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第十章 販売戦略の課題 

 

 

「第十章のポイント」 

 

「取引先の数」が初年度の売上を決める 

当初は米国の大手チェーン店の取引を求めたいと思っても、米国市場に慣れていくまでは、専門

店市場で小さな売上げを確保していき、その過程でビジネスの土台を固める。初年度は特に、専

門店という取引先をできるだけ増やしていくことが大切である。 

 

「戦略」のバランスが売上を前進させる 

米国市場開拓に向けた「商品戦略」「組織戦略」「販売戦略」の 3 つのバランスが売上促進の鍵を

握っている。これが確立していれば、米国市場における「売上げ」は確実に前進する。 

 

 

  



 

251 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

1 販売計画の前提 

 

 

(1) ビジネスのイメージ 

 

米国戦略を作成する時に、前提として誰でもが、「売上げを早く作る」という「ビジネスのイメ

ージ」をもつ。それは無理の無いことではあるが、海外市場での経験が尐ない、市場の状況がま

だわからない時点ではむしろ営業展開を急ぐことは危険。あまり先走ると、海外市場における販

売体制、組織体制が固まっていないので、不要なトラブル

に遭遇することがある。例えば、生産体制が海外市場用に

整っていないため、初回出荷が大幅な納期遅れになったり、

注文が入ったのであわててパッケージを作成したがために

良いものにならなかった、流通体制が整っていないうちに

あわてて出荷し、いくつかのミスが発覚し会社の信用をな

くした・・ということが実際に起きている。一朝一夕には

新しい市場に向けた体制はできない。 

 

初回展示会出展は、新しい市場でのビジネスの可能性を感じ、方向性を見出していくだけで充分

である。そこから本格的な準備が始まる。新しい市場に向けて充分な準備や慣れるためには最低

1 年はかかる。そしてビジネスの土台作りには 2 年はかかる。全体の体制が整うまでには、全部

で 3 年は見なければならない。このくらいの時間をかけて、「着実に前進していく」というビジ

ネスのイメージを持つべきである。初回出展から、大きな売上げを目指し大手と商談して、流通

の不備、パッケージの未完成から信用を失っては何にもならない。こうしたミスをすると、次の

取引は無くなるのが米国の厳しさである。 

 

(2) 販売計画の土台 

 

販売計画の土台を成すものは、米国市場に向けた生産体制と米国国内の組織体制である。 

 

① 生産体制 

海外市場で受注を受けた場合には、どの企業でも受注後に生産を開

始するであろう。まだ経験のない段階で、あらかじめ海外市場用生

産体制は組みにくいからである。海外市場向け商品を日本とは違う

デザインで作成したり、日本市場向けとは違うラベルやパッケージ

を作るということもある。したがって、それらの準備を行うのはど

うしても受注が確実に入った後からの準備になるので、何かと時間

や手間がかかる。サンプルができた段階で、あわてて「大きな注文」をとったりすると、生産体

制が間に合わないことが起きやすい。企業の信用も失われてしまう。したがって、初年度は、注

文はできるだけ「細かい専門店の注文」でこなしていき、段階を追って海外市場向け生産体制を

整えていく方が安全である。 

 

パッケージやラベルも最初は、日本語パッケージに英語の「翻訳シール」を貼り付けて出荷すれ
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ばよいだろう。売上げがコンスタントになってきた時点で、英語の入ったパッケージを製作する。

できるならば、今後の展開の為には、英語のパッケージを作るよりも、日本語、英語、その他の

外国語を入れた「共通パッケージ」を作り、世界統一パッケージで販売した方が経済的であり、

商品管理が合理的である。 

 

② 組織体制 

販売計画ができ、生産体制も何とかできたとしても、海外ビジネスの管理体制が不十分になると、

混乱することもある。商品の流通が行われれば、販売先の信用調査など顧客管理、売掛金管理、

海外倉庫における商品管理、スタッフ管理、エージェント管理など新しい仕事がたくさん増えて

くる。これらの組織的な運営上の管理体制は海外という場所が離れているためにミスや混乱が起

きやすい。販売計画の実行前に、あらゆる管理体制を入念に準備することが販売計画を支えるこ

とになる。ポイントは次の通りである。 

 

