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第四章 米国の紙製品サンプル分析 

 

 

「第四章のポイント」 

 

サンプル分析 

 

米国の紙製品を購入し、デザイン、品質、商品の魅力、サイズ、記載内容などの分析を行い、「日

本企業にとって役に立つこと」としてまとめた。 
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1 サンプル分析-グリーティングカード 

 

(1) メーカー名：9Spotmonk Kids 

 

アイテム： グリーティングカード (Birthday) 

販売店舗：AI Friedman 

価格 ： ＄5.50 

 

商品の特徴： 

クレヨンがついていて子供がオリジナルのカードを作ることが

可能なユニークなアイデア。見開きではない一枚のカード。紙

素材は、リサイクル紙。「親が手伝って、子供に個性あるバース

デーカードを作らせましょう」というメッセージカードが入っ

ている。オレンジ色の封筒付き。印刷の文字が封筒と同じオレ

ンジでキュート。昔の風力で動く印刷機で印刷しており、エコ

を強調している。 

サイズ：縦 12.5cm 横 18.0cm 

文字入り： 

(カード表) 

 happy birthday  

(カード裏) 

 made in usa  100% recycled, accept nothing less 

9SpotMonk Kids style 11KC63   

reduce, reuse, recycle 9spotmonk.com c2011 

printed on a wind powered heidelberg letterpress. 

(カード中身)  

FOLD タイプのカードでないため、なし。 

(袋カバー）  

透明無地 

(中に小 Info)  

Help your child” hello” to someone special with their very own 

Coloring Card from 9SpotMonk Kind. Each 100% eco-friendly recycled card comes with non-toxic 

crayons, plus all the love in the world. Enjoy, everyone. 

made in usa  100% recycled, accept nothing less 

9SpotMonk Kids “the kid’s got style” reduce, reuse, recycle 9spotmonk.com c2009 

printed on a wind powered heidelberg letterpress. 

 

日本企業が参考になること： 

子供向きのカードに「クレヨン付き」というアイデアは面白い。クレヨンは封筒に入れて送らな
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いので、かさばっても問題なし。色々な手作りカードが考えられる。文字の色と封筒の色を統一

するというアイデアも米国人の好きな「統一感」に合っている。エコを強調したものづくりポリ

シーは「子供カード」というコンセプトにも合っている。カードは普通「見開きスタイル」とい

う既成概念にとらわれないのも新鮮である。 

 

 

(2) メーカー名：AUSTIN PRESS  

 

アイテム： グリーティングカード (Birthday) 

販売店舗：AI Friedman 

価格 ： ＄7.20 

 

商品の特徴： 

紙素材は厚く硬くてしっかりした一枚のカード。メ

ッセージも Happy Birthday という一言のみ。クラフ

ト風ブラウンの封筒付き。「そっけなさ」と「エレガントなイラストのバランス」が良い。サイ

ズも既成サイズではなくおしゃれ感がある。カードの裏にも企業情報など何も無い。企業名は、

透明の袋にシールで表現。7.20 ドルと高めであるがこの「こ

だわり」が好きな人には高く感じないだろう。 

サイズ：縦 8cm  横 16.0cm 

文字入り： 

(カード表) 

 Happy birthday  

(カード裏) なし 

(カード中身) 

見開きタイプのカードでないため、なし。 

(袋カバー）  

社名のシールあり Austin Press  

LETTERPRESS  EPHEMERA  MADE IN SANFRANCISCO 

 

日本企業が参考になること： 

しっかりした厚めの素材はそれだけでアピール力がある。

色々な情報やメッセージを入れなくとも「感性」は伝えられ

る。ただ、企業名やブランンド名または Web サイトが小さく

てもカードの裏にあったほうが「カードの貰い手」側にもア

ピールできるだろう。素材にコストをかけてはいるが、それ

ほどデザインが凝っていなくとも7.20ドルという価格を打ち

出す勇気は大いに参考になる。 
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(3) メーカー名：SNOW&GRAHAM  

 

ア イ テ ム ：  グ リーテ ィ ン グ カー ド 

(Birthday) 

販売店舗：AI Fried Man 

価格 ： ＄4.40  

 

商品の特徴： 

コンパクトでかわいらしいカード。アイボリ

ーの封筒付き。カードの紙質はしっかりしていて書きやすい。外には、

ストローの入ったバブル一杯の飲み物が楽しい。色のコントラストが

うまい洗練されたデザイン。カードの中はブランク。サイズは、既成

サイズではなく小さめでおしゃれな感覚。若い女性に喜ばれそうなお

しゃれで、コンテンポラリーなカード。中の文字は Happiest Birthday(最

高の幸せを！)とひねりがある。 

サイズ：縦 13.5cm  横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表)  Happiest Birthday  

