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第二章 米国市場の概要 

 

 

「第二章のポイント」 

 

ライフスタイルの違い  

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

そして｢デザイン｣｢サイズ｣｢色｣も違う。米国と日本のライフスタイルが違うということをまず理

解する必要がある。 

 

米国のギフト文化の理解 

紙製品を販売するには、米国の消費者がどのように紙製品を「ギフト文化」の中で必要としてい

るかを知らなくては的確な製品を提案することが出来ない。 
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1 米国の社会 

 

 

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

のかをここでまとめておく。米国市場を理解する為に、その背景である米国の社会全体について

の概要を説明する。 

 

(1) 豊かな人口 

 

米国は、消費規模的には「世界一の市場」である。その市

場の拡大は、毎年の人口の増加によって明らかで、現在約

3 億人の人口である。1967 年に 2 億人突破しているので、

40 年で 1 億人増えたことになる。これは、米国の「移民

政策」と「高い出生率」のよるものであり、人口は現在毎

日 8000 人づつ増えている計算になり衰える要素は無い。

人口が初めて１億人を超えたのは 1915 年で、その頃の日

本の人口は 4500 万人程度であった。2 年前に 3 億人を突

破し、４億人に達するのは 2043 年ごろとみられている。市場規模、購買力においては、米国の

市場が世界一である地位は揺るぎないばかりでなく、さらに市場規模 2 位の日本を毎年引き離し

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

な市場性の基礎になっている。米国の消費市場の安定性は世界でも群を抜いている。 

 

(2) 多人種社会の生み出すエネルギー 

 

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

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

種は独自の文化を維持し続けて変わらないという意味だ。それほど他の国に比べて「人種」とい

う要素が登場するのが、米国社会の大きな特徴である。米国の現在の人種別人口構成は下記のと

おりである。 

 

① 人種構成 

米国の国勢調査では、人種を以下のように分類している。 

・ 白人（ヨーロッパ系、北アフリカ系、中東系、ラテン系） 74.7％ 

・ アフリカ系米国人  12.1％ 

・ 米国インディアンとアラスカ原住民  0.8％ 

・ アジア系  4.3％ 

・ ハワイとその他太平洋諸島の原住民  0.1％ 

・ その他の人種   8％ 
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特に、ヒスパニック系人口（5457 万人）は増加傾向にあり、最大のドイツ系米国人(5085 万人)、

アフリカ系米国人（3905 万人）を超える人口構成になっている。 

 

② 多文化による社会      

白人の構成比は 74％であるが、その中には英国、ドイツ

北欧のラテン系、東ヨーロッパのスラブ系が混在してい

る。また、ユダヤ系米国人も多く、ユダヤ系もいくつか

に分かれる。このように様々な文化、習慣が共生してお

り、米国の社会はこの人口構成＝「多文化による社会構

成」という要素ぬきには語れない。そこには、ヨーロッ

パから移民してきた白人社会の文化が主流を形成したと

いうよりも、白人文化を軸にいろいろな文化が集結し、

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

いだろう。それは、長い歴史の中で作られてきた日本やヨーロッパの伝統的文化とは明確に違い、

いろいろな文化が混合して、古い因習、伝統が削られて、現代にあった合理的な文化として集約

されたのである。この流れは、商品の「デザインの世界」にも大きく影響している。 

 

(3) 米国の文化 

 

｢米国文化・様式｣は、TV やハリウッド映画、メディアを通して世界中に広まって行った。昔か

ら、「流行はヨーロッパ、米国に洗練された流行はない」と言われ続けてきたが、今ではどうだ

ろうか。米国の T シャツ、ジーンズを中心にした「アメリカン･カジュアル」が世界中に広まっ

ていった。米国のただの労働着だったジーンズが、多くの人種によって好き勝手に工夫され、着

こなされ、次第に「ファッション」にまで高められていったのは、多文化による「感性のシンプ

ル化」によると言える。紙製品のデザインでも同じことが言え、ライフスタイル全体がそのよう

な傾向にある。ファッション業界でも、現在の主流は｢米国｣なのである。トム･フォードなど米

国人デザイナー大活躍している。「シンプル」が、人種の多い米国社会の根幹を成すトレンドな

のである。米国の現代文化は、明らかに古き良き昔のアイビー文化とは異なっている。その大き

な変化は、長い歴史の中で次第に形成されてきたのではなく、この 50 年ほどの間に急速に構築

されてきた「新文化」である。大きな人口を基盤に、たくましい経済成長と文化の変化こそが米

国の持つ「力強いエネルギー」と言える。 

 

米国市場を考察する時、この独特の文化圏の特徴を抑えておかねばならない。米国市場で紙製品

のビジネスを行なうためには、この点を踏まえておかなくては的確なデザインを持つ商品の供給

は行なえない。 

 

 

2 米国の住宅  
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米国のライフスタイルは、大きな家に住み、あまりデザインにとらわれず。シンプルなライフス

タイルというのが、日本人の持つイメージではないだろうか。それは、時代とともに変化してお

り、その流れをつかまなくては、米国のライフスタイルを理解できないし、的確な商品提供がで

きない。「米国の時代の流れ」「トレンドの動き」をつかむことが、市場調査の核心である。 

 

(1) 人々の住まい 

 

都市部の人々は、一戸建て住宅、コンドミニアム（所有）、

アパートメント（賃貸）のいずれかに住まいを持つ。一

戸建て住宅は、建物によってもちろん違いはあるが、一

般的に、ベットルーム（マスターベッドルーム、子供部

屋 1、2 部屋）があり、バスルーム（トイレとバス）が近

接している。リビングルーム、ダイニングルーム、ファ

ミリールーム（リビングと共通のところもある）、ストー

レッジ（倉庫）ガレージ（車庫）というのが一般的だろ

う。一般の一戸建て住宅の広さは、床面積 3000-5000sqf (84-140 坪)という大きさである。 

 

ニューヨークのような都会では、アパートメント（Apartment）に住んでいる人が多い。シングル

は、リビング、ベッドルーム、ダイニングルームが一つになった 1 ルームとバスルームのみの「ス

テュディオ」、カップルの場合は、1 ベッドルーム+リビング+バスルーム、子供がいる場合は 2

ベッドルーム+リビング+バスルームに住むのが普通である。 

 