・ 受注管理 

・ 営業管理 

・ 売掛金管理 

・ 経費管理 

・ 顧客管理 

・ 商品管理 

・ 在庫管理 

・ エージェント管理 

・ レップ管理 

 

海外のビジネスを本格的に行うと、新たに企業 1 社分の業務が発生してくる。つまり、子会社を

一社作ることと同じなのである。初年度は、海外担当者一人でもこなせていけるであろうが、販

売先が増えて、売上げが上がっていけば、すぐに「海外市場開拓部」などの「組織的な対応」が

必要になってくる。米国市場のエージェントに、市場開拓を丸投げしてしまうと、行く先必ず行

き詰ってしまう。販売戦略の前提として組織体制が必要である。 

 

 

2 販売計画の立案 

 

 

きちんとした体系的な市場調査を行い、一定期間のテスト販売

も行なって、米国市場戦略が確立した後、具体的な年度別の営

業計画を作成する。おおよそ次のような内容になるだろう。ポ

イントは、長期的展望を持って営業計画を組み立てることであ

る。一例として下記の 3 カ年計画をあげる。これは、組織戦略

を「エージェントとの提携」を軸にした計画である。 

 

(1) 1 年目の販売計画の内容 
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① 初年度は「米国市場に馴れる」というテーマを持ち、販売組織体制、流通体制を準備する。 

② ラインにあったエージェントを確保する。 

③ 販売対象を専門店、オンライン企業とする。 

④ 展示会に出展し、取り引先数を増やしていく。（目標 100 店、売上目標 30 万ドル） 

⑤ ビジネスの土台を作る。（商品の工夫、販売組織構築、受注・流通・回収体制の確立） 

 

(2) 2 年目の販売計画の内容 

 

① 「ビジネス体制（販売体制、組織体制、商品体制）の確立」をテーマとする。 

② 展示会に出展し、専門店の取引先をさらに増やす。（目標 200 店、売上目標 60 万ドル） 

③ 中小チェーン店を新規開拓し、取引を開始する。 

④ ビジネスの土台を充実させる。（ショールーム、EDI システム） 

⑤ メディア、業界との人的ネットワーク形成 

 

(3) 3 年目の販売計画の内容 

 

① 営業攻勢を強める。 

② 大型チェーン店、デパートへのアプローチを開始する。 

③ 専門店 500 店獲得 

④ 売上目標 130 万ドル （日本円 1 億円目標） 

⑥ PR 活動開始 

⑦ 現地法人設立計画を作成する。 

 

上記は基本的な販売計画のアウトラインの一例である。これは、むろん企業のポリシーや商品に

よっても全く異なる。このくらいのスピードで前進していくほうが安全であり、現実的である。

初年度から米国市場でのビジネスを黒字に転化しようと、過大に先行投資をしたり、ビジネス体

制確立をおろそかにして営業だけが先走ることは逆に｢遠回り｣｢試行錯誤｣を起こす。一歩一歩着

実に前進することによって失敗、中途挫折は避けられる。 

 

 

3 販売戦略のポイント 

 

 

販売戦略は、商品によっても異なるし、会社の考え方によっても様々になるだろう。大きな流れ

はあらかじめきちんと決めておかないならない。それによって、販売準備の内容、販売方法が異

なってくる。 

 

(1) 販売ターゲット 

 

① 米国の日系社会 

すでに、ある程度の数の日本の紙企業が米国市場において商品を

販売している。米国の日系人社会に販売しているところもあれば、



 