(カード裏) SNOW&GRAHAM Chicago letterpress  printed #1418 

(カード中身) ブランク 

 

日本企業が参考になること： 

シンプルで洗練されたイラストの魅力、色使いのうまさ、既成サ

イズではないオシャレ感覚のサイズは参考になる。 

 

 

(4) メーカー：HIGNCONCEPTS  

 

アイテム： グリーティングカード (GO Well 病気のお見舞い) 

販売店舗：Paper Presentation  

価格 ： ＄6.95 

 

商品の特徴： 

カードの真ん中にチャーム（天使の羽？）つき石が接着剤でつ

いているユニークなデザインのカード。「すぐに元気になります

よ」という手書き調の文章。ホワイトの封筒付き。企業情報が

一枚入っている。 

サイズ：縦 11.0cm  横 14.0cm 
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文字入り： 

(カード表) 

 a lil’ birdie told me you didn’t feel well. Hope that you feel better real soon. 

チャームが見えるように丸い穴あり。a lil’ birdie told me は、みんなが言うには、ちょっと良くな

いんですね。でもすぐに良くなりますよ！・・というような意味で可愛い表現。 

(カード裏)  

true feelings #tfgw10.04   

a lil’ birdie told me you didn’t feel well. Hope that you feel better real soon.  

“Lead-Free” SafePewter Brand  

Made with Pride in America 

100% recycled paper   

www.highconcepts.com 

(カード中身)  

チャーム付き硬い黒い小さな石が中央に接着剤でついている。  

(小さな紙） 

express your true feelings a gift card company  

contents: gift card, charm with 18”fine chain, envelope& lots of love  

post-consumer recycled materials   

SafePewter brand metal 

handcrafted  AMERICAN MADE のスタンプ 

high concepts…a recycled business “lead-free” SafePewter 

post-consumer recycled materials www.highconcepts.com  

* additional postage may be required 

(袋カバー）プライスシールのみ 

 

日本企業が参考になること： 

カードの中にチャームをつけ、表の紙に穴を開けてそれを見せるという思い切ったアイデアは面

白い。一枚の紙に、企業情報とポリシーを入れるというのもユニーク。その中に、「内容：ギフ

トカード、チャーム、封筒そして大きな愛」というセンスや手作りをスタンプで強調するその表

現など参考になる。色々工夫しているが、紙質が安っぽいのが残念。6.95 ドルを納得させるには

紙質は重要。 

 

 

(5) メーカー名：PAPYRUS 

 

アイテム： グリーティングカード (Congratulation) 

販売店舗：Paper Presentation 

価格 ： ＄6.95 

 

http://www.highconcepts.com/
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商品の特徴： 

非常に光沢とつやのある表面加工されているやさしい色合いのカード。中

央上には留め金がついていて、クルッとスライドして中のメッセージが読

めるようになっている。おしゃれで可愛い。文字はレタープレスで印刷さ

れており、文字色もおしゃれ感がある。文字の色の一つ（水色）と封筒の

色が同色で、統一感を出している。鉛フリーのリサイクルペーパー使用、

14 世紀の印刷方法で製作などエコを強調している。 

サイズ：直径 12.5ｃｍの円形、13.2cmx13.2cm の水色の封筒つき。 

文字入り： 

(カード表)  

cutie-pie love bug Precious   

ADORaBLe  

Sweetpea  

darling angel 

(カード裏) 

 PAPYRUS   

Brenda Walton Brenda Walton for La Bonne Vie Studio NB4 17322  

(カード中身)  

Congratulations on your new arrival 

(袋カバー） 透明無地 ブランド名のシール表右上にあり。 

(中に小 Info)  

Letterpress, the first method of machine printing, dates back to 14
th
 century 

Europe. PAPYRUS celebrates this old world tradition with our stylish and 

elegant letterpress cards. Distinctive and luxurious, each card is printed on 

fine laid paper and assembled by hand. For over fifty years, PAPYRUS 

products have set the standard for style and quality. Thank you for sharing 

your life’s celebrations with PAPYRUS. 

PAPYRUS  

sentiment inside: Congratulations on your new arrival 

Extra postage required  

Visit our website to learn more about our green efforts. 