米国の住宅デザインもトレンドに左右される。根底にあるシンプル+クリーンは大きな変化はな

いものの、米国の消費者が単にシンプル+クリーンだけを求めているわけではない。常に｢何か新

しいもの｣への追求はある。 

 

(2) 米国人の「住宅」へのこだわり 

 

多くの米国人にとって、家には大変なこだわりがある。

自分たちの「理想の家」を獲得することが人生の目標で

もある。住宅改装のＴＶショーは非常に人気があり、

Lowe's や The Home Depot のような大きなホーム・イ

ンプルーブ・ショップも理想的な住宅を追求する人々で

賑わっている。ホームデポにいくと、住宅の小さな部品

は当然だが、ドアを買いにきたり、トイレを買いにきた

りしている人々がいる。彼らはそれを自分で取り付ける

のである。内装の工事は無論のこと、家自体も全て作るという人も珍しくないほどだ。米国人の

住宅へのこだわりは日本人以上かもしれない。 
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(3) 住まいの「トレンド」 

住宅業界で語られている最近の米国の住宅のトレンドをいくつかまとめた。 

① 小さくコンパクトな家 

最近の人気のあるデザインは、ノスタルジックなフロントのエントランスがあり,サイズとしては、

1800 スクエアフィート(170 平方メートル)程度の傾斜の低い屋根の小さな住宅である。コテージ

タイプの住宅は手に入れやすく、コンパクトな家に住むことがトレンドになってきている。景気

後退により、住宅のサイズにおいて変化が見られ、約 30 年間家のサイズは拡大し続けていたも

のの、景気後退以降は逆に落ちてきている。人々は効率的に暮らすことに高いプライオリティー

を置き始め、2010 年の新しい家は 2009 年より、1000 スクエアフィート(90 平方メートル)ほど縮

小している。価格の高い広い家は売れなくなっているのである。住宅購入者の最近の傾向は、高

価なものでなく、小さい家でも快適なスペースを欲しているという。 

 

② 効率性 

新しい米国の住宅の平均的サイズはより小さくなったため、小さな家を住みやすくするために、

効率的なスペース利用のプランニングを行い、賢く収納を行うこと、また、スペースの窮屈さを

和らげるための照明、心地よい小さな空間の活用が求められている。住宅のエネルギー効率を上

げる為に、壁に設置されている防寒建築素材、空気が漏れないようにするための絶縁材、家のい

たるところに配置されている省エネの電気機器、屋根の素材、熱効率の高い暖房、地熱発電など

が注目されている。 

 

③ 平屋の家 

ベビーブーマーの年老いた両親にとって、平屋の家は歩行しやすく、非常に使い勝手がよいので

好まれている。肥満が社会問題化している米国では、階段における事故が多く、そのためにも平

屋の人気は高いようだ。 

 

④ キッチン、バスルームの充実 

大きなバスルームに対する憧れはベビーブーマーの間で人気があったが、サイズが縮小したので、

人々は高品質の蛇口の快適なタッチや良いデザインのシンク、キッチンでは、ハイエンドの設備、

花崗岩のカウンタートップを求めるように変化している。また、一方ではベッドルームやリビン

グルームは小さくなっても、出来れば大きなキッチンやゆったりとしたバスルームを望んでいる

と言われる。 

 

 

(4) 米国人があこがれる住宅 

 

 

米国人に人気の高い住宅のスタイルには次のようなものがある。 
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① クラフトマン・バンガロー・ハウス・スタイル 

Craftsman Bungalow House Style 

低い傾斜の屋根を持つ居心地の良い平屋の住宅。 1900

年初期に立てられたスタイルであり、1930 年以降徐々に

衰退していった。しかし、そのスタイルは、現在カムバ

ックしつつある。シンプルな形状でナチュラルな素材を

利用している。こじんまりとした 2.5 階建ての家であり、

幅広い屋根、奥行きの深いベランダには、シンプルな紙

製品がある。カリフォルニアやシカゴの平屋住宅は、全く他とは異なったクオリティーをもつ多

彩なタイプがある。低く、切り妻の付いた屋根、幅の広いひさしで、その下にデコレーションさ

れた腕木がある。屋根やポーチを支える円錐もしくはスクエアの形をした柱、デコレーションさ

れたポーチ、デザインモチーフが入った窓。硬い石や木材など各種の材料を混ぜて骨組みが造ら

れている。 

 

② 英国カントリーハウス・スタイル  English 

Country House Styles  

中世の英国のコテージや荘園を思い出させる住宅。

小さくてクリスタルの雰囲気の窓、チューダー・リ

バイバル時代の家で使われていたウッドフレームが

使用されている。英国風スタイルの復活はトラディ

ショナルな英国のデザインに対する米国人の憧れを

あらわしている。ブリック、石の高い壁で覆われた

正面のゲーブル、非対称の設計、大きな煙突、屋根窓つきの切り妻、高い傾斜のある屋根が見受

けられる。 

 

③ クイーンアン・ハウス ・スタイル Queen Anne 

House Styles 

ビクトリア調建築は細かいデザインから成り立ってい

る厳格なスタイルの家である。ファンシーなゴシック

調のコテージ、また壮大なイタリアン様式である。そ

のスタイルは精巧で、かなりフェミニンなテイストで

ある。タワー中には、窓、精巧な装飾で飾られている。

ロマンィック・スタイルは、贅沢にデコレートされて

いる。輝かしい色を用いてペイントされた建物は、ペイントレディーズ“Painted Ladies”.と呼ばれ

ていた。急傾斜の屋根、複雑で非対称の形、フロントに向かって伸びる切妻。一階にあるベラン

ダは、丸みを帯びている。四角い棟、装飾された屋根をもつ石造り建築である。 

 

④ プレイリー・ハウス・スタイル Prairie House Styles 
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低い傾斜の屋根はこれらの家で地球を抱いたような外