254 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

メインストリーム（主流）のマーケットに販売している会社もある。確かに、日系人社会に販売

するのは、日本ビジネスの延長で行えるので容易である。伝統的なデザインでは余計そうだろう。

しかし、日系社会は非常に小さい社会であり、その需要は限られている。全体の 1％にも満たな

いので、むしろ日本で営業努力した方が経費効果上もましである。取り組みやすい日系社会の取

引を増やしていっても、｢米国市場に慣れる｣という体験にはならないし、米国市場に進出した意

味が無い。その努力は、米国のメインの市場に向けるべきである。 

 

② メイン・ストリーム 

米国販売戦略の対象は、米国消費者を最終ユーザーとした「メイン・ストリームに向けた戦略」

として練るべきである。販売対象の幅は巨大で、一度「売れる構造」が出来てしまえば、行き止

まりが無いほど米国市場は大きい。この点が、米国市場の魅力である。ぜひ、一部の小さなマー

ケットにとどまるのではなく、メイン・ストリーム(主流)に行くべきである。これが、販売計画

の出発点である。 

 

(2) 紙製品専門店 

 

① 専門店の開拓 

米国のメイン・ストリームをターゲットにするには、まず初年度に開拓したいのは、各種の専門

店である。米国の専門店は、かなり大型店の場合も尐なくない。対象となるのは次の通りである。 

・ 紙専門店 

・ ステーショナリー専門店 

・ アート専門店 

・ ホーム製品専門店 

・ ギフト製品専門店 

・ ミュージアム・ストア 

・ オンラインストア 

 

各都市には、必ず紙製品の専門店、ステーショナリー専門店、ギフト専門店など各種専門店があ

る。まずこれらの専門店と展示会を通して取引を行う。展示会には、ミュージアム・ストアやオ

ンラインストアもくる。ミュージアム・ストアはそれほど大きな取引にはならないが、消費者へ

の宣伝になり、かつメディア・レポーターの目に付きやすい。 

 

大手のチェーン店、デパートは、組織体制が不十分な初年度の時点では取引はしない方がいい。

メジャー企業とのビジネスには、商品、販売体制、流通体制、カスタマー・サービス体制などあ

らゆる体制が整っていなければ対応できない。ここが大きな落とし穴である。 

 

② 専門店の開拓方法 

専門店を開拓するのは展示会が一番効率がよい。展示会でその場で注文するバイヤーは多く、取

引がシンプルで、企業自体が米国市場に馴れていくためには相応しい。初年度で、100 店開拓す

るというのは、商品が米国に合ってさえいれば決して困難なことではない。最適な展示会を選択

して継続的に出展していれば、バイヤーにも覚えてもらえ、最初は見るだけのバイヤーも、テス

ト・オーダー、本格的オーダー、追加オーダーと取引が充実していく。１年目は様々な小さなト
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ラブルが起きようが、一つ一つが良い勉強になっていき、日本企業が米国市場に馴れていくこと

ができる。 

 

(3) 大手企業との取引 

 

紙分野においての米国市場の主役は、やはり大手のチェーン店である。日本企業が米国市場を開

拓する為には、これらの大手企業との取引を目指さなくては意味が無い。 

 

① 大手チェーン店との取引 

2-3 年目あたりから営業をスタートするとよいだろう。初年度に

は全体の体制を整えるべきである。大手チェーン店との取引を行

える商品体制、販売体制、流通体制が完備されていなければなら

ない。大手のバイヤーは、いくら製品が良くとも流通が不安定な

企業とは取引を避ける。企業としての日本の実績や売上高、生産

体制は、商品の仕入先の選択基準には彼らは関心を持たない。そ

れすらも聞かれないことも多い。問題は、米国国内の販売体制、

流通体制が安定しており、約束どおりの納期で、サンプルどおりの品質、サービスが保証される

かどうかということである。大手企業は、他の大手と取引していると、むしろ安心して取引する。 

 

