である。小型

店舗では、バイヤーがマーチャンダイザーを兼ねる事も多い。 

 

マーチャンダイジングの一般的な定義としては、“効果的商品構成”と“効果的販売方法”を考え

る事で、 “需要の想像や組織化を目的として売り手の市場への働きかけ” るマーケティングと区

別される。（田島義博：マーチャンダイジングの定義より） 

マーチャンダイズとは商品という意味であり、マーチャンダイザーとはもともと小売り業者を指す

言葉だったが、実際は商品計画や仕入れによって、魅力的な商品のラインナップを作る専門家の事

をいう。市場の動向や売り上げ状況を分析して、どんな商品がどのくらい売れるかを予測し、仕入

れ計画を立てる人のことで、日本ではＭＤとも呼ばれる。 

 

Ⅱ. 店舗のマーチャンダイザーとバイヤーの仕事 

 

前の章では、主に売込みや営業活動について、メーカーの会社組織のなかで、特に社長を含む会社

幹部や営業部隊が方針として意識しておくと良いポイントを整理した。つづいて本章では、主に商

品企画・生産に関わる人たち（デザイナー、または、職人の方も含む）が意識をしておいて欲しい

点について整理をしていく。 

勿論、営業部隊も認識しておくべきポイントでもあり、社長が商品企画も兼任される場合は、先ほ

どの営業的な視点から少し距離を置いて、物作り寄りの立場に立って理解をして欲しい。 

 

直接消費者に商品を販売する店舗において、売場で商品を販売している部門以外に、それを支える

部門はいくつもある。その中で、大量の商品を買い付ける前に、誰がどのようなことをして品揃え

の計画を作っているのか、その分析の手法など準備作業の一端を説明し、それを実行に移していく

人がどのような予備知識を持って買付けを行っているかを再確認して頂き、物作りの際の商品構成

を充実させることで、営業部隊の売込みの際、バイヤーからの要望に先廻りすることができる可能

性が高くなる。 

以下で説明する店舗のマーチャンダイザーやバイヤーの思惑が見えてくることは、つまり、会社の

商品のセールスにおける効果的なアピールのポイントが明らかになり、それが結果的に市場参入の

近道となる。 

 

1. マーチャンダイザーの仕事 

 

マーチャンダイザーの役割は、簡潔に言えば、商品企画、商品化計画、品揃え計画（マーチャンダ

イジング計画）を作成し、その数値責任を全うすること。そして、自社のマーチャンダイジングポ

リシーに則って顧客ニーズに応えるために、「適品」を、「適時」に、「適量」、「適所」、「適価」で

取り揃えることが仕事である。 
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まず、このマーチャンダイザーの役割を理解してもらうためと、店舗や売場を理解し、店頭に並ぶ

商品について知ってもらうために、店舗ポリシー、ターゲット、そしてマーチャンダイジングの分

類から説明していく。 

  

1.1） ターゲットの決定 

限られたスペース（店舗あるいは売場）で最大限に効率よく、お客様に喜んで購入してもらえるよ

うな品揃えを目指す場合、まずはどのようなお客様をターゲットにするか、から考え始める。 

つまり、およそどのくらいの年齢層で、どのくらいの所得（グレード）があり、どんな感性（テイ

スト）の人をターゲットにするか、ということである。 

よく年齢層別の区分を表すキーワードとして出てくるものとしては、ヤング、キャリア（アダルト）、

マチュア（シルバー）、などで、もっとダイレクトに、10 代、20 代、30 代と具体的な年齢で分類

をする場合もある。 

また、グレードの分類では、モデレート（ボリューム）、ベター、プレステージなどの単語によっ

てまとめられることが多い。 

そして、テイストについては、トレンディ、コンテンポラリー（アップトゥデイト）、コンサバテ

ィブ等の言葉で括ったり、アヴァンギャルド、エレガンス、トラディショナル、で分類を整理する

こともある。 

また、その他の区分としは、オケージョンによる分類があり、ファッション系では、カジュアル（オ

フ）、ビジネス（オン）、フォーマルなど。日用品系の商材では、自家需要とギフトで分類をする場

合もある。日本の百貨店等でギフト需要の強いタオル等の売場では、この分類を何段階かある分類

のうちのひとつとして使用し、日本の歳時記に従ってコーナー展開している事は、ご存知の通りで

ある。 

 

1.2） 商品分類の基準とその段階 

分類については、いくつかの段階に分かれている。まずは、扱い商品全体をいくつかの括りにわけ

てみるとしよう。百貨店を見た場合、バッグ売場、靴売場、下着売場、というように括られている

のがその分かりやすい例と言える。ただ、この売場の内部は、更にいろいろな分類方法で区分され

ている。 

例えば、靴売場では、その内部が細分化され、分類がアイテムの場合は、パンプス、サンダル・ミ

ュール、ブーツ等がその基準になる。つまり、最低でも「第一分類」から大、中、小、のような 3

段階ぐらいに、分類を設定して売場は整理されて行く。その大き目の括りにどの分類基準を使い、

どのように分類を整理、細分化するのかは、店舗やショップのコンセプト次第であり、この分類基

準に従って商品を整理して、束ねていく事が「マーチャンダイザー」の重要な業務のひとつとなる。 

 

分類には基本的に 3 つの区分がある。そのひとつ目は、誰に向けたものか、つまり使う人が誰なの

かをベースに分類をする「対象別分類」、次に、どこで、どんな時に使うかの使用目的を主眼にし

た「用途別分類」、そして、想定ターゲットのお客様が購入する決め手となるがどのポイントなの
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か、という「関心度別分類」となる。 

対象別分類は、ターゲットの項で触れたように、年齢層であり、グレードでありテイストがその基

準となることになり、用途別分類では、いつ、どこで、どのような場合に使うのかを判断すること

から、機能やオケージョン（モチベーション）がその基準となってくる。そして、関心度別分類で

は、デザインや素材、カラー、アイテムやブランドがその基準となることになる。 

そして、この分類に従って、それぞれ店舗や売場全体の中で各分類のそれぞれが占める割合を決め

て行き、売上予算、それを満たす為の品揃え予算、商品量等を決定してく、という作業がなされる。 

この分類でのシェア配分がその店舗なり売場のマーチャンダイジングでの個性ともなり、取扱商品

ひとつひとつの差別性のみならず、品揃え全体、別の言葉で言えば、グルーピングであり、ゾーニ

ングなりでの差別性を演出し、ターゲットとなるお客様にとって買いやすい、心地の良い売場とな

っていくひとつの要因となるのである。 

では、分類の基準とそれぞれの分類名称、キーワードを例としていくつか下に例示してみよう（基

準や分類の名称は、企業によって異なるのであくまでも考え方を理解する為の参考である）。 

 

●分類基準と分類のキーワードの例 

分類基準 分類キーワード 

年齢層 ヤング、キャリア、マチュア、 

グレード ボリューム、ベター、プレステージ、等 

テイスト トレンディ、コンテンポラリー、コンサバティブ、アヴァンギ

ャルド、等 

モチベーショ

ン 

カジュアル、ビジネス、フォーマル、等 

アイテム シャツ、ジャケット、バック、シューズ、タオル、等 

ブランド コーチ、コムサ・デ・モード、サンローラン、バーバリー、等 

素材 綿、麻、ウール、ポリエステル、牛革、木製、アルミニウム、

等 

カラー 赤、白、生成り、ベージュ、青、緑、黄色、等 

柄 無地、チェック、ストライプ、花柄、水玉、ペイズリー、等 

サイズ ペティート（小さいサイズ）、レギュラー、ユアサイズ（大き

いサイズ）、トール（身長の高い人）、等 

 

この分類を緻密に作る事により、分類別の売上集計や発注に対する消化率等の分析の精度が向上し、

次回の発注をする際のデータが用意されていく。つまり、個人差や店舗により求められる要素で多

少は異なるものの、バイヤーというポストの人たちは、感性での商品見分けの眼力の裏で、大なり

小なり数値的裏づけを持って、もしくは、持たされて、発注作業をこなしているのである。 
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1.3） マーチャンダイザーとバイヤーの関係 

日本では、チーフバイヤーがマーチャンダイザーを兼任することもあり、欧州の大型店では、両者

の業務がはっきり区分されている事が多い。また、欧米のセレクトショップでは、絶対的なオーナ

ーが全てを一人称で行っている場合もあり、米国の百貨店では、マーチャンダイザー＝バイヤーと

いうケースも多い。但し、本報告書では、マーチャンダイジング論を説明するものではないので、

あえて次のように両者の業務を分けて説明をすることにする。 

 

「マーチャンダイザー」は、分類基準による分類別の数値分析（それには、平均価格帯（中心価格

帯）、発注数量、発注型数、消化率等も含まれる）を基にしたシェア配分とそれに伴う前年数値を

クリアすべき予算の配分（この場合も平均価格帯とそれをベースにした数量にいたるまでの目標値

が含まれる）を行い、品揃え計画全体を構築、統括する人、とする。そして、それぞれ、分けられ

た区分の予算を持って、その数字を満たす為に走り回って商材を見つけるのが「バイヤー」である。 

勿論、当然のことながら、両者のコミュニケーションは密に行われており、バイヤーは、マーチャ

ンダイザーの意を汲んで発注をしているが、分業化されている場合、一人のバイヤーは、発注作業

の段階では、最終での全体像は見えていない場合もあり、展示会会期中、もしくは、直後に他のバ

イヤーたちの買付けた商材等の情報が共有化された後に、発注の数字が決定されたり、変更された

りする事には、このような背景があるのである。そして、バイヤーが展示会のブースに立ち寄って、

お気に入りの 1 点の商品を見つけ、商品特性等についての情報を聞いてきた際、同型のもので、色、

柄、サイズ、についての有無を矢継ぎ早に尋ねたり、納期やミニマムロットのついでに、その型の

シリーズなり、バリエーションがないか尋ねてくるのは、売場を括る分類である程度のまとまりを

作って見せたい、もしくは、見せていかないと自分のお気に入り商品がお客様の目に留まってこな

い、と考えているからなのである。つまり、それは、そのブースで展示しているような商品の展示

状態では、売場である程度まとまりを持ったカセットとして見せられるかどうか、バイヤーが分か

らないので質問をしている、ということなのである。勿論、そのお気に入りの商品と組み合わせて

売場で提案する商品を他企業から見つけるつもり、もしくは、既に見つけている場合には、最初に

目に留まった単品のみで構わないと言ってくれるかもしれない。しかし、メーカーにとっては、単

品よりも、いくつかの商品をアソートで買い付けてもらえる方が、都合が良いと思われるので、商

品を作る際には、カセットにできるかどうかをしっかり気に留めておくべきであり、この点を意識

することで、バイヤーに商品を提案する（見せる）時に役立つことにもなるのである。 
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＜メルシーの食器の棚＞ 