観、スクエアであり対照的なラインは、強さと素朴さ

を示している。これは、あまり見かけないが、現地の

米国のスタイルのひとつ。Prairie School（プレーリース

クール）として知られたクリエイティブなシカゴの建

築家の集団によって開発されたもの。Frank Lloyd 

Wright（フランクライト）はプレーリースタイルの父で

ある。広大なプレーリー地域を代表する水平で開放的

なフロアであり、十分な紙製品スペースと広いひさし

長く連なる窓をもつ低い寄棟の屋根がある。 

 

(5) 米国の住宅内装のスタイル 

 

米国の住宅内装のスタイルは多くあり、クラシカルな側面から取り入れた建築のディティールの

ものもあれば、今までにないユニークさを持つ現代的なものもある。 

一般的に、米国の家はトラディショナルなスタイルもしくは、モダンなコンテンポラリーなスタ

イルで装飾されている。ヨーロピアンスタイルはデコラティブのトレンドに基づく地域性や時代

性をもつデザインである。フランスの Louis XV スタイルやイングランドのビクトリアンスタイ

ルを含むものが代表的。これらのトレンドは同系統の家具や色、素材によって統一されている。 

トラディショナルなヨーロピアンスタイルは、比較的プ

レーンである。際立ったコントラストを使うよりも、色

は同系色が組み合わせが多く、全体が溶け込むようなイ

メージである。 

コンテンポラリーのスタイルは、ルールはなく、毎年変

化しており、一般的に強いコントラストを持たせるもの

が多い。例えば、シルクのタペストリーを使いながら、

レンガの壁を設置したり、精巧に作られた鉄の装飾は、

アンティーク調の素材と組み合わせたりして、素材のコ

ントラストで現代のトレンドを表現する。 

 

(6) 住宅内の各セクション 

 

① リビング・ルーム（Living Room） 

リビングは、おおよそ 400-600 sqf (37-58 平方メートル) 程度の広さで、日本のそれよりもかなり

広い。都市部のアパートメントのリビングが日本と同じ程度である。リビングには、ソファ･セ

ット、コーヒーテーブル、ライト、飾りだななどが置いてある。ソファには、1 人用、2 人用の

ソファ、ファミリーで歓談できるソファーセット、Ｌ字型のセクショナルがある。リビングの他

に、リクレーション･ルーム、ファミリー･ルームが別にある大きな家もある。リビングルームに

あるインテリアは、壁に額や、アートポスターなどの額、絵画、鏡、壁飾りなどがあり、コーナ
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ーテーブルの上にテーブルランプ、飾り棚の上にアートやアンティックな置物飾り、ソファセッ

トにはクッション、ひざ掛け、中央の床の上にはラグがある。リビングルームの中心になるのは

テレビである。テレビは、DVD プレーヤーやゲーム、ステレオシステムのような電気製品とセッ

トになっている。レクレーションを家族で一緒に楽しむことが米国の理想的姿である。 

 

② ベッドルーム（Bedroom） 

この部屋には、ベッド、ソファ、ベッド・サイド・テーブル、ドレ

ッサーがある。広さは家によって大きく違うが、200-400 sqf (19-38

平方メートル) 程度の広さが多い。洋服を収納する Walk-in クロー

ゼットが併設されている家が多い。インテリアには、クッション、

ひざ掛け、かご、アロマオイルを置いたりする。壁には、絵画、ポ

スターの入った額などを飾る。 

快適なベッドルームも米国の家庭には重要な要素で、ベッドの種類

も多い。例えば、サイズが調整できるベッドもあれば、ソファーの

ように座ることも出来るものもある。また、手動で左右、上下に動

かすことが出来きたりするものもあれば、ウォーターベッド、空気

の入ったエアーベッドのようなものもある。 

 

③ キッチン（Kitchen） 

都市部のアパートメントのキッチンは、50-100sqf (5-9 平方メートル) 程度しかないが、一戸建て

になると 200-400 sqf (19-38 平方メートル)くらいあり、大きいサイズで広々としている。中には、

キッチンの中央に調理用の備え付けテーブルが置いてあり、多人数のディナー、パーティのクッ

キングにも対応できる。こういう家では収納もかなりゆとりがある。キッチンとは別に、支払い、

小さい家事などを行うサービス･ルームがある家もある。 

 

多くの米国人は、キッチンを閉塞感のある場所にはせ

ずに、家族とのコミュニケーションができるようにオ

ープンキッチンにする家が多い。キッチンの中は全て

統一された素材（木材やスティール）を使いよい雰囲

気を出している。ステンレスのスチールで仕上げた紙

マシーンや紙用具すべてを購入しようとする人もいる。

これらの洗練されている演出は、裕福さの象徴と言え

るのだろう。 

米国の住宅では、キッチンにオーブンやシンク、冷蔵

庫、電子レンジやディッシュ・ウォッシャー、ごみ処理機などが設置されていることが多い。一

般的には、装飾するには、壁面デザインに気を使い、絵画、花輪、ポット、フライパンなどをか

けたり、アート的なギフト文化、関連のものやかごを置くこともある。 

 

④ ダイニングルーム（Dining Room） 
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大きな家には、人々がディナーに集うダイニングルームがある。一般的には、大きなダイニング

テーブルやイスがあり、また、コンソール、キャビネット、カウンターテーブル、ドリンク専用

のキャビネットもある家が多い。狭い家、アパートメントでは、一般的にダイニングは家の端の

ほうに位置してビストロテーブルやチェアを用いていることが多い。都市部のアパートメントで

は、ダイニング･ルームはリビング･ルームと一体になっているが、一戸建ての家では普通ダイニ

ングルームはリビングルームとキッチンの間にあり独立したスペースになっている。この部屋に

は、カップボード、ダイニングテーブル、イス、サービス･テーブルなどがゆったりと置いてあ

る。インテリアは、ランプ、ろうそく立て、かびん、置物、ワインラック、壁には、アートなど

の額、壁飾り、鏡などが飾られている。 

 

⑤ バスルーム(Bath Room) 

バス･ルームは、大抵ベッド･ルームに併設されている。マスター･ベッドルームには、かならず

バスルームがついているが、子供部屋などには二つのベッドルームで一つのバスルームの場合が

多い。バスルームをエレガントな雰囲気にしたい人は多く、キャンドルや小さな置物などアクセ

ントを置く。スチームバスやサウナを併設する家もある。 

 