② 大手企業への営業 

・ 展示会 

営業的には、最初の出会いが展示会で商品全体のブランドイメージを見てもらう方が印象として

はいい。たとえ、バイヤーのアシスタントであっても展示会で商品をじっくり見てもらい、商品

説明を行い、後日のショールームでのアポイントかバイヤーオフィスでのアポイントを要請する。 

・ アプローチ 

展示会ではなく、直接アポイントを申し込んでも、「カタログを送ってください」ということに

終始するだろう。サンプルを送ったとしても、商品をイメージ良く見てもらえるとは限らない。

それでも、時間はかかるが電話、E メールで繰り返しアプローチしてアポを取るということも充

分可能である。ただし、製品の魅力(ブランドの魅力)が伝わっていないうちに、アポを受け入れ

るということは中々難しい。 

・ セールス・レップ 

デパート、チェーン店と取引のあるセールス・レップ、ショールーム・レップと組んで、アプロ

ーチするという方法もある。これは、すでに取引が継続しているところであれば、早い時期にア

ポイントが取れる可能性がある。アポイントは、普通 1-2 週間後の日程になるので、その時に日

本から出張で来るということもできる。ただし、｢うちは多くの大手企業と取引がある｣という言

葉を鵜呑みにして、レップと契約することは危険である。大手企業との取引金額は専門店との取

引額とは比べ物にならないので、レップのコミッションはしっかり交渉をしておかないと、利益

率が小さくなる。1000 店単位のチェーン店であれば、3-5％程度であろう。できることなら、レ

ップを通さずに直接取引が理想である。 

 

③ EDI システム 

大手企業との取引の為には、受注、流通、請求業務を全て電子化する EDI システムが備わってい
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なければならない。EDI システムはエージェント（代行業者）でも可能なので、体制を整える時

に煮詰める必要がある。ウェアハウス会社でも、EDI システムを導入している企業が多いので、

大手企業との取引が発生していない時でもウェアハウス会社と契約する場合は、その EDI が可能

かどうかを確認する必要がある。 

 

④ ウェアハウス会社との提携 

大手チェーン店の 1000 店単位の発送を日常的に行なうには、相当

の設備、人員が必要になるので、現実的にはウェアハウス企業との

提携が望ましい。 

 

ウェアハウス企業は、大手小売店の受注を EDI を通して受け、マニ

ュアルどおりのシッピングの手続きを行う。インボイスも請求書も

自動的に行える。したがって、EDI システムに慣れている、かつすでに大手小売店への流通実績

が充分あるウェアハウスを選択しなければ意味が無い。 

 

⑤ 大手小売店とのステップ 

大手小売店はどの企業でも受注、納品形態は容易ということは無い。ここでは、ある大手小売チ

ェーン店の受注から納品までのステップの概要を説明する。 

・ バイヤーへのプレゼンテーション 

商談日のアポをとり、バイヤーオフィスに行き、商品のプレゼンテーションを行なう。商談室に

商品を並べ、受付に準備 OK を連絡するとバイヤーがやってくる。あらかじめ、あらゆる質問に

即答できるように準備しておく。会社の歴史とか工場設備はさほど問題ではない。4-8 名のバイ

ヤーが商談に参加することもある。1 時間ほど使って、商品の説明、パッケージの説明、流通方

法などを説明する。「プレゼンテーション」には、流れるようなストーリー性が重要で、バイヤ

ーを納得させる必要がある。大切なポイントは、英語力というよりは、商品知識力、説得力であ

る。｢なぜ、この製品があなたのお客を満足させるか？｣をきちんと説明する。 

・ バイヤーの承認 

数日後、バイヤーから取引 OK かどうかの連絡が来て、「50 店の店舗からスタートします」とい

うようなことが伝えられる。パッケージの改良など次のステップが指示される。 

・ Vender Registration (取引先登録) 