 

 

 

 

 

 

wasara （紙の食器、日本ブランド） 

ある程度のかたまりでディスプレイ 

されている 

 

 

 

 

 

全く、新規での店舗オープンでない限り、売上や利益の指標や前年実績が存在し、多くの場合、そ

れに基づき予算組みをすることを要求されるのがビジネスの現場である。一方、売上を落としても、

利益率を向上させて、利益高を上げる、という効率を求める手法もあるが、通常は、売上高、利益

高、消化率の向上を求めた予算組みを構築することになる。そして、前年の分析から、より効率よ

く売上を取る為に、分類の基準や括りのキーワードの変更をして品揃え内容を変更したり、シェア

配分を変更したりする作業が、常に、販売の現場で繰り返されているのである。 

そして、最後に少しだけ触れておくと、マーチャンダイザーの売上分析に使う分類と店頭のゾーニ

ングは、キーワードは一緒であっても、マーチャンダイジングは発注数量のボリューム、つまり奥

行きも含めたものであることから、店頭のゾーニングバランスとは全く一緒とは限らないのである。 

勿論、店頭での展開の様子を見れば、重要な分類の区分がどこなのかは充分推測できることは、実

際の店頭でのマーケティングについて述べる次の章で説明したい。 

 

 

2. バイヤーの仕事 

 

ここまでで、バイヤーは、自分の勘のみをたよりに発注をしているのではない事は良くお分かりい

ただけたと思う（中には、勘と経験の比重が高い人もいるようだが）。海外では、展示会のシーズ

ンが限られており、例えばパリなどでは、同時期に複数の国際見本市が、それぞれ 3～4 日間の会

期で開催をされている。そのため、バイヤーは、それら展示会をかけもちで効率よく飛び廻ってお

り、かなりタイトなスケジュールをこなしているのが通常である。また、リーマンショック以降、

どの国の企業でも出張経費は削減傾向にあることから、以前ならば 3 日間滞在できたのが、2 日間

に減ったり、3 人で発注に来ていたのが 1 人による代表発注方式になったり、と益々スケジュール
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は過密になっているようである。したがって、商談現場では、バイヤーからの質問への回答はスピ

ードが要求され、それに対応出来ない場合は、交渉のテーブルに就けなくなることもあるのである。

だからこそ、生産者であり、売込みをかけたいと考えている人たちにとって、仮説に基づく事前準

備（商談についてのシュミレーション）は、大変重要な事なのがご理解いただけると思う。 

 

2.1） 商品としての差別性・特異性、つまり「オンリーワン」を探す 

店舗の「マーチャンダイザー」や「バイヤー」たちは、数値面での裏づけデータを集めて発注に臨

んでいるだけでなく、他の店舗で展開されている商品について常に市場を視察し、調べている。ま

た、あらゆる媒体を活用しながら情報を集め、新規の店舗オープンなどの場合、直接見に行ける場

合はまずは見に行って、商品内容や来店客の客層などを分析しているはずである。また、ファッシ

ョン性のある商材を中心に扱う担当者であれば、それぞれのシーズンに発信されるトレンド情報

（次のシーズンに市場で打出される可能性の高いデザイン的特徴、素材、カラー等について、世界

的な経済や消費の動向を分析した結果から、新しい方向性の予測を提案しているもの）も収集して

いる。それに加えて、市場をリードするキーパーソンの言動や、メディア（TV、雑誌、新聞、イン

ターネット、ブログ等）など、常々四方八方にアンテナを張り、情報を集めている人種であること

を忘れないでほしい。勉強熱心なバイヤーであれば、積極的に色々な国の文化に触れ、商品の背景

にある伝統や文化まで知識として吸収しようとする。なぜならば、ひとたび彼らが買付けを終えた

後に店舗に戻ると、それら商品の市場価値を店舗で販売をする担当者に説明し、理想的な販売方法

で展開をしてもらわなければならず、そして、それがその店のお客様にとって納得のいく商品とし

て、付加価値のある情報とサービスに包まれて提供されて、初めて売れていくのである。 

そのため、バイヤー達は自分の店舗のお客様が望む商品の傾向については見極める基準を持ってお

り、担当領域においては、かなりの確立で絶対的な自信も持っている。だから、見極めの時間は一

瞬になる場合が多い。微笑んでくれたとしても、心の中では一言、「ダメ、売れない！」かもしれ

ない。 

商品を売込む際に、バイヤーを納得させられない程度の差別性なり、特異性であれば、最終的には、

お客様にも気に入ってもらえないという理論は、バイヤーの勘や、論理が絶対でないとしても、一

般的に市場で通用すると理解しておく必要がある。要は、買い付ける側も店に戻れば売る側になっ

て、お客様に売込む作業をしているということである。市場を最終的に動かしているのは、商品の

流れの一番最後に位置する消費者であり、お客様に気に入ってもらう事に全ての行為はつながって

いる、ということを改めて認識して欲しい。そして、生産者も売る側に立ち、最終消費者が何を求

めているのかを把握するために、バイヤーやマーチャンダイザー同様に情報を収集して、自社の独

自の技術なり商品の差別性に磨きをかけていかなくてはならない。 

 

分類の 3 つの区分の箇所で少し述べたが、お客様が商品を購入する際の関心（つまりは、購入の動

機）には、いくつかのポイント、具体的には、「価格」、「デザイン」、「カラー」、「機能/性能」、等が

挙げられる。そして、これら要素の組み合わせのバランスで、納得がいくと購入に結び付くという

過程は、実際に自分がお店で何か商品を買う場合、特に高額品を買おうか悩んだ場合の心の葛藤を



 

26 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

思い出していただければ分かり易いのではないだろうか。 

悩んでいるお客様の耳元で、販売担当者が分かりやすくシンプルだけど「なるほど」と思える決め

台詞（セールストーク）をささやく事で、決心がつくということが皆様の過去の経験でもあったの

ではないかと思うが、実は、このセールストークは、生産者からの受け売りだったかもしれない。

商品を作り出した生産者は、商品を知り尽くしており、そのオンリーワンであるポイントを、もし

くは、他の商品と比べて自社の商品が圧倒的に優位に立てる点を挙げることができる。だからこそ、

この優位性について世界共通に理解できる理論で説明ができるように準備しておく必要がある。 

 

2.2） 品揃えを意識した関連商品でのグルーピング 

観光地のお土産物屋や、地域の産品を集めたアンテナショップなどの特殊な店舗を除き、一般的な

小売店舗の店頭を良く見れば、お店の品揃え、店頭での商品の見せ方（販売展示の方法）は、グル

ープに区分されているのが分かる。例えば、ひとつの商品の色別、サイズ別がまとめてひとくくり

で並べられていたり、バッグでは関連アイテムのトート、ボストン、ポシェットがひとつのシリー

ズとしてまとめて置かれていたりしているなど。 

買い付ける側の心理からすれば、トート、ボストン、ポシェットを別々の会社から仕入れるために

は、それぞれの商品のテイスト、素材、色展開、さらにデザイン特性までバランスの取れたものを

見つけなければならないので、それら 3 つのアイテムが 1 社から統一の商品企画で買い付けられる

方が都合が良い。また、逆に、ひとつのアイテムに特化し、トートバックで売場をまとめて見せて

いるコーナーであれば、トートの形で色違い、生地違い（例えば、季節感をだすために、スウェー

ド、キャンバス、藤のメッシュなど）、カラーバリエーション、柄違い、などが求められることも

理解できるだろう。 

単品商品の特化された差別性は一番重要であるのに加えて、上記のようなシリーズとしてのまとま

りは、単品の特性以上に時として重要になってくる。洋食器などでは、セットにした場合、ひとつ

の大きさのお皿のサイズがないために発注の対象外になるような場合もあるのが分かりやすい例

と言えるだろう。 

分類の話は、あえて店舗サイドの業務のように書いてきたが、物作りをする側でも同様のことが必

要となる。つまり、メーカーにも「マーチャンダイザー」は必要であり、部門やポジションがない

にしても、その役割する人（社長でも工場長、または、職人の方でも構わないが）は必要なのであ

る。そして、メーカーのマーチャンダイザーは、品揃えの計画ではなく、商品化計画の責任者であ

り、顧客ニーズに基づいたデザイン、機能及び生産コストのバランスのとれた商品群をつくるのが

業務となる。 

グループとしてまとめることのできるシリーズの中の単品と、単品としてつくられたものを寄せ集

めてグループ化した場合では、同じ単品の商品としてみた場合でも、売場でのお客様への訴求力で

は大きな違いとなって表れる。 

また、バイヤーによっては、自社の売場の什器機能から割り出した数の目安、例えば、ひとつの型

に対して、色のバリエーションでは 4 色（基本色 2 色とさし色で 2 色）、サイズ展開は、3 つ、も

しくは 4 つ、ひとつの売場什器（棚やラック）での型数は 4 型まで、などを決めており、自分の売
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場でのヒット商品（売れ筋）では、1 型 1 色 1 サイズでの消化数が、ここ数シーズンの実績から 100

枚までなどの情報も頭に入れている。 

買付ける側もこのような準備をしているのだから、物作りをする側もそれに対応した理論と数値を

基に、バイヤーを納得させられる理論武装とアピールのポイントを整理して商談という戦いの場に

臨まなければいけない。そうしないと、もし、売込めなかった場合、あるいは、大量に買付けても

らえた場合でも、なぜそのような結果になったかの要因が理解できず、ビジネスで次の段階に進め

なくなる。継続するためには、当たり前のように、仮設を立て、結果を検証して、課題を見つけ、

対応策と次の仮設を作っていかなくてはならない。 

展開を意識した商品化計画によって生産された商品のグループは、当然、国際見本市や展示会に参

加する際にも、自社ブースで展示をする方法について、その商品の製作意図を反映した見せ方で提

案されるべきであり、バイヤー側にとって、最も都合が良い（ということは、メーカーにとっても

都合の良い）シリーズをまとめて買い付けてもらう可能性が高まる。加えて、そのグルーピングの

仕方に特徴があれば、それが単品での差別性に加えて、シリーズとしての差別化となり、商品群と

しての魅力が増してくる。結果として、バイヤーに対する商品説明も、ストーリー性を持たせる事

ができ、相手が納得して飛びついてくる可能が高まる。 

 

2.3） 買付け予算と消化率 

 