NB 417322 Fairfield,CA 94534 www.papyrussonline.com  

USA$6.95 l CAN $7.65 l Made in USA Brenda Walton for La Bonne Vie Studio 

 

日本企業が参考になること： 

円形カードと正方形封筒の意外な組み合わせはユニーク。円形カード二枚が留め金でとまって、

くるりと回るアイデアは秀逸。文字色と封筒色の統一感は参考になる。「新しいアイデア」を追

求する姿勢は見事だ。カードの製作ポリシーを一枚入れているのもブランドに対する信頼が持て

る。 

 

http://www.papyrussonline.com/
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(6) メーカー名： a CardandGift .com  

 

アイテム： グリーティングカード (Birthday) 

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄13.95 

 

商品の特徴： 

音楽 CD（20 曲）つきのバースデーカード。レトロなデザインが

非常にユニークでかわいらしい。白い封筒入り。1960 代の出来事、

メッセージ、懐かしい音楽など色々楽しめるカード。60 年代の出

来事を羅列しているのも、時代が見えて面白い。 

サイズ：縦 14cm 横 14cm 

文字入り： 

(カード表)  

1960  Burt Lancaster 

・Nixon and Kennedy appear in first TV presidential 

debate. ・Donald Campbell survives 300mph crash 

in “Bluebirds” ・Research shows dolphins have a 

brain equal to that of man. ・8 radio DJ’s are 

accused of taking bribes to play records ・Rome 

hosts the Olympic Games   ・ Hitchcock’s 

“Psycho” opens in cinemas 

(カード裏)   

The CDCARD COMPANY 020 8993 5966 

www.cdcard.com  

Fold inside to protect the CD before posting 

A TIME TO REMENBER  THE Classic Years 

1960  

C1602 

Printed in the UK 

Patent Number 2275891B 

1. Roy Orbison- Only The Lonely 2. Elvis Presley- It”s Now Or Never 

3. Hank Locklin- Please Help Me I’m Falling 4. Maureen Evans- The Big Hurt 

5. Tony Bennett - The Best Is Yet To Come 6. Marty Robbins- El Paso  

7. Jim Reeves- He’ll Have To Go 8. Chet Atkins- Teensville 

9. Charles Mingues – Put Me In That Dungeon 

10. Pat Suzuki - I Enjoy Being A Girl 11.Neil Sedaka- Stairway to Heaven 

12. Percy Faith- Theme From “ A Summer Place” 13. Perry Como - Delaware 

14. Roy Orbison - Blue Angel 15. The Four Lads- Standing On The Corner. 

http://www.cdcard.com/
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16. Miles Davis – The Pan Piper  17.Marty Robbins - Big Iron 

18. Duke Ellington- Things Ain’t What They Used To Be 

19. Dave Brubeck - Somewhere 20.Johnny Mathis- Misty 

(カード中身)  

1960 Year of the Rat  

White House report finds U.S children are too fat  

Cuba moves thousands of poor people to modern homes Princess Margaret 

marries Anthony Armstrong-Jones The Congo gains independence from 

Belgium. Ceylon’s Bandaranaike becomes the world’s first woman leader 

Cassius Clay fights professionally for the first time. New Orleans racially 

integrates 2 schools.  Nobel Peace Prize goes to South African Albert 

John Luthuli J.F.K, at 43, is the youngest ever President of the U.S.   

The CDCard Company 

A TIME TO REMENBER  

The Classic Years 

The CDCARD COMPANY 

The CDCard Company Network House 29-39 Stirling Road London W3 8DJ. 

Tel:020 8993 5966  Fax:020 8993 1396  info@cdcard.com  www.cdcard.com  

Your CDCard has been designed to protect its CD for long term use, if however, you would like a CD case 

with full color inlay, please visit www.cdcard.com for details. 

(袋カバー）透明無地 社名右上 CD Enclosed featuring 20 Original hits  See reverse for music details.  

50
th
 という赤いシール 

(中に小インフォ) 

Although your card has been specially designed to protect the disc for long term use, if you would like a 

CD or DVD library case, which includes a full colour inlay, these are available from just ￡1.00 (Plus a 

postage and packing charge)from: aCardandaGift.com Simply go to www.acardandagift.com and click on 

the”CD&DVD Cases’ option. 