バイヤー・アシスタントから取引先登録フォームが送られてくる。必要な情報をフォームに書き

込む。 

・ 生産者賠償責任保険（Production Insurance） 

米国の保険会社の生産者賠償責任保険付保が条件になる。 

・ EDI 取引 

取引の最低条件である。完備していないと、取引は出来ない。

取引先登録フォームに記載欄がある。 

・ Vender Number（取引先コード） 

バイヤーから取引先登録が終わり、取引先コードがくる。こ

こまでくれば、注文の準備が整う。 

・ 商品登録 

店舗の SKU コード(店舗商品番号)を作る為に、商品データを
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該当商品一覧表に詳細を記入する。そこには、商品明細、UPC コード、1 箱内数量、箱のサイズ、

素材明細、パッキング状態、生産国など。 

・ Routing Guide（納品マニュアル） 

ウェブサイトにより、納品、流通の方法が伝えられる。かなり内容は豊富で一冊の本くらいはあ

る。そこには、ダンボールの選択、各種ラベルの付け位置、価格タッグのつけ方、納品先、注意

などが製品別に細かく書かれている。 

・ EDI のテスト 

双方が EDI で通信可能か数度テストを行なう。 

・ Projection (納品計画書) 

月別の納品計画書が来る。向こう 6 ヶ月くらいの納品数量が書かれているが実際の納品数量は後

の EDI PO を待たなくてはならない。 

・ PO (発注書) 

注文書が EDI を通してくる。注文内容、納期、納品店舗が指定される。 

・ 納品準備 

マニュアルどおりに全ての準備を行う。 

・ 納品 

指定運送会社によりパッキングリストと製品が納品される。納品書(請求書)は EDI を通して送ら

れる。 

 

⑥ ビジネスの具体的準備 

米国では｢バイヤーが商品を気に入ってくれるかどうか｣「安定した流通体制があるかどうか」が

ポイントである。次のような流れになるように展示会の前段階で、準備を整えておく。 

・ 商品に合う大手チェーン店をあらかじめ絞っておく。 

・ その企業の研究を行なっておく。 

・ 特に売り場を観察し、レポートにまとめておく。これが、後日営業上の武器になる。 

・ 展示会でその企業のバイヤーが来る。 

・ 自社の取り組み姿勢を説明し、商品のプレゼンテーションのアポを要請する。 

・ アポイントにしたがって、商品のプレゼンを行なう。 

・ 売り場に合った商品構成、価格をプレゼンの中で説明する。 

 

米国のメジャー企業との取引は、商品が良く、かつ米国の組織体制が整っていさえすれば充分可

能なことであり、日本の中小企業にも十分チャンスはある。 

 

⑦ 大手小売企業との取引上の注意 

バイヤーとの商談について、下記のような内容をきちんと確認

する。 

・ 大手小売企業のバイヤーとの商談では、十分情報を得てお

くことである。 

・ 納品までの流れのスケジュールを確認する。 

・ 生産開始のタイミングと納期を確認する。 

・ 送料の負担について確認する。 

・ 店頭で 100％売れれば問題ないが、そうならない場合の処理についての条件を確認する。 
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・ 支払いの時期と支払い内容について確認する。保証金はあるのか、協賛金はあるのか、他に

支払いから差し引かれる費用はあるのか。 

・ 商品の返品はあるのか？を確認する。 

・ 傷物発生時の処理について確認する。 

・ 次の製品の投入時期を確認する。 

 

 

4 展示会販売 

 

 

展示会については、第六章で説明しているので、ここではポイントのみをまとめる。 

米国市場開拓には、展示会出展が元も効果的である。 

 

(1) 展示会の選択 

 

主要な米国の展示会は前述のとおりだが、製品に適した展示会を選択する。また、自社の競合す

る企業がどの展示会に出ているかを調べることも重要である。 

 

(2) 展示会の視察 

 

自社の製品にあった展示会を選択できたら、その展示会を一度

は視察するべきである。適切な出展準備を行ううえで非常に重

要である。 

 

(3) 展示会の目的 

 

展示会出展の目的は、積極的に｢注文を得る｣ことである。展示会を市場調査にはしない方が良い。

展示会出展は、受注を得てこそ意味がある。バイヤーに真剣に売り込むことによって、注文がつ

くか、つかないかの結果が出る。｢注文のついた製品｣はまさしく市場性を証明している。いくら

バイヤーに｢こんな素晴らしい製品は見たこともない｣と言われても、注文しない場合は、何かし

らの欠点を持っていると解釈すべきである。 

 