バイヤーたちの買付け業務は、いくら緻密な数値分析の上に発注をした場合でも、成功する場合も

あれば失敗する場合もある。そのリスクを軽減するために、いろいろな情報を収集している事は上

記の通りだが、気象予報士の予測に当たり外れがあるように、バイヤーの買付け作業も同様だ。 

簡単に言うと、バイヤーの数値責任と業績は、買付け商材の売上があがり、消化率も高い場合は、

評価され、買付け商材の消化率が低い場合は、売上がとれず、その結果利益が減り、加えて、店舗

に在庫として長期間商品が滞留することになって在庫の金利負担が派生するため、評価は下がる 

。 

前年実績の分析とは、計画と結果の差異が出た原因を理解することである。例えば、売上不振の原

因は、分類の仕方自体だったのか、各区分への売上配分の失敗なのか（例えば、定番寄りの品揃え

に比重を置きすぎてトレンドの新鮮なイメージがなかったとか）。商品の問題としては、買付けて

きた商品に新鮮味が欠けていたのか。あるいは、品揃えには問題はなかったが、納期にトラブルが

あって、販売時期を失ってしまったのか、または、色別の発注数量のバランスを間違えて売れ筋の

数量確保できなかったのか、等々、シーズン中の分析を期間全体で再度見直す。そして、その対応

策を計画に盛り込み、次年度は全体でどれだけの伸びで売上と利益の予算組みをするのかを決めた

後に、分類に従って予算を細分化していく。 

それぞれのバイヤーは、買付け予算を持って、売れる（消化率も高くなる）商品（商品群）を探す

為に展示会場に臨むのである。 
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3. 生産者側としての対応 

 

バイヤーたちは展示会シーズンに各都市で開催される展示会場を駆け廻り、発注作業をこなすが、

実際にはこの限られた数日で全てが決まるということは、なかなかない。展示会場は、あくまでも

出会いの場である。勿論、日本の展示会（どちらかというと挨拶の場、新商品のお披露目の場のよ

うな色彩が強い）と違い、ヨーロッパの展示会は発注の場という真剣で緊張を必要とする機会なの

だが、いかんせん時間が少ない。 

このような戦いの場に臨むために、買付ける側の準備に対応して、物作りをする側もアピールのポ

イントを整理し、理論武装すべきである。それを元に、セールスの結果を分析し、課題をみつけて

次の段階の仮説をつくり、前進していかなくてはならないだろう。 

 

この章で、バイヤーは、常に新規の商材を探している人たちであることを述べたが、もし、展示会

で自社の商品に関心を示してくれ、名刺を交換して相手のコンタクト先が分かった後には、出来れ

ば、出張期間を少しだけ後ろに延ばし、商品の追加情報の提供と店舗の視察のためにバイヤーを訪

問したり、帰国後に、自社ブース来訪のお礼とともに自社の商品の追加情報を送付したりして自分

の会社名、商品、名前、等を印象付けるべきである。 

そして、新規の商品が出来た際、次の展示会参加の前にメール等で連絡をしたり、事前に訪問して

商品提案の売込みを行うなど、場外での商談機会をつくれるようにしていくことは、洋の東西を問

わず商売の基本である。 

「何か御用はありませんか？」的な御用聞きは、海外の忙しいバイヤー（基本的に日本のバイヤー

でも同様）にとっては敬遠されるが、要領を得た新規の提案について、特に日本の企業がわざわざ

自分の国まで来て、新商品を見せてくれる場合には、バイヤー側の関心度合によって、非常に効果

的となるはずである。また、バイヤーに自社のことを忘れさせないために、クリスマスカード等現

地の習慣に合わせての挨拶状を送付することも重要である。このような地道な営業活動をばかにし

てはいけない。バイヤーとの個人的なつながりが深まれば深まるほど、彼らとの商談（ビジネスト

ーク）を通して市場動向の情報も入って来て、参考情報が多角的になり次の商品開発や営業活動の

参考となっていく。そして、ビジネス上で相互に「ギブ＆テイク」の関係が築けるほどに進化して

いけば、バイヤー側から「こういう商品を作ってくれないか」という提案が出てくる可能性もある。 

バイヤーやマーチャンダイザーを含む店舗や売場は、売る為の品揃えやプレゼンテーション、仕掛

け等のイベントを市場のニーズに対応して、時には、先廻りして提案し、消費者の手元に商品を届

け、売上を構築しているのである。ならば、生産者は、自分たちの技術開発や技を活かした商品開

発に励むのと同時に、それを商品化する際は、生産者の理論ではなく、市場（消費者）の理論、つ

まり、消費者のニーズに対応して、もしくは、先廻りして商品を作り、売込みをしなければならな

いのである。 
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＜2012 年春 パリのファッション・ウィーク中のメルシーの Exposition＞ 

ストールのブランド“EPICE”の商品を花柄のトランクに詰め、明るく春らしい雰囲気を作り出す 

コラボ商品の花の種もグリーンの植物も販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年同時期の Exposition のテーマが Indigo だったことを思うと、この明るさは、暗いニュースを吹き飛ば

し、「今年は春の訪れを楽しみましょう」そして「お買い物も楽しみましょう」という消費者へのメッセー

ジがこめられているような印象である。エコロジーへの配慮も織りこんでいるところが、いかにもメルシ

ーらしい。 
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＜2012 年春 ファッション・ウィーク中の有名セレクトショップ“コレット”＞ 

 

 

 

 

コレットのウィンドウは 

春のカーニバル！ 

 

ここも風船を飛ばし、 

明るさを演習している。 

 

どこの店も、「そろそろ動き出したい」 

という消費者の気分を先回りして表現 

していると言えるのではないだろうか 
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Ⅲ. 店舗のマーケティング 

 

前章では、マーチャンダイザーとバイヤーの仕事の違いを整理し、すべての仕事の流れは彼らの先

にいる消費者のニーズに繫がっていることをご説明した。逆に考えれば、最終的に商品を購入して

くれるお客様のニーズを、販売店舗の店頭から読み取ることができるので、売り場の視察は物作り

の企画をする際の出発点であるともいえる。パリのいくつかの小売店の調査を通して、実際の視察

のポイントを本章では説明していきたい。 

 

1．ボン・マルシェ (Le Bon Marché)  

 

 

住所：24, rue de Sèvres, 75007 Paris 

営業時間：10 :00AM – 20 :00PM 

木金のみ 21 :00PM まで 

休業日：日、祝 

最寄り駅：⑩⑫番線 Sèvres Babylone 

ウェブサイト：www.lebonmarche.com 

 

1.1）概要 

 

ボン・マルシェは 1852 年に誕生し、世界初の百貨店として、ショー・ウィンドウでの展示や定価

販売、バーゲンセールなどのシステムを確立した。1984 年に LVMH グループの傘下に入り、ベル

ナール・アルノー率いるチームが経営にあたり、伝統とモダニティの融合を目指して改革を進めた。

現在では、オーセンティックな価値ある商品提供とともに、カルチャーも発信する場となり、パリ

【別館】 

【別館】 

http://www.lebonmarche.com/
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左岸（リヴ・ゴーシュ、サンジェルマン・デプレ）エリアのシックなパリらしい高級デパートとい

うイメージを確立している。 

店舗は本館・別館の2館に分かれ、本館（写真手前の建物）にレディース、メンズ、キッズ、イン

テリア、書籍などが置かれ、別館（写真左奥）に高級食料品売り場（Grande Epicerie）とカジュア

ル衣料が置かれている。現在、全館あげての大改装、展示変えをしている最中であり、2012年から

2017年までの5年間で、売り場面積を4000㎡拡大する計画である。この背景には、近年大改装を終

えて近代的にリニューアルした、パリ右岸の大型百貨店（ギャラリー・ラファイエット、プランタ

ン）に対し、左岸を代表するボン・マルシェも1852年以来の建築を大幅に改装する必要があったこ

とと、また、数年後に同じく右岸エリア（マドレーヌ地区、百貨店サマリテーヌ）に次々とオープ

ンが予定されている高級食材店に対抗し、別館・食品館「Grande Epicerie」をさらに強化したいと

いう思惑がある。 

 

1.2）顧客層 

 

高級なイメージの通り、近隣の 6 区 7 区に住む裕福なマダム層が中心。パリの他の百貨店に比べる

と観光客は少ない。顧客の要望にきめ細かに対応するコンシェルジュやスタイリング・サービスな

どで、カスタマイズ・サービスを強化することで、既存顧客を囲い込み、客単価を上げている。 

訪れる顧客に共通しているのは、ボン・マルシェに足を踏み入れるのにふさわしいファッショナブ

ルな装いで、優雅に買い物を楽しんでいることである。 

リサーチ日は２月末の平日の午後であったが、ファッション・ウィーク中ということもあり、どの

売り場にもまんべんなく人がおり賑わっていた。普段よりもファッション関係者とみられる外国人

が多く、国籍はブラジル人、中国人、韓国人、ロシア人がよく目に付いた。それでも、観光客の占

める割合は４割程度。近隣に住んでいると思われる、ブルジョワな雰囲気を漂わせるフランス人の

親子連れも多く、皆ゆっくりと買い物していた。売り場に陳列されたばかりの春物の新商品を、い

ち早くチェックしているように見受けられた。 

 

1.3）フロア構成 

 

ボン・マルシェは、現在全館改装、展示変えの最中であるが、最終的に５つの商品ゾーン（レディ

ース、メンズ、キッズ、インテリア・趣味、食）に対応したゾーニングを目指している。消費者が、

隣り合う売り場へ自然に興味が惹かれるよう工夫されており、スムーズに、効率よく、興味のある

商品を見られるようになっている。 

流動的な部分もあるが、2012 年 3 月現在のフロア構成は大方以下のようなる。 

 

・レディース： 地上階、2 階（フランス式 1 階）、別館 2 階（フランス式 1 階） 

・メンズ： 地上階、地下 

・キッズ： 4 階（フランス式 3 階） 
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・ライフスタイル（インテリア・趣味・テーブルウエア）： 3 階（フランス式２階） 

・ライフスタイル（食）： 別館地上階 

 

現在、本館地下と別館地下は工事中で、完成後には、本館地下は全面メンズのデラックス売場とな

り、別館は「食」の世界をさらに追及し、地下にはワインセラー、バー・スペース、ガラス張りの

パン工房が新設され、2 階はテーブル・キッチンウェア売り場となる。 

改装後は、現在はバック通りを隔てて 2 階の渡り廊下でのみ接続されている本館と別館がメンズ売

り場を経て、地下でつながり、「食以外」の本館（3377 ㎡）と「食」の別館（696 ㎡）となる。 

 

 

    

 