⑥ キッズ･ルーム（Kids Room） 

子供部屋には、ベッド、机、本棚などが置いてある。インテリアはあまり置かない。明るく、か

わいい内装にする家もある。 

 

⑦ 書斎(Den) 

書斎が一部屋になっているうちもあれば、リビングのコーナーが書斎スペースになっている場合

もある。インテリアには、写真たて、ランプ、アートなどで飾る。 

 

⑧ ランドリールーム（Laundry Room） 

この部屋には、普通ウォシング・マシン（洗濯機）とドライヤー（乾燥機）が置いてあり、洗剤、

雑貨などを収納する棚がある。インテリアはあまり置かない。通常、ウォシング・マシン（洗濯

機）とドライヤー（乾燥機）は住宅建築に含まれてることが多い。 

 

⑨ ガレージ（Garage） 

ガレージは、自動車のみを置くスペースではなく、

大工道具、ガーデニング用品を置くスペースでも

ある。大工作業が好きな人は、多くのツールを壁

にきれいに並べたりして趣味にして、週末に内装

工事をしたり、何か製作したりする。 

 

⑩ ストーレッジ/収納スペース（Storage） 

地下にストーレッジがあったり、天井裏がストー

レッジになっていたり、庭に別棟として物置があったりする。都会のアパートでは、別にストー
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レッジを借りることもある。ストーレッジを充分取ると、住宅の中がきれいに収まり理想的な住

まいになるので、広く取りたい人は多い。 

 

⑪ 庭（Garden） 

木や花を植えて、好きなガーデンにする家は多い。そのために、ガーデン・グッズをそろえる。 

 

 

3 米国のライフスタイル 

 

 

(1) ライフスタイル 

 

紙製品も、米国のライフスタイルの中の一部であるので、全体のライフスタイルの傾向をまず把

握する。生活全体の雰囲気、センスと、紙製品のデザインに違和感が無く、調和が取れていれば、

その商品は売れていく。小さな違和感が｢売れない｣ということにつながるので「ライフスタイル

の感覚」を理解する必要がある。 

 

(2) 参考 Web サイト  

 

米国のライフスタイルを研究する一番良い方法は、米国の

人気小売店のウェブサイトを定期的に見ることである。米

国の人気チェーン店のウェブサイトをあげる。これらのウ

ェブサイトには、米国人が好むライフスタイルが表現され

ているので、米国人の｢好み｣がよくわかる。 

 

http://www.crateandbarrel.com/…Crate and Barrel（代表的な家

具、日用品店） 

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

http://www.potterybarn.com/…Pottery barn（洗練されたホーム店） 

http://www.westelm.com/…West Elm（洗練された家具店） 

http://www.bedbathandbeyond.com/…Bed Bath & Beyond（大衆的な日用品雑貨店） 

http://www.waterworks.com/…Water Works（洗練されたバスルーム専門店） 

http://www.containerstore.com…Container Store （都会的なオーガナイザー専門店） 

http://www.wholefoodsmarket.com/…Whole Foods Market（ナチュラル系スーパー） 

http://www.restorationhardware.com…Restoration Hardware(洗練された日用品雑貨店) 

http://www.abchome.com/…ABC Carpet（個性的なホーム店） 

http://www.moma.org/…Moma Museum Shop（アート志向のミュージアム・ストア） 

http://www.cb2.com・・・CB2（オシャレな日用品雑貨販売店。Crate and Barrel 系） 

http://www.apple.com・・・Apple Computer アップル（コンピューター） 

 

http://www.crateandbarrel.com/
http://www.williams-sonoma.com/
http://www.potterybarn.com/
http://www.westelm.com/
http://www.bedbathandbeyond.com/
http://www.waterworks.com/
http://www.containerstore.com/welcome.htm
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.restorationhardware.com/rh/index.jsp
http://www.abchome.com/
http://www.moma.org/
http://www.cb2.com/
http://www.apple.com/
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4 米国のトレンド（Trend） 

 

 

(1) 米国のトレンドと日本のトレンド    

 

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

国でも「米国の色」というものがある。加えて、その年の「流行」（Trend)というものがあるので、

それを無視して「米国はこういう色、デザインがいい」と一概に言うことはできない。米国の住

居は流行があるものの、それほど毎年頻繁に変わるわけではないので、ライフスタイルの傾向と

いうのはある程度明確にはなる。 

 

この米国独特の傾向を無視して、「当社のデザイン、色はこれで行く」というのは危険な賭けに

なってしまう。米国のトレンドに合わせてみて、違和感がないのであれば問題ないが、大きく違

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

れてはならないのは、米国のデザインにベッタリ合わせるということでは決してない。それでは、

米国にある普及品と同じになり、商品価値がなくなってしまう。自社の独自のデザインと米国の

トレンドの微妙なバランス感覚が必要になるということである。 

 

米国は多くの人種による「多様化した社会」という認識が

日本の中にあるのが大きな落とし穴である。多様化してい

るのだから、日本的なデザインも好む人がいるだろうと甘

く見てはマーケティングを誤る。むしろ、多様化している

からこそ、社会は統一した｢共通言語たるトレンド｣を求め

るのである。米国は日本以上にトレンドに敏感な市場であ

る。 

 

(2) 米国のトレンド 

 

① エコ･フレンドリー（Eco Friendly） 

日本から見るとだいぶ遅いのだろうが、現在（2012 年）、米国全体が Eco ブームになっている。

環境保護という認識は日本に比べてまだまだ浅いのであるが、「輸入食品は安全ではない」「アジ

ア製品はすぐ壊れる」というアジア製品への不安から始まって、｢安全な食品を食べたい｣「安全

なものを生活に取り入れたい」「環境に配慮すべきだ」という認識が、オーガニック食品、ナチ

ュラル製品への憧れ、環境を大切に･･･というような意識の変化が現在起こっている。Eco と商品

についていると、メディアも取り上げたがる。その変化の波は小売店にも伝達され、ナチュラル

製品、オーガニック商品、環境保護商品、Eco Friendly 商品へとバイヤーの関心は移っている。紙

製品の場合、この流れをどのように取り入れるか研究する必要はある。 

 