(4) 展示会におけるスムースな商談 

 

米国の展示会は店舗バイヤーが大部分の為、商品情報はできるだけ商品にラベルでつけておいて、

テンポ良く、スピーディーに説明ができるようにしておく。商談のストーリーは展示会前にしっ

かり決めておいて、スムースな受注活動を行なう。 

 

(5) 展示会の準備 

 

展示会の「準備の内容」と「受注の結果」は比例するものである。出来るだけ緻密な準備を行う。 
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(6) 展示会スタート 

 

展示会がスタートしたら、バイヤーとの商談をできるだけ多く行い、その内容を｢リアクション

メモ｣に細かく記入する。それが、50,100 と集まれば、今後の販売計画の必ず見えてくる。 

 

(7) 展示会後の営業 

 

展示会後には、リアクションメモに従って、各小売店バイヤーとの商談を継続していき、受注に

むすびつけていく。 

 

(8) 継続的な出展 

 

初回の出展のテーマは、｢当社の製品を米国市場で売るにはどうすべきか？｣ 「米国市場でのビ

ジネスのストーリーを作る」ということである。その上、数件でも受注がつけば、ビジネスの可

能性を判断することができる。 

 

二回目の出展では、初回で得た感触からさらに商品を工夫し、ビ

ジネスの準備を整えて臨むことになる。成果はより大きなものに

なるだろう。しかし、この段階で商品戦略、組織戦略、販売戦略

が完成しているということは考えられないので、その｢成果｣はま

だ限定的なものになるだろう。 

 

三回目以降の出展は、ビジネスの土台が形成されていればいるほ

ど成果は大きくなっていき、自信も出てくるだろう。ここからは、継続的に出展し、展示会実績

を積み上げていき、取引店数を増やしていくことが大切である。具体的なビジネスが増えていけ

バイクほど、米国で売れる商品、販売組織体制、流通回収体制が整備されていく。つまり、米国

市場にどんどん慣れていくのである。それとともに、受注額は伸びていき、売上げに貢献してい

く。そして、ラインが完成されていくと、メディアや大手チェーン店がアプローチしてくる。 

 

 

5 日常的な営業活動 

 

 

日本市場でも同じであろうが、米国でも展示会受注だけで年間の売上目標を獲得することは難し

い。日常的な営業努力の積み重ねが必要である。 

 

(1) 営業フォロー 

 

米国のサプライヤーの多くは、｢売ったら売りっぱなし｣ということが多い。電話をかける時は、

｢注文がほしい時｣｢展示会案内｣だけというところも尐なくない。日本式営業活動では売り場の状

況確認、販売推移の確認、担当者とのコミュニケーションというきめの細かい営業フォローを行

う。この方式を米国でも行うことによって、質的に米国の競合会社を上回る営業活動を行うこと
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ができる。日本的な営業姿勢、フォローは米国では大きな武器になる。｢ニュースレター｣の発行、

E メールの送付も効果的ではあるが、それだけにせずに、店舗訪問、電話での会話で「生のコミ

ュニケーション」をとることで大きな違いが出る。 

 

(2) 追加注文、商品の問い合わせ 

 

多くの店舗は、初回取引から追加注文分までの数量を見込んで注文はしない。商品の品質も見た

いだろうし商品の動きも見極めたい。しかし、動きのよい商品は当然追加注文したいのである。

そこで、追加注文を促すための営業活動が必要である。それは、アポをとってバイヤーのオフィ

スに訪問したり、E メール、電話で追加注文を促していく。そのために、店舗も定期的に訪問し

て商品の動きをチェックするという営業活動を行う。大手チェーン店の売り場では、納品された

商品が出ていなかったり、売れている商品の追加注文がなかったりと、売り場が適正な状態にな

い場合が良く起こる。こうした｢販売ロス｣を防ぐために、各売り場をこまめに訪問して｢売り場

管理｣をする。売り場には、バイヤーはほとんどいないが、販売スタッフと仲良くなるというの

も営業上効果的である。米国では、その仕事のみ行う「サービス・レップ」という店舗在庫チェ

ック専門のレップをおく企業もある。 

 