本館地上階（フランス式 0 階） 

メンズ、レディース（化粧品、バッグ、小物、時計・宝石） 

 

表通りに面した建物の壁に沿って、シャネル、デ

ィオール、グッチ、ルイ・ヴィトン等の高級ブラ

ンドの箱型ショップ（ショップ・イン・ショップ）

のショー・ウィンドウとなっており、建物を囲む

ようにレイアウトされている。その内側にはバッ

グ、ストール、帽子等のレディース・ファッショ

ン小物売り場、さらに中央の吹き抜けスペースは、

キッズ　

・ファッション  new ・児童書籍 new
・おもちゃ new

旅 生活雑貨

・スーツケース ・家具　・照明 ・書籍
・キッチン用品 ・文房具

・カフェ ・テーブルウェア ・手芸用品  new

・寝具 趣味

レディース レディース

・ランジェリー ・ファッション「モードのアパルトマン」 ・ファッション　（カジュアル）
・靴下 new　 ・ファッション ・靴

→　テーブル・キッチンゥエア　（予定）

ファッション小物 美容の劇場 メンズ「バルタザール」

・バッグ ・化粧品 ファッション小物
・スカーフ ・香水 ・靴下・下着 ・食品
・手袋 ・ネクタイ　・ベルト ・デリ
・帽子
・腕時計　・宝飾品

               

メンズ「バルタザール」

・ファッション
・靴 new 　　→　ワインセラー、バー、パン工房　（予定）

　　　・・・・・・・・・・・・・閉鎖中・・・・・・・・・・・・ 食

「グランド・エピスリー」

「グランド・エピスリー」

渡り廊下

ファッション小物

本館 別館
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化粧品や香水売り場となっている。上の階へアクセスする中央エスカレーターはこの中央吹き抜け

部分にあり、日本の百貨店の 1 階と同様に、お客の買い物の導入部としてのフロア構成となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化粧品売場の奥、バビロン通り側には、メンズ売場バルタザール・オム（Balthazar Homme）があ

り、新設されたエスカレーターを通じて、地下のメンズ売場に直結し、こちらもメンズの導入フロ

アとしての役割を果たしている。 

 

本館地下 1 階 （メンズ） 

 

ボン・マルシェのメンズ売場バルタザール（Balthazar）は 16 年前に誕生。パリでは、ここ数年レ

ディースは停滞気味であるが、メンズは売上げを伸ばしているため、若い世代の新規顧客を獲得す

るため、2010 年 9 月には、2700 ㎡から 3800 ㎡へと増床、リニューアル・オープンした。メンズ

は、ボン・マルシェが全館改装の中でも、力を入れている部分である。現在さらに地下スペースを

拡大工事中で、2012 年 9 月にオープン予定。 

昨年（2011 年）3 月には、地下の半分を占めていたキッズ売場を３階に上げ、地下全面をメンズの

デラックス売場にしようとしているということは、2010 年の増床以来の売上げが好調だったと考

えられる。 

地上階のメンズ売場から、新設された直結エレベーターを降りると、地下１階の壁側には、ケンゾ

ー、ダンヒル、ゼニアなどのブランドの箱型ショップがならび、中央が広々とした靴売り場（改装

前の 4 倍 300 ㎡）となっている。本館地上階のレディース売り場と同じような構成となっている。 

基本的にはブランドごとのレイアウトとなっており、エスカレーターを降りたところが、高級ライ

ン、奥に行く程カジュアルなブランドが並んでいる。 
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新しくなった広い靴売り場は、レディースにも共通したボン・マルシェの顔とも言える売り場であ

り、高級ブランドのコーナーが外側を囲み、中央部分には、セレクトされたブランドが配置され、

広々としたスペースでは、ソファに座ってゆったりと靴選びをするオシャレな男性客の姿が見られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下メンズ売り場の先は、別館地下につながり、ワインセラー、バーにアクセスできるようになる

予定である。 

    

本館 2 階（フランス式 1 階）－ レディース・ファッション（服、ランジェリー、靴等） 

 

本館と、渡り廊下でつながっている別館の 2 階部分全域が、レディース・ファッション売り場とな

っている。 

本館 2 階のレディース・ファッション売り場は、「ファッション・アパルトマン」というニックネ

ームがつけられ、プライベート空間のような演出を心がけている。 
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中央の吹き抜けスペースを囲うように服売り場があり、 

服売り場を挟んで北側（地上階のメンズ売場の上）が靴売

場、南側（地上階のレディース小物の上にあたる部分）が

ランジェリー売り場となっている。 

服売り場は、ブランドごとにオープン・コーナーが並んで

おり、コムデギャルソン、ランバン、ゴルチエ等の有名ブ

ランドから、個性的なヤング・クリエーターブランドまで

を揃えた、ボン・マルシェの心臓部分ともいえる売り場で

ある。別館 2 階には、ジーンズや、ツモリチサトなど、日

本人クリエーターや、ザディッグ・エ・ヴォルテール等、

カジュアル系の人気ブランドが並んでいる。 

プライスやテイストが近いブランドが隣り合うように並

べられており、別館 2 階への渡り廊下に向かうほどカジュ

アルになるように、配置されている。 

別館はポップでカラフルな、若者に人気のあるブランドが

多い。 

広い売り場の一体感、いわばボン・マルシェにいることを意識させるための演出として、2012 年 3

月のファッション・ウィーク中には、全館共通の特別展示として、ニナ・リッチの花柄が取り上げ

られていた。レディースの服売り場を中心に、渡り廊下や、通路が交差して広場のようになったエ

リアでは、ニナ・リッチの新作花柄プリントを着たマネキンによるインスタレーションや、映像に

よる展示、さらに、インテリアの演出として、ニナ・リッチの花を意識したデコレーションを置く

など、ニナ・リッチ一色となっていた。 

これらのスペースは、週が変わればテーマが変わり、常に変化するウィンドウとしての役割を果た

す。TBM（Tres Bon Marche“とってもボン・マルシェ”）と呼ばれるセール期間は各ブランドから

の商品がコーディネートされ展示されたり、目玉商品を置く場所となる。 

靴売り場は、メンズの靴売り場と同様に、ブランドごとのオープン・コーナーを囲うように売り場

が構成されている。その先には、靴下コーナーがあり、自然な動線を作っている。 

大改装の結果、地上階から 2 階に新しく移ったレディース靴下コーナーは、広々とした明るいスペ

ースとなった。ブランドごとにオープン・コーナーが設けられ、実用（種類の多さ）とファッショ

ン性（ボン・マルシェでしか見られないセレクト）を兼ね備えた売り場となっている。 

以前は、人通りの多い地上階の一角で、ファッション小物の一つとして扱われていたが、帽子やス

カーフと違い、やや人目を気にするアイテムであるストッキング・靴下を、完全にレディース・オ

ンリーのフロアに移したのは、人目を気にする顧客の心理を捉えている。新しい売り場は、「ファ

ッション・アパルトマン」という売り場名のように、人目を気にすることのない、女同士のプライ

ベート空間のような雰囲気となっている。ディスプレイも明るく開放的で、品数も多く、居心地が

良いので、つい長居をしてしまいそうな空間となっている。 

ツモリチサトの茶目っ気のあるカラフルな靴下やタイツの横には、Wolford のエレガントなストッ
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キングが並んでおり、定番から遊び心のある、見て楽しいアイテムなど、世代やテイストを超えた

女性たちが、必ず自分のお気に入りのものを見つけられるだろう。 

   

本館 3 階（フランス式 2 階） － ライフスタイル （インテリア、趣味、手芸、書籍、文房具、

テーブルウエア、カフェなど） 

 

中央吹き抜け部分を囲むように、インテリア雑貨の売り場となっている。バス関連の商品が並べら

れ、そのまわりにハウスリネン（シーツ、ベッドカバー等）やカーテン、食器、家具、照明器具な

どが置かれ、パリらしいモダンなライフスタイルを提案する売場である。 

 

テーブルウエアに関しては、今後別館 2 階に移動する予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インテリア売り場の向かいスペースには、ライフスタイルの中でも、趣味の分野を提案する、手芸、

書籍、文房具の売り場がある。 

手芸コーナーは、最上階 4 階（フランス式 3 階）にあったが、ハウスリネン売り場の向かいに移動

し、ファブリックを介して一体感のある売り場となった。手芸はパリでも近年注目されており、そ

の流行にいち早く目をつけ、同じライフスタイル・趣味の領域として、インテリア売り場と、書籍・

文房具売り場をつなぐ役割を果たし、時代の流れを読み込んだ有効なリニューアルだったと考えら

れる。 

手芸の先の書籍・文房具売場・カフェも、2010 年にリニューアル・オープンし、パリ髄一の文教

区であるパリ左岸の、知的な雰囲気がさらに強くなった。書籍売場には椅子も置かれ、その場でじ

っくり読書する人の姿も見られ、お客はリラックスし、ゆったりとした気分で買い物をしている。 
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書籍・文具売り場、カフェの脇には、イベント会場があり、テーマを掲げた特別なイベント・販売、

モードに関わる、催しなどが行われる。文化発信施設としてのボン・マルシェを印象付ける売り場

となっている。 

リサーチ日は、水着フェアが開催されていた。過去には、Dior 展や日本ブランドの期間限定セレク

トショップなど、幅広いジャンルのイベントが開催されている。 

 

本館 4 階（フランス式 3 階） － キッズ 

 

本館 3 階のインテリア売場、カフェの辺りから細い階段を上がると、キッズ売り場となっている。

１年前には地下にあった、子供服、おもちゃ、絵本など、子供に関わるすべての商品が、このフロ

アに集約され、売り場の両端に階段があることから、導線もシンプルで買い物をしやすい空間とな

った。 

週末には、子供連れのお客で賑わっている。 
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別館地上階 － 食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パリの元祖高級食材デパートである「Grande Epicerie」は、オープン当時、画期的なコンセプトと

して注目を集めたが、これから新規オープンが続く右岸エリアの高級食材店（マドレーヌ・エリア

に Carrefour グループの新規店舗、2014 年オープンのサマリテーヌ百貨店）に対抗して、5 年後に

は約 700 ㎡売り場面積を拡大し、別館全域が「食」の館として生まれ変わる。現在工事中の別館地

下にはワインセラー、バー・スペース、ガラス張りの本格的パン工房がオープンし、2 階はテーブ

ル・キッチンウェア専門のフロアとなる。リニューアル後の「食」の別館は、朝 6 時からオープン

し、近隣住民や勤め人に密着した、パリ一のグルメ・セレクトショップを目指している。 

 

 

 

 

1.4）フロア分析例：バッグ売場 

 