② ブランド志向     
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米国の好景気を背景に、リーマンショック前は高級品が良く売れた。景気後退になり、売上げは

落としているものの有力デパートの高級品売り場は相変わらず買い物客であふれている。特に、

高級バッグの人気は高く、デパートのルイ・ヴィトン、グッチ、シャネル、フェンディ、プラダ

などは常に多くのファンを集めている。高級靴も堅実な人気で、トリーバーチ、シャネル、グッ

チ、プラダには順番待ちの人で列を成している。洋服ではリッチなカジュアルに人気があり、ア

リス＋オリビア、ダイアン・フォンファステンバーグ、セオリー、ヘルムート・ラング、アレキ

サンダー・ワン、バーバリー、エリザベス･アンド･ジェームスなどが人気ブランドであろう。米

国人のブランド志向はこの数年で火がついた感じで、いまだ下火にはなっていない。その影響で、

あらゆる製品カテゴリーでブランド的なプレゼンテーションが求められている。 

 

③ マーケットの二極化 

米国の金融バブルが崩壊した以降、一点豪華主義へ走る人も多く、高級ブランドが売れている。

一方では、低価格製品の店舗が増え続けている。ニューヨークの五番街は、ユニクロ、H&M、セ

ンチュリー21 などファッションの安売りチェーン店が続々と出展している。米国全体の市場も

「良いもの」と「安いもの」の二つに分かれてきている。しかし、高価格帯は当然であるが、低

価格帯でも「安ければ何でも良い」ということではなく、「安くても品質の良いもの」が求めら

れている。 

 

(3) カラー･トレンド 

 

2012 年、2013 年の流行色はなにか？これは、製品を

デザインするあらゆる産業に共通の企画テーマであ

る。色の流行は、製品の購買に決め手になることは衆

知のとおりで、米国市場に販売する日本製品を扱って

いる日本企業もむろん無関係ではない。例えば、ピン

クが流行している時は、いかなる商品でもピンクの商

品、または一部ピンクを使った商品の動きは早い。商

品構成上重要な要素である。米国人は、日本人以上に

トレンド･カラーに敏感である。米国のバイヤーの中

には、｢今年は WWD 紙が次のシーズンの流行食は**色と発表したのでそれについていく｣という

人もかなり多い。つまり、方程式的に仕入れを行なうのである。したがって、商品は取り立てて

新しくなくともトレンドカラーを強く打ち出しているブースには、多くの人が入っていく。 

 

色の選択は紙製品の企業にとっても、最も「難しい課題」である。根拠が明確ではないからだ。

そこで、製品にとって重要なファクターである「色」をはずさないために、多くの会社、デザイ

ナーは、企画会社から高額のトレンド情報を購入する。流行色協会の資料を集めるなどして「は

ずさない」努力をする。一つには、世界のトレンドを牽引するヨーロッパのトレンドの研究はヒ

ントになる。 
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パリのプルミエールビジョン（素材の展示会）の流行色情報なども研究するとよいだろう。その

情報を、いきなり採用するということではなく、紙製品のデザイン、カタログ、パッケージなど

を製作する時の参考情報として使うとよいだろう。多くの米国企業はこれらの色を何らかの形で

取り入れていく。｢違和感｣のあるパッケージや宣伝ツールを作ってしまわないように｢米国の色｣

を研究する。それが米国市場では重要なのである。 

 

米国市場においては、長い間、白と黒の製品は良く売れてきた「安全色」である。この傾向は、

しばらくは続いていくだろう。特に、米国の住宅、インテリアの色は白が基調になっている為に、

白の製品は安定して売れていく。 

 

 

5 米国のメディア 

 

 

(1) 雑誌 

 

米国のメディア（特に雑誌）から出されている情報

誌は、日本のようにきめ細かく揃ってはいない。し

かし、米国のホーム製品に関する情報は、やはりホ

ーム関係の雑誌で得ることができる。紙製品の業界

紙というものは見当たらないが、ファッション誌、

ホーム誌などを参考にすると良いだろう。 

 

(2) 展示会 

 

展示会には、メディアのレポーターが情報を求めて集まっている。日本の製品は米国では目新し

さがあるので、展示会中でも展示会後にも「サンプルを借りて撮影したい」「商品の情報を欲し

い」というようなリクエストが入ってくる。雑誌や新聞に取り上げられると、消費者からの問い

合わせ、地方の店舗からの問い合わせが来てビジネスに役に立つことが多い。展示会に、プレス･

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

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

プレス･ルームがあり、プレスキットを置けるラックが用意されている。 

 

 

6 米国の文化･習慣 

 

 

(1) ギフトの習慣 
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米国でのギフトは気持ちを表すものの代用として用いられ、結婚や出産、クリスマス等はっきり

とした理由の元に送られる場合が多い。日本のお中元、お歳暮にあたる季節のご挨拶・行事とし

ての贈り物はあまり見かけない。また、日本でよく見られる「お返し」というものも米国ではほ

とんど見かけない。 

 

ギフトを贈る間柄にもよるが、たいていはカジュアルな内容が多く、例えば女性にはキャンドル

やバス用品等の相手の好みの香りがついたもの、男性には靴下やネクタイ、財布等が代表的だ。

また、キッチン用品、ホームテキスタイル、インテリア、ステーショナリー等の日用品も一般的

だ。価格は今挙げたカジュアルなものであれば、10 ドルから 100 ドルくらいの価格帯が多く見ら

れる。 

 

(2) 一般的なギフトの種類 

 

① ギフトカード 

日本の商品券とは異なり例えば百貨店なら「メイシーズ」のギフトガード、電化製品なら「ベス

トバイ」のギフトガードと、店舗ごとに販売されているものが一般的で、価格は安いものなら 20

ドルくらいから販売されている。また、レストランで使える商品券、ギフト・サーティフィケー

ト（gift certificate）等はビジネス間のギフトとして使われている。 

 

② ギフトレシート 

ギフトを購入した際にギフトレシートと呼ばれる値段が入っていないレシートを一緒に入れて

おくと、贈り先の相手が色やサイズを交換したい場合にそのレシートで交換できる。子供服等な

どサイズが難しい場合はギフトレシート入っている方が親切と言えるだろう。 

 