(3) 新規顧客開拓 

 

展示会で集まった多くの見込み顧客の営業を継続していく。見込

み客リストを使ってショールームに新規顧客をひきつけていく。

この場合も、先に述べたニュース・レターは効果を発揮する。有

力な専門店にはアポをとって訪問し、商品の紹介を行う。 

 

(4) 営業企画活動 

 

商品を流通していると、米国の店舗からさまざまなフィードバック(意見)が寄せられる。市場か

らの要望を本社に速やかに伝達し、商品を米国市場にふさわしいものにしていくことは、売り上

げ向上、顧客網の拡大にとって重要な活動である。商品がより米国市場に適合していけばいくほ

ど取引先は拡大し、一店あたりの取引額も上昇して全体の売上げは順調に上がっていく。 

 

(5) マーケティング 

 

米国の競争相手も、日本の紙製品を研究してくるだろう。彼らの商品についても充分気に留めて

おき、米国にはないユニークな商品を生み出すために、マーケティングは常時行っておく必要は

ある。 

 

(6) ショールーム 

 

紙製品のラインをバイヤーがいつでも見に行けるショールームは必要である。エージェントを通

して販売する場合には、NY にショールームがあるエージェントが良いだろう。現地法人を設立

して販売する場合はショールームとオフィス兼用できる場所が相応しい。 
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6 売上げを作る 

 

 

(1) 取引先の数 

 

米国市場で確実に売上げを作っていくには、1‐2 年目は「取引先の数」＝「売上げ」になる。で

きるだけ多くの取引先を開拓していく。展示会を中心に、個別の新規取引先開拓の営業、あるい

はレップを使った営業を行えば、初年度全米に 100 店以上取引先を開拓するのは決して難しくは

ない。 

 

(2) 商品力 

 

スムースに取引先を増やしていくには、「商品力」が鍵を握っていることはいうまでもない。特

に、米国の企業や先行している日系企業が扱っていない商品であれば大変売りやすい。商品がそ

れほどユニークでなくとも、紙製品のブランドイメージをきちんと統一して、「ブランド的な販

売」を行えば、それも大きな差別化である。 

 

(3) 「戦略」の効果 

 

具体的に、売上げを上げていくと、ビジネスの理解も早まり、

米国市場開拓が間違いなく楽しくなってくる。じっくりと準備

を行い、体制ができたら、一気に売上げを上げる工夫をしてい

き、取引先の数を増やす。売上げが売上げを呼び、米国市場開

拓はスムーズに進行していく。売上げを上げることが企業の目

的である。米国市場においては、米国市場開拓に向けた「商品

戦略」「組織戦略」「販売戦略」の 3 つが売上促進の鍵を握って

いる。これが確立していれば、米国市場における「売上げ」は確実にできていく。逆に言えば、

商品が完成していても、販売体制や流通体制に不備があれば必ず振り上げ不振、顧客離れなどの

トラブルに見舞われる。戦略のバランスがコンスタントな前進には必要である。 

 

(4) 展示会の拡大 

 

米国の展示会ネットワークは全米に広がっている。例えば、ギフト･ショーであれば、NY ばかり

ではなく、ロサンジェルス、サンフランシスコ、アトランタ、ボストン、カナダのトロントでも

行われている。NY の展示会は出展費用が 5000-6000 ドル（3ｍｘ3ｍ）くらいだが、地方展はそ

の 50-60％程度である。各地の展示会に出展することによって商圏を拡大できる。年間の展示会

出展は経費もかなりかかるので、販売戦略の中できちんと位置づける。新しい都市での展示会を

計画する場合は、必ず一度視察した方がいい。 

 