ボン・マルシェが各商品やブランドをどのように位置づけているかは、各売り場での商品レイアウ

トを見るとわかってくる。ここでは、バッグ売り場を例に挙げて分析してみる。売場を見た後、ど

こに何が置いてあったか、ざっくりとしたレイアウト図を描いておくと、集めてきた情報を整理す

る際役に立つので、試していただきたい。 
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ボン・マルシェ地上階のバッグ売場図 

 

 

 

 

① 店舗でのバッグ売り場の位置づけ 

ボン・マルシェのバッグ売り場は、セーブルバビロン駅に一番近い入り口を入った場所にあり、買

い物客が最初に商品を目にし、手に取る重要な導入部となっている。中央の吹き抜けスペースから

エスカレーターを使って上の階に上がって行くにも、必ずこのバッグ売場を抜けていかなければな

らない。ボン・マルシェの顔とも言える、重要な売り場である。 

 



 

41 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

 

② バッグ売場内でのゾーニングのポイント 

導入スペース 

セーブルバビロン駅側の入り口から入ると、バッグ売り場に向かう両側には、ルイ・ヴィトン、フ

ェラガモ・グッチなどの高級ブランドの箱形ショップ（ショップ・イン・ショップ）が並んでおり、

導入スペースは扇形状に前方左右に広がっている。高級ブランドに挟まれる形で、ラグジュアリー

な雰囲気が演出されている。バッグ売り場の正面に当たる角のスペースは、各シーズンの一押しブ

ランドが置かれる。小さいスペースながら、カラフルな商品が置かれることが多いので、目を引く。

今シーズンは、Diane von Furstenberg の蛍光色の皮小物（iPad ケース、財布、クラッチバッグな

ど）が置かれていた。 

左手 

バッグ売り場を左手（別館方向の入り口）方向に進むと、フェラガモ、グッチ、ディオール、シャ

ネルと箱型ショップが続く。ディオールやシャネルの向かいは時計・宝石売り場になっており、歩

き進むほど、高級ゾーンへ向かう。 

この地上階全体の売り場構成を踏まえ、バッグ売り場も、左手に進むと、箱型ショップに近い高級

ブランドが置かれている。セリーヌ、ジヴァンシー、ランバン、クロエ、どれもフレンチ・ブラン

ドとしてスタートした、シックなラインで有名なブランドが並び、パリを代表する百貨店としての、

パリ発ブランドへのこだわりを感じさせる。これらのブランドの前面ローテーブルの小さいスペー

スに、ステラ・マッカートニー、マルベリー、アレクサンダー・マックィーンなどの、フランス以

外のブランドが並ぶ。 

右手 

バッグ売り場を右手に進むと、箱型ショップはルイ・ヴィトンしかない。高級ブランドの中でも、

ややカジュアルで幅広い層に向けて発信している印象のあるルイ・ヴィトンの向かいには、カラフ

ルなマーク・ジェイコブスと Marc by Marc Jacobs、See by Chloe などのポップなセカンドライン

のバッグ、Repetto、Abaco、Jerome Dreyfus などの、パリジェンヌ御用達の流行を押さえた比較

的購入しやすい価格帯の商品が置かれている。 

奥（中央吹き抜け方向） 

ルイ・ヴィトンを過ぎて、店舗中央の吹き抜け方向へ進むと、ボン・マルシェの一番のボリューム

ゾーンと思われる、ミドルクラスのブランドのやや大きめなコーナーが並ぶ。ロンシャン、トッズ、

ヴァネッサ・ブルーノ、ソニア・リキエル、フルラなど、パリ左岸住民の日常使いの定番ブランド

が並んでいる。 

中でも最も大きなスペースをとっているロンシャンのコーナーを見てみると、直営店でブランド自

身が前面に押し出しているスーパーモデルのケイト・モスとのコラボ商品はほとんどなく、売場の

3～4 割近くは売れ筋のナイロン素材のプリアージュ（折り畳めるバッグ、小さいサイズで小売価

格 30 ユーロくらい、大きいものでも 100 ユーロ前後）となっている。革製品も、黒のカジュアルバッグや、ロ

ンシャンの競馬マークのロゴが入ったクラシックな商品が前面に出ており、カラーも全体的にベーシックに

おさえてあり、ボン・マルシェの顧客のテイストを反映した品揃えとなっている。 
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③ まとめ 

このように、ボン・マルシェのバッグ売り場は、場所によって、取り扱うブランドの位置づけが異

なり、それぞれ異なる顧客層、異なるメッセージを発信していることがわかる。 

売り場は、基本的にはブランドのオープン・コーナーを、自然な流れで次の売り場（ファッション

小物、化粧品、時計・宝石）につなげられるよう、導線に配慮してレイアウトされている。 

売り場面積も、ブランドの位置づけに関係している。ボリュームゾーンの普段使いブランドは、売

り場面積も広めで、商品の数も多い。ウィンドウの役割を果たす正面コーナーは、売り場面積は小

さく、商品数も少ないが、毎シーズン新しいブランドや、デザイン性の高い商品をピックアップし

ている。このように、バッグ売り場全体としては、イメージアップと売り上げの両面をはっきり区

別した売り場構成となっている。 

１年前のバッグ売場のラインナップと較べてみると、セレクトされているブランドはほとんど変わ

らず、それぞれ売上げも安定しており、ボン・マルシェの定番としての地位を築いていると考えら

れる。各ブランドの商品は、更にボン・マルシェにふさわしいシックな色合いを中心にセレクトさ

れており、ボン・マルシェの売れ筋カラーがよくわかる売場になっている。 

 

④ ボン・マルシェのマーチャンダイジングの特徴 

このように、ボン・マルシェの商品やフロア構成を分析すると、ボン・マルシェがマーチャンダイ

ジングを通じて、どのような顧客をターゲットとし、どのようなメッセージを発信していきたいか

ということが見えてくる。 

現在ボン・マルシェは大改装中であるが、まずその変更点と継続点から、ボン・マルシェの意図に

アプローチしたい。 

変更点： 

・レディース靴下（本館地上階 → 本館 2 階） 

・手芸用品 （本館 4 階 → 本館 3 階） 

・キッズ（本館地下 → 本館 4 階） 

・テーブルウエア（本館 3 階 → 別館２階）予定 

・ワイン（別館地上階→ 別館地下）予定 

・バー・スペース、パン工房 （新設・別館地下）予定 

継続点： 

・バッグの取り扱いブランド 

・通り沿い箱型ショップのラグジュアリーブランド 

・取り扱いブランド全般 

・アーティストやデザイナーとのコラボレーション、文化の発信 

フロア・商品構成の変更点と継続点を全体として見ると、ボン・マルシェは、市場の変遷を巧みに

取り入れ、常に時代に合った売り場スペースを心がけていることがわかる。2017 年まで行われる、

館内の大幅な改装計画の主軸となるのは、本館・別館を連結する、新規地下スペースのメンズ・フ

ァッションと、高級食材売り場である。停滞気味なレディース・ファッションに対して、伸びてい
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るメンズ・ファッションの売り場面積を大幅に拡張し、常に時代の先端を取り入れてきたボン・マ

ルシェの威信をかけ、パリ右岸の高級食材店オープンに対抗し、「Grande Epicerie」を第二ステー

ジへ生まれ変わらせる。 

パリにおける「食」の急速な高級化は、日本同様に、消費傾向が、物から体験へと変遷しているこ

とを受けている。物質的に満たされ、高い美意識に適う住居空間、ファッション、生活必需品（車・

電化製品など）を手に入れてしまった消費者が、次に求めるのは、旅行、食事、趣味などを通じて、

クォリティーの高い時間、質の高い体験を手に入れること、つまり生きることを美化する、アール・

ド・ヴィーヴル（Art de vivre）の探求である。 

この流れを受け、食以外のすべての商品のメッセージも、クォリティーの高い「物」の提案から、

クォリティーの高い「時間」の提案として、演出方法を日々変化させている。ファッションも、も

はや服を買ってもらうことが目的ではなく、そのファッションを身に着けて、何をするかという提

案であり、様々なライフスタイルや趣味の提案である。用途の違うアイテムは、それぞれ異なる趣

味の時間を提案している。本館 3 階の趣味のフロアが一つの空間にまとまったことからも、ファッ

ションを物としてではなく、それを身につけて行く世界や、趣味の時間の提案という色合いを強め

るメッセージがうかがえる。 

ボン・マルシェのチャレンジは、このように、市場の大きな価値観の変遷（物→体験）を確実に踏

まえながら、ボン・マルシェ固有の世界観を発信して、常に時代の革新を担っていきたいというも

のである。 

ボン・マルシェの新規取り扱いラインナップは、どれもよりエッジの利いた、ファッション性や話

題性の高いブランドを中心にセレクトされ、パリの有名セレクトショップ（コレット、レクレルー

ル）にひけをとらない、プレミアムな商品を取り揃えている。さらに、歴史のある LVMH グループ

企業の利点を生かし、知名度の高さ、店舗スペースの広さを最大活用したイベントを通じて、セレ

クトショップにはできない PR をすることで、ボン・マルシェにしか実現できない発信チャンネル

を作り出し、美意識の高い顧客の取り込みに余念がない。しかし、その美意識を一番サポートして

ほしいのは、最大のターゲット・ゾーンである、地元ブルジョワ階級の顧客であり、彼らの信頼は

裏切らないよう、ボリュームゾーンの商品はきめ細やかに種類・サイズを充実させ、全体として、

各売り場の商品のセレクトは、バッグ売り場の例と同様に、イメージアップと売り上げ両面を区別

する傾向が強まっている。 

以上、ボン・マルシェのこのたびの改装計画や売り場構成の変化は、消費者のニーズが、マーチャ

ンダイジング計画を左右することを示す、良例と言える。 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

2．メルシー(MERCI) 

 

   

住所：111, Bd Beaumarchais 75003 Paris 

営業時間：10:00-19:00 

                  (日曜･祝日休み) 

最寄り駅 : ⑧番線 St. Sébastien Froissart 

Web サイト：http://www.merci-merci.com 

 

2.1）概要 

 