③ ギフト・レジストリー 

ウエディングやベイビー・シャワー（出産前に生まれて

くる赤ちゃんをお祝いし、これから必要になるものをプ

レゼントする習慣）では、新郎新婦や妊婦さんがギフト・

レジストリーを作成することがある。 

ギフト・レジストリーとは「本当に必要な贈り物」がも

らえるように、そして他の人と「重ならない」ようにす

るために利用される合理的なシステムであり、店側にと

っては一手にギフトを引き受けられるチャンスでもある

為、各店舗が力を入れている。 

 

結婚式の場合、新郎新婦はデパートやお店で欲しいものをリストにした「ギフト・レジストリー」

を作成し事前に出席者に知らせ、出席者は当日までにそのお店のカスタマーサービスにて「○○さ

んのギフト・レジストリーが知りたい」と告げ、そのリストからプレゼントを選んで購入する。

この場合、会計時にギフト・レジストリーの中から選んだプレゼントであることを必ず告げる。
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すると自分の購入したプレゼントはリストから削除され、他の人はもう買えない仕組みになって

いる。希望したものがもらえるこの方式は結婚式やベイビー・シャワーでは一般的で、リストに

は実用的なものを選ぶ傾向にある為、新居や出産で必要なものが重ならずにちゃんと揃うように

なっている。最近ではギフト・レジストリーの作成も閲覧もオンラインでできるものが多い。 

 

(3) ギフトラッピング 

 

米国ではギフトラッピングはギフト購入後に各自で行うのが一般的で、ラッピングに用いられる

ものは、ラッピングペーパー、ギフトボックス、ギフトバッグ、カラーテッシュー、リボン、ネ

ームタグ等が主なものだ。ラッピングペーパー、ギフトボックス、リボンの使い方は日本のそれ

と同じだが、バッグを用いる場合、大抵はカラーテッシューを袋口から覗かせ、誰からのギフト

か分かるようにネームタグを持ち手に付ける事が多い。これらはギフトラッピングの専門店でも

購入できるが、ドラッグストアや大型スーパーマーケット等割合とどこにでも見つけられる。  

 

(4) ギフトを贈る代表的なオケージョン・内容 

 

① ウエディング 

上記のギフト・レジストリー等を利用し、キッチン用品や食器類を贈る人々が多く、店舗でも充

分な揃えをし、それに備えている。 

Bed Bath and Beyond のウェディングギフト専用売り場では６００スクエア・フィート（55.741824

平方メートル）の売り場面積を費やし、高級なフラットウェア（ナイフやフォーク等の食卓食器

類）や食器も扱っている。 

 

② 誕生日 

大人の場合は様々だが、米国の子供のバースデー・パーテ

ィは盛大なものが多く、子供用のバースデー会場はどの地

域にもあり、室内遊園地のようになった「チャッキー・チ

ーズ」やマジシャン、バルーン、フェイスペインティング

などがセットになったサービスが利用される。自宅で行う

場合も、名前の入ったバルーン、壁飾り等の誕生用デコレ

ーションで家中を飾り付ける。 

 

③ 入学・卒業・就職 

主に両親、家族からの心のこもったステーショナリー等が贈られる。 

 

④ クリスマス 

米国人にとって一番ギフトショッピングやラッピングを多く行うのがクリスマスである。家族や

親戚、職場、友人等、とにかく沢山の人にギフトを贈る日で、ギフトの他にラッピング用品の為



 

34 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

のショッピングをするのも特徴だ。おしゃれな物に限らず日用品もかなりギフトアイテムになっ

ており、プレゼントと共にグリーティングカードの交換も多い。 

 

米国には 12 月 26 日はボクシングデー（Boxing Day）と呼ばれるキリスト教由来の休日があり、

元々は教会が貧しい人々へ寄付を募り贈ったプレゼントの箱を開ける日であったことからそう

呼ばれている。又、25 日に働かなければならなかった人、カードやプレゼントを届けてくれた郵

便局員へ労りの意を込めて 26 日に箱入りのプレゼントをする習慣等もある。現在はクリスマス

後の大きなバーゲンセールが始まる日として知られている。 

 

⑤ ハウスウォーミング 

新築や引っ越しのお祝いをハウスウォーミング・ギフトと呼ぶ。ウエディングと同様、キッチン

用品や食器類を贈るのが普通である。ハウスウォーミング・パーティを行う時に親戚や友人から

ギフトを贈られる。 

 

⑥ ベイビー・シャワー 

上記のギフト・レジストリー等を利用し、ダイパーやワンジーの下着類等、生まれてくる赤ちゃ

んが必要になるものを贈る。ベイビー・シャワー・パーティを行う時に親戚や友人からギフトを

贈られる。 

 

⑦ マザーズ・デー、ファザーズ・デー 

日本での「母の日」、「父の日」と同じ習慣だが、母の日

にはキッチン用品の新製品、バスローブ、ファッション・

アクセサリー、ホームテキスタイル等を贈り、父の日に

は日曜大工（DIY）用品等日本ではあまり贈らない物がギ

フトになる。 

 

(5) グリーティングカードの習慣 

 

グリーティングカードとはメッセージとイラストの入ったカードで、カテゴリーを大きく二つに

分けると、季節の行事が関係したシーズナル・カードと、誕生日や、アニバーサリー等に送るエ

ブリデイ・カードがある。 

 

グリーティングカードアソシエーション（Greeting Card Association）によると、米国では年間約

70 億枚のグリーティングカードが購入されており、その販売額は 75 億ドル以上と見積もられて

いる。世間一般の人は年間で 20 以上のグリーティングカードを受け、その約 3 分の 1 はバース

デーカードである。約 90 パーセントの世帯がグリーティングカードを購入しており、その数は 1

世帯年間約 30 枚といわれている。総カード販売数はシーズナルとエブリデイカテゴリーの間で

五分五分である。 
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通常、封筒と共にパッケージされたグリーティングカードは様々なスタイルがあり、サプライヤ