(5) 販売網の形成 

 

専門店とのビジネスで米国市場でのビジネスを学び、かつ売上の第一段階を作る。商品の米国化、
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パッケージラベルの作成、ブランディングを完成させる。そして、中小チェーン店との取引で、

チェーン店取引の ABC を体験し、売上をあげる方法を学ぶ。そして、流通体制をしっかり形成

できた時点で、大手チェーン店一社との取引を開始し、慣れてくれば、複数の大手チェーン店と

の取引を行う。ここまで行けば、販売網は形成され、売上規模はかなり上がってくる。 

 

(6) 本社の海外市場担当部 

 

米国国内のエージェントなり、現地法人がコンスタントに市場を開拓していくためには、本社の

海外市場担当部の力強いバックアップ体制が重要となる。米国国内で商品、金銭が動けば、それ

が大きくなくとも、本社と同じようなペーパーワークが発生し、それが営業活動を遅滞させかね

ない。｢出先機関｣が市場開拓に没頭できるような本社の支援体制が必要である。 

 

(7) 本社スタッフの米国滞在 

 

年に数度、海外市場担当者が米国国内に 1-2 カ月滞在して営業活動を支援するということも非常

に重要である。実際の営業最前線を体験することは、企業としての質も高める。海外市場開拓を

「丸投げ」すると、「海外市場開拓は企業の質を高める」という副次的利益を損なうことになる。

エージェントや現地法人とのコミュニケーションも緻密になり、マーケットの中で一体感が生ま

れる。米国市場開拓の最大の鍵は「人の問題」なのである。充実した組織体制が出来てくれば売

上も必ずついてくる。 

 

 

 





 

 

 

おわりに 

 

 

本レポートの最後に、「まとめ」として次の 5 つのポイントを再度強調しておきたいく。 

 

 

1 市場調査をしっかり行う 

 

米国市場に商品を販売できるかどうかは、最初の「徹底した市場調査」にかかっていると言って

も過言ではない。これを不十分にすると、後々色々な矛盾が出てきて結果的に遠回りになり、無

駄な時間と経費を使ってしまう。海外ビジネスをスタートする時の「第一歩」は、「市場調査を

行う」ことである。 

 

2 会社の強い意志 

 

米国市場への進出において重要なのは、｢会社が強い意志を持つ｣ことである。1 年目からいきな

り、売上げが急上昇ということは無く、最初はゼロから取引先を増やしていくので、満足のいく

売り上げを作るにはある程度時間がかかる。新しくビジネスの体制を作るので、むしろ時間をか

けた方が安全である。そのため、スタート時点において、企業が｢強い意志｣をもって取り組むこ

とが大切である。 

 

3 販売組織を作る 

 

商品を売るためには、販売組織構築が最大のポイントである。どんなに良い商品を持っていても、

米国国内にしっかりした販売体制・販売拠点がなければ商品は継続的に売れていかない。ベスト

な方法は、現地法人を設立することだが、初期段階では現地のエージェントと提携する方法がよ

いだろう。 

 

4 米国のライフスタイルにあった商品を総合的に販売する 

 

米国で売れる紙製品は、「米国のテイストにあった紙製品」です。ほんの一握りの消費者向きの

商品ではビジネスの発展性はない。米国の多くの人々に愛される紙製品がビジネスを大きくして

いく。紙のカテゴリーも一つや二つだけではビジネスとしてのボリュームに限界がある。「紙の

ギフト製品」を含めた「紙の総合ビジネス」を考えるべきである。 

 

5 3 年先を見据えた計画を作成する。 

 

米国市場において、満足のいく売上げを作るためには、「3 年間はかかる」と考えておいた方がよ

い。ビジネスの土台が形成されていない段階で、いくら売上げを上げてもそれは長続きしない。

米国という新市場において、ビジネスの土台作りとともに売上げを上げていくには、おおよそ 3

年はかかる。 