2009 年 3 月にオープンしたフランスのアール・ド・ヴィーヴルを発信するコンセプトショップ。

高級子供服ブランド ボンポワン（Bonpoint）の創始者であるマリーフランスとベルナール･コーエ

ン夫妻がボンポワンを売却し、長年の夢であった理想のお店を形にした。今までの感謝の気持ちを

表したいと「MERCI(ありがとう)」という名前を付け、売上の一部は彼らが設立した恵まれない子

供たちを支援する団体に寄付されている。メルシー創立 3 周年を向かえ、マダガスカルの各都市に

学校や孤児院、食堂を設立するなど具体的な成果を報告している。 

経営面では 2010 年に創始者の一人ベルナール氏が死去し、メルシーは 2011 年に元ラコステ欧州

ディレクターのリュック･ツェルトナーを新しく経営ディレクターに招き入れた。彼の参入によっ

て、ビジネス面が強化され、2012 年の春にはミラノ、東京、大阪でメルシーの期間限定ショップ

が誕生したり、2012 年内には E-コマースを取り入れたサイトを立上げたり、新たな展開を予定し

ている。 

 

2.2）顧客層 

 

BOBO(ブルジョワ・ボヘミアン)と呼ばれる裕福だけれど気取らない 30 代以上の女性が中心層。流

行を求めるよりもライフスタイルやエコロジーに関心が高く、ヌメロやヴォーグといったモード雑

誌よりエル、エルデコ、マリークレール メゾンなどライフスタイル雑誌を講読しているイメージ。

客数は毎年増え続けており、モードやアート関係者も多い。観光客も増えており、ファッション・

ウィークの時期には視察に来た日本人企業のグループを多く見かけるので日本でもパリの重要な

http://www.merci-merci.com/
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セレクトショップとして認知されていることが伺える。 

今回調査を行った日はファッション・ウィーク 1 週間後の平日 15 時頃であったが、ライブラリー

カフェは満席、店内も客数が多かった。観光客もアジア、イタリアが 1 組ずつ居たがあとはフラン

ス人だった。平日でも集客できることから地元の客層をしっかり掴んでいることがわかる。 

 

2.3）フロア構成 

 

ボーマルシェ通りに面したメルシー運営のカフェの間にあるエントランスを進み中庭を抜けると

ブティックの入口がある。1,500 ㎡ある 3 階層の大きなロフトから成る内部は、地上階がイベント

スペース・レジ・香水・ファッション (レディース及びメンズ)、2 階がメゾン・ステーショナリー、

地下 1 階がキッチン用品、カフェで構成されている。       

 

フロアーマップ 地上階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 階 

地下 1 階 

地下１階 
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地上階－イベントスペース・香水・ファッション (レディース及びメンズ) 

入口を入るとすぐ大きな吹き抜けのスペースが広がっており、毎回テーマに合わせた企画展が行わ

れている。テーマは 2～3 週間毎に変わり、ディスプレイと商品構成がガラッと入替わる大掛かり

な編集が行われる。今回はフランスのスカーフブランド エピス（EPICE）の企画展が行われてお

り、彼らの代名詞でもある花柄プリントを用いたボストンバックやノートブック、さらにはお花の

種や植物までエピスとメルシーの名前が付いたあらゆる商品が販売されていた。これらは今回の企

画展の為に作られた特別商品である。 

   

写真 左から)イベントスペースの様子、エピスのスカーフとボストンバック、エピスのノートブック 

  

写真左)植物とエピスの種 右)スカーフのモチーフが種のパッケージに用いられ種類も豊富 

 

この企画力、編集力がメルシーの独自性で多くの客を惹き付け、売上を伸ばしているもっとも大き

な要素である。これは誰でも真似できるのもではなく、創設時からコーエン夫妻のパートナーとし

てメルシーを支える、長年企業家として小売業に精通するジャン リュック･コロナ ディストリア

と雑誌マリークレール メゾンのアドバイザーも勤めるスタイリストのダニエル･ロゼンストロー

チ（Daniel Rozensztroch）という 2 人の功績が非常に大きい。素晴らしい経歴と能力を持つ彼らが

経営とアートディレクションを担当し、メルシーのコンセプトを具体化する独自のマーチャンダイ

ジングを可能にしている。現代の消費傾向を的確に読み取り、そこに独自性をアレンジしながら常

に新しいマーチャンダイジングを企画・編集そしてエステティックに表現できる彼らの力なくして

今日のメルシーの成功はない。メルシーに行けば何か面白いもの見つかる、いつも新鮮でわくわく

するといった気持ちが人々を惹き付け、メルシー = 企画･編集力というイメージが消費者に浸透し
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ている。それは創立以来上昇を続ける来店数にも表れ、以前はイベントスペースの横にあったアク

セサリー売り場をレディース・ファッション売り場に合併させ、このスペースを拡大したのもその

結果と推測できる。 

続いて、吹き抜けのイベントスペースを越えると奥にレジがあり、その左横には別の小さな企画展

用スペースがある。2012 年 3 月のファッション・ウィークに合わせ ブラスロム(Vlas Blomme、

アテンション・ジャパン・プロダクツ有限会社 )の企画展が開かれていた。ベルギーの麻の

糸を輸入し日本の様々な産地の機屋で素材作りをしたコレクションの価格帯は、スプリングコート 

865 ユーロ、ジーンズジャケット 585 ユーロ、シャツ 400 ユーロ、カットソートップス 170 ユー

ロ、T シャツ 75 ユーロ。高めのコレクションを補う為、展示会に来た幅広い客層が買いやすい雑

貨を補強、コラボレーションバックを 2 型作成し、60 ユーロという価格設定で販売している。 

   

写真左) ブラスロム展示スペース 右)メルシーとブラスロムのコラボレーションバック 60 ユーロ 

  

レジの右側を進むとレディース・ファッション売り場がある。メルシーオリジナル商品が集積され

打ち出されていた。コットンや麻など 100%天然素材で作られたコレクションは、価格帯がジャケ

ット(100%麻) 212 ユーロ、シャツ(100%コットン)72 ユーロと手頃でカラーバリエーションも揃っ

ている。バックやポーチ、ストールから靴まで雑貨も展開し、魅力的な導入商品となっている。レ

ディース・ファッション売り場を入って右側にはアクセサリー雑貨が展開しており、全体的に買い

やすいアイテムを売り場手前に持ってきていることがわかる。 

奥にはイザベル･マラン、アクネ、バネッサ･ブリューノ、アペーセー、 カルヴェンといったヨー

ロッパブランドを中心としたコレクションが続く。編集はブランドごとではなくテーマごとにされ

ている。 

今回訪れた際のオリジナル商品、アクセサリー雑貨、ブランドコレクションの割合は 3：3：4 くら

いであった。この割合はシーズンの購買傾向や日々の売上分析で常に変化していく。 

創立当初はイブ･サン･ローランなど高級メゾンともコラボレーションし限定商品を展開するなど

ハイエンドな商品展開をしていたが、現在はベターゾーンのブランドを中心に構成され、さらにオ

リジナル商品でベーシックを補強し、価格帯と商品バリエーションを広げている。こうしたマーチ

ャンダイジングの遍歴を見ると、インテリアや家庭用品と比べ客数の少なかったファッション売り

場の購入層の幅を広げようとしていることがわかる。実際今回調査で訪れた平日の午後も売り場に

は客が入り、2 組が試着していた。 



 

48 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

  

写真左から)レディース・ファッション売り場、メルシーオリジナル商品のコーナー 

2 階－メゾン・ステーショナリー 

レディース・ファッション売り場奥の階段を上るとメゾン売り場が広がり、世界中から買い集めら

れた家具やインテリア雑貨が揃う。食器スペースには有田焼の ARITA Nakakura や Wasara の和紙

を加工した食器がイタリアやフランス製の食器と一緒に置かれていた。ヨーロッパ製のものと一緒

に並べても違和感が無いと言う事は、彼らのライフスタイルに取り入れ易いと言う事に繋がり、ヨ

ーロッパ市場参入にとっては大きなポイントと言える。例えば、ARITA Nakakura は伝統工芸の技

や魅力を現代の感覚で見直し、和洋中を問わないデザインが魅力の食器。Wasara は自然環境を配

慮し葦やパガス(サトウキビの搾りかす)といった非木材を使用したエコロジー食器。 

日本の優れた伝統技術を用いながらヨーロッパのライフスタイルにも自然に入り込める商品とい

う点が共通している。 

  

写真左)2 階メゾン売り場、右)食器売り場 

  

写真左) ARITA Nakakura「HANA プレート」大 69 ユーロ、中 49 ユーロ、小 29 ユーロ、 

  右)Wasara 茶碗型食器 12.5 ユーロ 
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地上階イベントスペース横の階段から上った 2 階中央にはステーショナリー売り場があり、メルシ

ーと無印良品がコレボレーションしたボストンバックや山梨県の和紙メーカー大直と工業デザイ

ナー深沢直人により SIWA のバック、カモ井加工紙株式会社のマスキングテープ mt と日本企業の

商品が多く扱われている。 

 

    

写真左から)ステーショナリー売り場 

  

写真左から)メルシーと無印良品のコラボボストンバック、SIWA のかばん 

  

ステーショナリー売り場を通り奥に進むと再びメゾン売り場がある。メルシーがオリジナルで製作

するウォッシュリネンを使用したメゾンコレクションは非常に充実している。シーズン毎にコレク

ションは改良が重ねられ、型数、カラーバリエーションも増えており、現在では全体売上の約 25%

を占めるメルシーの人気商品となっている。 

  

写真左から)メゾン売り場、メルシーの人気商品リネンコレクション 
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地下 1 階－キッチン用品、カフェ 

地上階レディース・ファッション売り場を通って奥にある階段を下りるとキッチン用品売り場があ

る。文具売り場同様日本企業の商品が多く置かれている。奥にはカフェが隣接し週末の昼時は賑わ

っているが、外のエントランス脇にメルシー運営による別のカフェが出来て以来客数は以前より減

っているように見受けられる。 

  

写真左から)キントーのスチームポット 19.9 ユーロ、アカオアルミのおろし機 7.9 ユーロとやかん 25 ユーロ 

 

2.4）まとめ  

 