ーも大量の種類を扱う大企業から、ハンドメイドの小規模な企業まで実に様々である。米国では、

ホールマークカード（Hall Mark Cards）とアメリカングリーティングス（American Greetings）が

最も大きなグリーティングカードのメーカーである。 

 

米国国内の約 10 万の小売店がグリーティングカードを販売しており、一般的なグリーティング

カードは安価で 2 ドルから見つけられるが、カードに切り抜き模様や、デコレーションが付いて

いるものは、10 ドルを越す場合がある。上記のギフトラッピング用品と同様、ドラッグストアや

スーパーマーケットには必ずといって良い程グリーティングカードのコーナーがある。 

 

グリーティングカード総売上のおよそ 80 パーセントは女性が購入しており、選定に時間をかけ

複数購入する場合が多く、価格も大きな購買要因の一つとなっているが、男性は一度に一枚、価

格はあまり気にしないといわれている。 

 

(6) シーズナル・カードの種類 

 

① クリスマス／ホリデー 

シーズナル・カードの中で一番人気があり、シーズナル・

カード売り上げ全体の 60 パーセントを占める。11 月末のサ

ンクスギビングデー後からニューイヤーまでをホリデーシ

ーズンと呼び、12 月に入ると友人や家族、職場の関係者等

にカードを送る。宗教上クリスマスを祝わない人もいるの

で、総称して「ホリデーカード」と呼ぶ事もあり、メッセ

ージは「ハッピーホリデーズ」が最も一般的である。 

 

小さな子供がいる家庭は、サンタクロースの膝に子供を乗せた写真をクリスマスカードにする事

も多く、12 月に入るとショッピングモールにはサンタクロースと写真撮影が出来、その場でカー

ドにして販売するサービスが見られる。 

 

② バレンタイン・デー 

クリスマス、ホリデーに続く人気のカードで、米国では男性から女性にカードやギフトを贈る事

が多い。チョコレートを贈る事は米国でも一般的であり、日本程では無いがバレンタイン・デー

前にはチョコレート店にて長蛇の列が見られる。 

 

③ マザーズ・デー 

日本の「母の日」と同じく子供達、あるいは夫から、母、（妻）へ花束にカードを添えて贈る。 

 

④ ファザーズ・デー 

日本の「父の日」と同じく子供達、あるいは妻から、父、（夫）へカードを贈る。 
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⑤ イースター 

クリスマスの様に小さな子供がいる家庭は、ショッピングモール等でイースターバニーと共に撮

った写真をカードにして送るが、宗教的なイベントな為キリスト教徒の間のみの交換である。 

 

(7) エブリデイ・カードの種類 

 

① 誕生日 

エブリデイ・カードの中で一番人気があり、エブリデイ・

カード売り上げ全体の 50 パーセントを占める。 

一般的なデザインの他、可愛い、楽しい、ユーモア、ミュ

ージカル（音楽が鳴る）等、数多くのデザインがある。 

米国では女児の 16 歳の誕生日を Sweet Sixteen と呼び、その

他 50 歳等節目に当たる記念日のカードはマイルストーン

（Mile Stone）というカテゴリーにも入る。 

 

② ウエディング 

誕生日に続く人気のカードで、ハッピームード、ユーモア、クラシカル、ファッショナブル等の

デザインが多い。 

 

③ アニバーサリー 

結婚記念日等のアニバーサリー、会社の創立記念日等に送られる。 

 

④ ゲットウェル 

病気や怪我をした人に、「早く良くなりますように」と送るもの。日本でいう、お見舞いのカー

ド。 

 

⑤ フレンドシップカード 

日頃の感謝を込めて友人に送るもの。代表的なメッセージは「Thank you for being my friend!」米

国ではとてもポピュラーなものである。 

 

⑥ 出産 

出産のお祝いに受けるカード。コウノトリ、動物、赤ちゃん等のデザインが多く、パステルカラ

ー調でハッピーな雰囲気なものが一般的だ。 

出産前に送るカードは、エクスペクティング・カード（Expecting Card）という。 

 

⑦ ハウスウォーミング 

新築や引っ越しのお祝いに送るもの。特別なデザインは無く、「Congratulation」のメッセージが

入ったカードを使う事がある。 
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⑧ サンキューカード 

ギフトを贈られた時や、パーティへ来てもらったお礼等に感謝の気

持ちを込めて送るもの。グリーティングカード売り場の中でも大き

な割合を占めている。カードには「Thank you」のメッセージが入っ

ており、ユニーク、可愛い、ユーモア、楽しい、動物、植物、アー

ト等のモチーフのデザインが多数揃えてある。最も日常的に使うカ

ードの為、買い貯めをする人々も多い。 

 

⑨ クリステニング（Christening） 

幼児がキリスト教徒になる際の洗礼をお祝いするカード。宗教的な

イベントの為、クラシカルなデザインが多い。 

 

⑩ スパニッシュ、エボニー 

スパニッシュはスペイン語でメッセージが入っており、エボニーはアフリカン・アメリカン的な

ザインが施されている。例えば、クリスマスカードにはアフリカン・アメリカン（若しくはスパ

ニッシュ・ラティーノ）のサンタクロースや天使がデザインされている。 

 

⑪ ビーレイテッド（Belated） 

誕生日や、記念日を過ぎてしまった際に、「遅れてしまいましたが、おめでとう」という意味で

このカードを使う。メッセージは「Happy belated birthday」等。 

 

(8) グリーティングカードのデザイン 

 

米国には様々なテイストのグリーティングカードのデザインがある。 

 

・ エコデザイン（リサイクルペーパー仕様等） 

・ ユーモア（米国で最も人気がある） 

・ ブラックユーモア(危ないユーモア） 

・ ファニー(ちょっとバカバカしい) 

・ クラシック(伝統的なモチーフ) 

・ Pop-Up（飛び出す仕掛け仕様） 

・ アート的なデザイン（芸術的なテイスト） 

・ 癒し系(ほっと和ませる人気のテイスト) 