全体的には①コラボレーション商品の充実、②オリジナル商品の強化、この 2 点が最近のメルシー

の傾向として挙げられる。まず、コラボレーション商品の充実だが、今回のエピス展示会の例でも

分かるとおり、この数週間の展示会の為にエピスの花柄スカーフから派生した商品を何種類もオリ

ジナルで作り上げている。創立当初は既成品を集めて編集するやり方が主流だったが、最近は優れ

た企画力・編集力を実現するのに必要な商品を自らコラボレーションで生み出すパターンが増えて

いる。 

これは創立から 3 年が過ぎ、知名度が格段に上がりメルシー自身が単なるセレクトショップではな

く 1 つのブランドとして成長したことを表している。消費者はメルシーだから見つかるものを超え

て、メルシーにしかないもの、つまりメルシーのオリジナル商品を求めている。 

同時に、外部のブランドやメーカーがメルシーと何かしたい、メルシーに商品を置きたい、という

コラボレーションの要望が増えている証でもある。メルシーにとっては消費者の需要とメーカー側

の要望に合わせ、自身のマージンが高くなり利益が上がる結果となる。 

もう一つのオリジナル商品の強化は、他では企画できない商品の開発やマーチャンダイジングの補

充、つまり価格帯が安く売り易い商品の開発し、新規客を増やしていこうという目的がある。世界

的に有名なセレクトショップとなり、年々観光客や新しい客層が増えており、彼らのニーズに合わ

せた商品の開発を行っている。こちらもメルシーがブランドとして確立した今だからこそ自分たち

で売り易くマージンの高いオリジナル商品の比率を伸ばす戦略が取られ、今後も拡大していくと予

想される。 

今年 15 周年を迎えたコレットのように、今メルシーがフランスを代表するインターナショナルな

ブランドなった背景は、単なる偶然や勘ではなくコーエン夫妻の想いと明確なコンセプト、それを
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支える経営力と企画力を備えた 2 人の有能なパートナーによる緻密な戦略の結果である。新たな経

営パートナーを迎え、海外進出や E-コマースなどこのブランド力を行かした新たなビジネスモデル

も同時に構想されており、メルシーは成長の第二ステージに入っている。 

 

2.5）スタッフからのコメント 

 

①ファッション部門のチーフバイヤーバネッサ･ボヌフォワさん 

a) メルシーのコンセプトと客層を教えてください。 

お店のコンセプトは現在の人々の消費傾向から生まれました。アール・ド・ヴィーヴル、エ

コロジー、ロングターム、エステティックなどのキーワードが挙げられます。 

昔のように全身どのブランドかわかる様なコーディネートではなく、流行には敏感だけれど

も自分のスタイルがあり色々なものをミックスして楽しみたい人が増えている。美意識が非

常に高く、それはファッションだけにとどまらず生活に関わるすべてのものにこだわりがあ

る。エコロジーという言葉に代表されるように自然環境にも配慮があり、長い間大切に使え

るものに投資する傾向がある。こうした特長を持ついわゆる BOBO に代表される生活全般

に関心の高い裕福層が主な客層です。 

 

b) 買い付け体制について教えてください。 

全体の予算はジャン リュック･コロナ ディストリアとダニエル･ロゼンストローチの 2 人

の責任者が決め、その後各部門に振り当てられます。部門はメゾン・ライフスタイルが一番

大きく 4 人体制でステーショナリーやキッチンも担当しています。レディース・ファッシ

ョンは私とアシスタント 2 人の 3 人体制で買い付けを行い、オリジナル商品の開発は別の

チームが行っています。前シーズンの売上分析を反映し、レディース・ファッションの予算

の内から、買い付け予算と生産予算を決めます。 

他にメンズ・ファッションと企画展チームがあり、企画展は主に 2 人の責任者が企画し、

テーマによっては外部スタッフも参加しながら計画されています。 

 

c) シーズン毎のテーマはいつ誰がどのように決めるのですか？ 

部門毎に、買い付け担当、ヴィジュアルマーチャンダイジング担当、オリジナル商品の生産

担当が集まり、毎回年 2 回の買い付け時期の前に決められます。百貨店など他のお店と違

うのは、トレンド情報などから次のシーズンのテーマを探すのではなく、各スタッフが自分

の旅行や日々の生活で目にした雑誌やブログからテーマを持ち寄るところです。日常の様々
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な生活シーンから情報を見つける鋭い感覚を大切にしています。 

 

d) 売上の分析方法を教えてください。 

毎日行っているのは主に販売目標金額と売上額の達成度、ストックとマージンの分析です。 

買い付けは年に 2 回なのでシーズン中の補充商品の買い足しはありません。販売スタッフ

からのフィードバックを非常に大切にしており、今何が店頭で売れているのかを分析し、残

りのストックをどう打ち出し上手く売っていくかの戦略立てになります。バイヤーも出来る

だけ売り場に居て消費者の購買傾向を観察しています。数字と目で見た傾向を元に販売スタ

ッフと打ち合わせ、売り場のレイアウトは常に変えていくようにしています。もちろん価格

帯や色、サイズ、ブランド、素材などの基準は非常に重要で、次のシーズンの買い付け戦略

を立てる際にも重要な分析要素となります。 

 

e) メルシーではライフスタイル全般、つまり家具から食器、ファッションアイテム、文房具、

書籍に至るまでトータルで品揃え、販売をしているが、全体の品揃えと売上のバランスは

どうなっているのですか？ 

先ほどもお伝えしましたが、全体の売上バランスに今後の経営戦略を反映して経営層が次の

シーズンの部門別予算を立てます。品揃えはテーマ設定から各部門でそれぞれ独立して行わ

れます。メゾンの部門で成功しているメルシーオリジナル商品ですが最近ではレディース・

ファッションの部門でも割合を増やしています。ポーチやストールなど単品でも売り易く生

産も簡単なアイテムからスタートし、今シーズンからは衣類もまとまったコレクションとし

て提案しています。上質な天然素材を使用したベーシックなアイテムが人気です。 

 

f) 買い付けに際して商品の求めるもっとも重要なポイントはなんですか？ 

メルシーのコンセプトに合うかということ。つまり、メルシーのお店に置いてお客様が共感

し購入するイメージが出来るかが大切です。もちろんデザイン、機能、用途、値段、すべて

の要素を総合して買い付けるので 1 つこれだけが大切というものはないです。 

 

g) ヨーロッパ進出をしたいと思っている日本企業に求めるものは何ですか？ 

値段や納期、デザインなどの前に、とにかくコミュニケーションが簡単に出来ることが一番

大切だと思います。フランスのエージェンシーを介すなどして、メルシーから日本の企業へ

のコンタクトもそうですし、日本の企業からメルシーに対してという意味でもお互いが出会

う機会をもっと簡単に出来たらビジネスがし易いと思います。 
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②メルシー企画展部門の外部マーチャンダイザーを務めるガブリエラさん 

a) ヨーロッパ進出をしたいと思っている日本企業にアドバイスをお願いします。 

一番初めにして頂きたいことは実際にヨーロッパに来て自分の目で市場を調査することで

す。どんなお店でどんなものがどの様に売られているのかを見て、自分の商品を置きたいお

店を具体的にイメージすることが非常に大切だと思います。もちろんヨーロッパの市場で何

が売れているのかを調査し分析することも大切ですが、自分の商品を置きたいと思うお店を

見つけ、そこに合うものを具体的に目指していくことが大切です。価格やデザイン、機能、

素材、色々な要素を総合的に判断し、自分の商品は他の商品と比べて競争力があるのか、そ

のお店のバイヤーが買いたいと思う魅力があるのかを検証してください。 

もう一つの方法としては伝統工芸品などの高級付加価値品は一般のお店では取り扱える幅

が非常に狭まります。伝統工芸品の良さを理解できる客層が狭まるからです。そこで考慮に

入れていただきたいのが、エルメスやルイ・ヴィトンなどの高級メゾンとのコラボレーショ

ンです。彼らは伝統や技術に対する理解があり日本文化にも非常に造詣が深いです。それを

理解し対価を払うことのできる客層を持っているので、何か一緒に出来る可能性はあると思

います。当たり前のことですが誰に自分の商品を売りたいのかと言うこと、つまりはターゲ

ットを明確にした上で商品の開発や営業を行っていただきたいと思います。 
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3．コレット （COLETTE）  

 

     

 

住所：213, rue Saint -Honoré,  

75001 Paris    

営業時間：11 :00AM – 19 :00PM 

       （日曜定休） 

最寄り駅：①番線 Tuileries チュイルリー  

       ⑦⑭番線 Pyramides ピラミッド 

Web サイト：http://www.colette.fr 

 

 

3.1）概要 

 

1997 年 3 月にオープンしたコンセプトショップのコレットは 3 階建てで地下がレストラン、１階が本、雑貨、

アクセサリーとストリートウエアー、ストリートシューズなどのカジュアルファッション、２階がモード（レディー

ス、メンズ）、コスメ、ジュエリー、バッグ、シューズ、中２階には特設コーナーがあってアートの展覧会も企

画している。今年（2012 年）ちょうど 15 周年を迎え、その記念として、３月１０日、１１日に近くのチュルリー

公園に特別に 4000 ㎡のテントを作って、取引先の５０余りのメーカーのスタンドが新製品を紹介したり、コ

ラボ商品の販売やいろいろなお祭りイベントがあったばかり。バレエシューズのレペトが子供用にクラシ

ックダンスを教え、ナイキがディスコレッスン、帽子のメゾン・ミッシェルがインスタント写真撮

影ボックス（プリクラのようなもの）をつくり、Usla airline がネイルバーを、プチ・バトーが

アヒル釣り、カーハートがアーチュリースタンド、イーストパックは Andrea Crews というアーテ

ィストにお買い上げのバックに絵を描く（１点もの）などの楽しい催しが行われた。そして“We love 

Japan”は、くじ引きや日仏ショップの震災被害支援のスタンド。コレットの強みはこれらのメー

カーとコラボで限定版を作り付加価値を上げる事が出来るところ。今なおパリでモード界のアイコ

ンショップとし一番人気の位置を保っている秘訣である。 

 

 

http://www.colette.fr/
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3.2）スタッフからのコメント 

 

①コレットの PR 担当のギヨーム・サルモン（Guillaume SALEMON ）さん 

 

 

 ＜コレットの外観＞ 

  

  

 

a) ショップコンセプトについてはどのように決めたのですか？ 

コレットは独立したファミリー経営で、コンセプトはマダムコレットと娘のサラが決めまし

た。モード、アート、デザイン、コスメ、ストリートウエアー、食品などを集めたグローバ

ルコンセプトです。 
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b) ターゲットとなるショップの顧客層を教えてください。 