・ 子供向けの可愛いデザイン（アニメや動物を使った子供テイスト） 

・ 知的なデザイン（文学的なメッセージが入っている） 

・ トレンディ（流行色を取り入れている等） 

・ ファッション的（ファッションアイテムが取り入れられている等） 

・ モダンレトロ（レトロなポスターや広告等をアレンジ） 

・ 自然（自然の景色や生き物をそのまま表現） 
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順位 都市圏 都市圏人口
1 ニューヨーク、ノースジャージー、ロングアイランド 21,923,089        

2 ロサンゼルス、ロングビーチ、サンタアナ 17,545,623        

3 シカゴ、ネイバービル、ジョリエット 9,286,207          

4 サンフランシスコ、オークランド、フレモント 7,533,384          

5 フィラデルフィア、カムデン、ウィルミントン 5,751,803          

6 ダラス、フォートワース 5,589,670          

7 マイアミ、フォートローダーデール、マイアミビーチ 5,232,107          

8 ヒューストン、シュガーランド、ベイタウン 5,180,443          

9 ワシントンDC、アーリントン、アレクサンドリア 4,796,183          

10 アトランタ、サンディースプリングス、マリエッタ 4,708,297          

1位-10位までの都市圏の人口 87,546,806        

11 デトロイト、オーレン、リボニア 4,452,557          

12 ボストン、ケンブリッジ、クインシー 4,391,344          

13 シアトル、タコマ、バレンビュー 3,769,257          

14 リバーサイド、サンバーナーディーノ、オンタリオ 3,254,821          

15 フェニックス、メサ、スコッツデール 3,251,876          

16 サンディエゴ、カールスバッド、サンマルコス 3,051,280          

17 ミネアポリス、セントポール、ブルーミングトン 2,968,806          

18 クリーブランド、アクロン、エライリア 2,945,831          

19 デンバー、オーロラ 2,830,000          

20 セントルイス 2,698,687          

1位-20位までの都市圏の人口 121,161,265      

21 ボルティモア、トゥーソン 2,552,994          

22 ピッツバーグ 2,431,087          

23 タンバ、セントピーターズバーグ、クリアウォーター 2,395,997          

24 シャーロット、ガストニア、コンコード 2,067,810          

25 シンシナティ、ハミルトン、ミドルタウン 2,038,710          

26 ラスベガス、パラダイス 1,952,779          

27 ポートランド、バンクーバー、ビーバートン 1,927,881          

28 カンザスシティ 1,908,354          

29 サンアントニオ 1,820,719          

30 サクラメント、アーデン、アルケード、ローズビル 1,796,857          

1位-30位までの都市圏の人口 229,601,259      

31 サンノゼ、サニーベール、サンタクララ 1,735,819          

32 ミルウォーキー、ウォーキーシャ、ウェストアリス 1,709,926          

33 オーランド 1,644,561          

34 コロンバス 1,612,694          

35 インディアナポリス 1,607,486          

36 プロビデンス、ニューベッドフォード、フォールリバー 1,582,997          

37 バージニアビーチ、ノーフォーク、ニューポートニューズ 1,576,370          

38 オースティン、ラウンドロック 1,377,633          

39 ニューオリンズ、メテリー、ケナー 1,337,726          

40 ソルトレークシティ 1,333,914          

1位-40位までの都市圏の人口 245,120,385      

41 ナッシュビル、デビッドソン、マーフリーズボロ 1,311,789          

42 メンフィス 1,205,204          

43 ハートフォード、ウェストハートフォード、イーストハートフォード 1,184,564          

44 バッファロー、ナイアガラフォール 1,170,111          

45 ルイビル 1,161,975          

46 リッチモンド 1,126,262          

47 ジャクソンビル 1,122,750          

48 オクラホマシティ 1,095,421          

49 バーミングハム 1,052,238          

50 ロティスター 1,037,831          

   米国の商圏(首都圏人口)

商圏 - 1



1位-40位までの都市圏の人口 256,588,530      

51 フレズノ 1,002,284          

52 タルサ 930,842            

53 ブリッジポート、スタンフォード、ニューアーク 882,567            

54 ホノルル 876,156            

55 ディトン 848,153            

56 ツーソン 843,746            

57 オールバニ 825,875            

58 ニューヘイブン、ミルフォード 824,008            

59 レレケリー 797,071            

60 オマハ、カウンシルブラッフス 767,041            

61 アルバカーキ 753,988            

62 ベンタレー、オクスナード、サウザンドオークス 753,197            

63 ウォーセスター 750,963            

64 グランドラピッズ 740,482            

65 アレンタウン、ベスレヘム、イーストン 740,395            

66 シラキューズ 735,920            

67 バトンルージュ 705,973            

68 スプリングフィールド 680,014            

69 エルパソ 679,622            

70 ベーカ－ズフィールド 661,645            

71 トレド 659,188            

72 コロンビア 647,158            

73 ハリスバーグ、カリスル 643,820            

74 パウピークシー、ニューブラフ、ミッドルタウン 621,517            

75 ノックスビル 616,079            

76 リトルロック、ノースリトルロック 610,518            

77 サラソタ、ブラーデントン、ベニス 589,959            

78 グリーンビル 583,867            

79 チャールストン、ノースチャールストン 583,434            

80 ウィチタ 582,781            

81 コロラドスプリングス 572,264            

82 マクアレン、エディンバーグ 569,463            

83 ストックトン 563,598            

84 スクラトン 560,625            

85 ケープコーラル、フォートマイアーズ 514,295            

86 マディソン 501,774            

87 オーガスタ、リッチモンド、カントリー 499,684            

88 ジャクソン　 497,568            

89 ポートランド、サウスポートランド 487,568            

90 レイクランド、ウィンターヘイブン 483,924            

91 デモイン 481,394            

92 チャタヌーガ 476,531            

93 パームベイ、メルバーン、タイタスビル 473,000            

94 ランカスター 470,658            

95 ボイズシティ、ナンパ 464,840            

96 サンタロサ、ペタルマ 458,614            

97 ランシング、イーストランシング 455,836            

98 モデスト 446,997            

99 デルトナ、デイトナビーチ、オーモンドビーチ 443,343            

100 オグデン、クリアフィールド 442,656            

1位-100位までの都市圏の人口 790,100,340      

出所：ウィキペディア（Wikipedia）アメリカの都市圏人口の順位

商圏 - 2
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