ターゲットは決めていません。12歳から 70歳までショップにいらした誰もが何か見付けら

れるように安い物から高級品までの品揃えにしています。主な顧客はフランス人ですが、フ

ァッション・ウィークなどには海外のお客様も多くなります。 

c) ショップの買付体制を教えてください。 

買付はサラが一人でやっています。ニューヨーク、東京、ミラノ、ロンドンなど世界中を駆

け回って自分の好きなもの、気に入ったもので、まだフランスに入っていないもの、レアな

もの、楽しいものを買付けてきます。 

d) シーズン毎のテーマや特集はいつ、だれがどのように決めるのか？ 

シーズンテーマや特集は特にありません。サラが出会ったもの、気に入ったものを買い付け

てくるので・・・ 

e) ショップ内売り上げ分析をする為に、どのような分類をつくり分析していますか？ 

売り上げが一番大きいのは単価の高いモードですが、特に分類も売り上げ分析もしていませ

ん。 

f) ショップで一番大きな分類とその配分を変更するのはいつの時期ですか？ 

やはりモードが配分も大きいですが、それも随時変化しますので、いつ決めるというのでは

なく、いつも変わっています。 

g) 品揃えと売り上げのバランスはどうなっていますか？例えば売り上げの重要アイテムは？ 

重要アイテムは金額でいうとモードになりますが、特にこれがというアイテムはありません。

継続商品としてはコレットオリジナルキャンドルとルームフレグランス、中身がわからない

ビックリ袋（福袋）、オリジナル CDなどは人気が定着していて定期的に出ています。又、イ

メージ商品としてはメーカーとのコラボの限定品やオリジナル商品がよく売れています。後

は本当に品揃えがいつも変わっているので何が重要アイテムかは一言では言えません。 

h) 買付に際して、商品に求める最も重要なポイントは何ですか？ 

品質です。これが一番重要です。 

i) 日本企業で商品を提案してくる人にバイヤーとして求める点は何ですか？ 

日本の企業にもとめるのもやはり品質、そして納期です。日本の納期は遅いのでヨーロッパ

の納期のカレンダーに合わせていただきたいと思います。最後にサイズの問題、ここ数年は

だいぶよくなりましたが、まだまだ日本はサイズ展開や大きなサイズがないので･･･ 
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4．キモノヤ  

    

住所：11, rue du Pont Louis Philippe,  

     75004 Paris    

営業時間：月曜 14 :00 – 19 :00PM 

       火-土 11:00AM – 19 :00PM 

                 （日曜定休） 

最寄り駅：①番線 Saint-Paul サンポール 

     ⑦番線 Pont Marie ポンマリ 

Web サイト：http://www.kimonoya.fr/ 

     

3.1）概要 

 

1982 年に開店したマレ地区のおしゃれなお店が並ぶ落ち着いた通りにある日本の伝統工芸のお店。食

器、着物、浴衣、オブジェ、インテリア雑貨、筆、お香などを販売している。まだ日本ブームの前で他に日

本商品を扱うお店がなかった頃からある老舗でパリでも有名。店内は 65 ㎡でオーナーの磨かれたセンス

で集めた素敵な商品が沢山きれいに陳列されていてKIMONOYAに行けば日本の良いものが見付かると

フランス人の間で好評。 

 

3.2）スタッフからのコメント 

①オーナーの小島メナジェー麻智子さん 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から）オーナーの小島さん、ショー・ウィンドウの様子 

http://www.kimonoya.fr/
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a) ショップコンセプトについてはどのように決めたのですか？ 

30 年前からコンセプトは変わっていません。30 年前はどちらかというと中国ブームでまだ日本の

商品を扱う専門店がなかったので私は日本人ですし、主人（フランス人）も日本に住んでいたこと

があり、日本の良い商品をフランス人に紹介して日常生活で使ってもらえたら、という思いからお

店を始めました。商品セレクトの基本は“自分が使いたいもの、ほしいもの”を集めています。 

b) ターゲットとなるショップの顧客層 

開店当時は日本文学の読者、武道、茶道、華道をしているなどの日本文化愛好家が顧客でした。

開けてみて日本に興味のある人、良く知っている人が多いのに驚きました。やはり美意識の高い

文化人や芸術家などのインテリが多かったですが、最近はマンガの影響で日本に興味をもった若

者がインターネットで調べてお店にきますし、近くに Cite des Arts（パリ市がアーティストに貸して

いる住居）があるのでアーティストやマレ地区を散策しながらサンルイ島に行く観光客も多いです、

中には毎年パリにいらっしゃると必ず寄ってくださる観光客もいらっしゃいます。年齢はいろいろで

いちがいには言えません。 

   

c) ショップの買付体制を教えてください。 

買付は私（オーナー）が一人でやっています。 

d) シーズン毎のテーマや特集はいつ、だれがどのように決めるのですか？ 

年間を通してほとんど商品は変わらないのでシーズン毎のテーマはありませんが、日本とフランス

の重要な行事に合わせてウィンドウや店内のディスプレイを組みます。例えば 3 月 3 日の桃の節

句、5 月 5 日の子供の日、母の日、七夕、お月見、クリスマスやお正月です。そしてクリスマスはギ

フトの一年で一番重要なイベントで当店でも 11 月と 12 月が一番売り上げがあがります。テーマは

全て私が決めてディスプレイもしていますが、定期的にフランス人のディスプレイを専門にしている

友人に頼んでいます。彼女はとてもセンスが良くてフランス人に好まれる用な素敵なディスプレイ

にしてくれるので。 
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e) ショップ内売り上げ分析をするために、どのような分類をつくり分析しているのですか？ 

アイテムを大きく食器（お皿類、お茶碗、お椀、急須等）、衣料（着物、ゆかた、襦袢、作務衣等）、

ファッション雑貨（スカーフ、バック等）、インテリアオブジェ（竹細工、のれん、花瓶）、雑貨（ふで、う

ちわ、扇子、ストラップ、財布等）に分けています。 

f) ショップで一番大きな分類とその配分を変更するのはいつの時期ですか？ 

特に分類を変更する時期というのはありませんが、例えば一時期お茶のブームで百貨店やお茶

専門店でも南部鉄瓶の急須を置いていた時がありましたが、そういう時はオーダー数を減らして

いました。最近でしたらお弁当箱が流行っているので、大きな所は大量に輸入するので価格的に

競争出来ない為オーダーを控えたりしています。最近のフランスの日本ブームはうれしいのです

が、その反面、他店との差別化をはからなくてはならないので、商売としてやり難い所があります。 

g) 品揃えと売り上げのバランスはどうなっていますか？例えば売り上げの重要アイテムは？ 

売り上げの重要アイテムは食器とゆかたです。ゆかたは定着していて基本の売り上げになってい

ますし、食器はご自分用には高くても気に入ると買っていかれますが、プレゼント用は手頃な値段

も 20 ユーロ前後の安いものがよく売れます。前年のインボイスを見ながら売れたものと売れなか

ったものを分析して今年の発注を出していきますが、金額というよりも個数で決定します。金額で

すと為替でも多少変化しますので・・・ 又最近は円高で、値段の手頃なベトナム製やタイ製で和テ

イストのものを日本製とミックスしています。 
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h) 買付に際して、商品に求める最も重要なポイントは何ですか？ 

やはりデザインと価格のバランスです！どんなに安くてもデザインが良くないと売れませんし、逆

にデザイン品質が良くても高すぎると売れないのでこれが最も重要なポイントです。  又、機能性

からいうと習慣の違いで皿洗い機や洗濯機で洗えないものもだめです！美術品ではないので手

入れが簡単で使用法：電子レンジで使えるなど現代生活にあったものでないと難しいです。後は

サイズの問題、例えば草履もよく売れるアイテムですが、日本の場合ちょっと小さめでもかかとを

出してはきますが、こちらではかかとが出たら売れませんので大きなサイズが必要ですが日本は

あまり大きなサイズがありません。服も小さなサイズから大きなサイズまで必要です。 

i) 日本企業で商品を提案してくる人にバイヤーとして求める点は何ですか？ 

まずはテスト販売をしてみたいのでミニマムを下げてほしい。そして好評の場合はいつでも追加発

注が出来るようにしていただきたい。そして長年の経験からやはり日本で売れないものはこちらで

も難しいと思います。 

 

 



 

61 
Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved.  

Ⅳ まとめ 

 

海外市場に参入するための計画の立て方として、マーケティングとマーチャンダイジングの大切さ

を理解して頂けたのではないかと思う、特にパリの店舗における品揃えを知る事で、実際に市場を

視察する際に、どのような点に注目すれば良いかの手助けになれば幸いである。物作りの現場にあ

っても、それが消費財であるかぎり、市場に出して売らなければならない。その為には、どうやっ

て市場に受け入れてもらうかの理論を理解する必要がある。また、ターゲットを決め、商品企画を

立て、営業方針を決めるときに、柔軟性を忘れてはいけない。常に仮説から、結果の分析検証をし

て、次のステップに一歩ずつ進んでいくので、何よりも大事なのは、継続ではないだろうか。 

 

最後に海外で着実に実績を出していくためのいくつかのポイントをあげておきたい。伝統的な商品

を提案する場合、ともすると技術的なレベルが市場の要求に対して過剰になっている事が多い。過

剰品質は市場に受け入れられない事を理解しなくてはならない。その為にも、ターゲットの決定や

品揃えの企画立案が重要になってくる。バイヤー達に受け入れてもらうためには、彼らの考え方を

理解するのが近道なのだ。その為には、売り先の店舗が視察できれば一番良い。また、自社で出来

ない事は外部を使う事を考えるべきだと思う。コミュニケーションの手段にしても、あるいはデザ

インソースにしてもたくさんの可能性がある。但し、中小企業の場合、営業活動はあくまでも自分

達が中心になっていく事が重要である。なぜならば、本来的には、自分達で作った物の価値は自分

達が一番理解しているはずであり、つたない言葉でも、通訳を通してでも、それを伝えていくこと

に意義があるからである。 

海外で営業する場合のポイントでも、やはり人間関係を構築することが重要となる。その際に鍵と

なるいくつかの前提条件を挙げておくことにする。 

＊コミュニケーションの重要性 ⇒ 言葉にしないと通じない 

 ・これを肝に銘じて、奥ゆかしく、遠まわしな形容詞的な表現は省き、察してもらえるという 

  発想は忘れて、「簡潔」で「明瞭」な表現だけを使って説明をする。そして、言葉の問題で誤 

解がないかどうか確認しながら進める。 

 ・すべて、言葉にして確認した上で、重要なポイントは必ず書いた物にしておく。 

 ・こんな事をいったらおかしくないかとか、こんな物を提案したら笑われないかなどと思わず、 

フランクに何でも話し合う事が大事。 

 ・加えてこまめに連絡をとることを心がける。 

 ・意見の衝突を恐れてはいけない。自分と違う意見があるのは当然と思い、自分の主張もきちん 

と言わないと認められないし、評価されない。 

 ・お金に関しては、あくまでシビアになる事。友達だから、親しい間柄だからといって、金銭取 

引になんらかの手心を加えるなどということはしない方が良い。 

 ・相手の時間をできるだけ尊重する。セールスにいく場合には、できるだけ少人数でサンプル数 

をしぼる（あらかじめ相手のニーズを把握してセレクションが出来ていなければいけない）。 

 ・決定権を持って商談に臨む。 