 

日本企業にとって参考になること： 

メッセージに加えて 1960 年代の懐かしい音楽、60 年代の出来事を贈るなど、複合的な要素、「お

楽しみ」をグリーティングカードに集約するというアイデアは違う形でも活かせるのではないか。

米国のクレジットカード業界は、クラシックな品の良いカードから始まって、手作り感覚のカー

ド、ユーモアのカード、音が出るカード、ポップアップカード、立体カード、オシャレなカード

など、あらゆるアイデアが網羅されている。しかし、消費者はもっと新しいアイデアを期待する。

いくつかの要素を組み合わせた複合的なカードが今後マーケットに出てくると思われる。 

 

 

 

 

 

mailto:info@cdcard.com
http://www.cdcard.com/
http://www.cdcard.com/
http://www.acardandagift.com/
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(7) メーカー名：night owl paper goods  

 

アイテム： グリーティングカード (Birthday 

)販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄7.50 

 

商品の特徴： 

薄い木材素材に印刷したコンパクトな見開きでない一枚のカ

ード。デザインは子供に喜ばれるようなテイスト。ライムグ

リーンの封筒付き。小さなトンボが表裏にあしらい可愛さを

強調し、素材の面白さとナチュラル感がアピールする。 

サイズ：縦 11.0cm 横 14.0cm 

(カード表)  

Hoppy Hoppy Hoppy Birthday to You!（Happy ではなく） 

(カード裏)  

party frog  Night Owl Paper Goods inc no. wc1235 

eco-friendly SUSTAINABLY HARVESTED WOOD ・Made in the 

U.S.A ・ BIRMINGHAM OWLABAMA  ・

NIGHTOWLPAPERGOODS.COM 

(カード中身) 

見開きカードではないため無し。 

(袋カバー） 

透明無地  社名、 eco-friendly sustainably 

harvested wood の書かれたシールあり。 

 

日本企業が参考になること： 

木の素材をカードにするというアイデアはユニーク。良く見ないと

分からないという欠点はある。紙以外の色々な素材をカードにする

という観点は参考になる。Eco Friendly という丸い小さなシールを袋に貼るという表現も顧客にア

ピールするだろう。印刷してしまうより、表現力は強い。Hoppy Hoppy Hoppy Birthday to You! と

は、「カエルが跳ぶ Hop」とのダジャレであるが、こういう米国的「ユーモア」を取り入れるのも

いい。カエルは米国の子供の人気動物の一つ。こういう独特な文化も、米国人と相談して取り入

れることも必要だ。 
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(8) メーカー名：Second Nature Ltd. 

 

アイテム： グリーティングカード (洗礼のお祝い)

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄7.25 

 

商品の特徴： 

レースとリボン、シルバーとラインストーンの十字

架チャームのデコレーションがエレガントにかわい

く施されたカード。表には草模様のプリ

ント。品のいいカードである。アイボリ

ーの封筒入り。 

サイズ：縦 23cm 横 12.5cm 

文字入り： 

(カード表)   

On your Baptism  

(カード裏)  

Champagne  Second Nature Ltd.  

Second Nature Ltd. 10 malton Road London W10 5UP Tel:020 8960 0212  

www.secondnature.co.uk  

not suitable for children under 5 years old due to small parts 

Large Letter UK JGS312 Code QQ 250  

(カード中身) 

God’s love lasts forever and we’re all a special part of the one big happy family 

that is closest to his heart. Today you can be certain. He’ll smile down from 

above while blessings and with love. Congratulations on this special day. 

(袋カバー）透明無地。 

The message inside this card reads: God’s love lasts forever and we’re all a 

special part of the one big happy family that is closest to his heart. Today you 

can be certain. He’ll smile down from above while blessings and with love. 

Congratulations on this special day. と書かれた、シールが裏面中央上に張ら

れている。 

 

日本企業が参考になること： 

日本と米国の文化は大きく違うので、特に宗教に関連するものを商品化する時は、ネイティブア

メリカンの意見を充分に聞く必要がある。また、同じように、ユーモアの内容も違う。文化の差

というのは、理屈ではなく、「ただ違いがある」ということなので、米国人の協力が必要である。 

 

 

http://www.secondnature.co.uk/
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(9) メーカー名：PAPYRUS  

 

アイテム： グリーティングカード  (Get 

well) 

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄6.95 

 

商品の特徴： 

瓶型のユニークなグリーティングカード。

カード表はフェルトが施されてかわいらし

くデザインされている。この裏にカードがあり、「病気見舞いの言

葉」がある。グリーンの封筒入り。 

サイズ：縦 18cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表)  

表記なし。手刺繍で編んだ飾り。 

(カード裏)  

PAPYRUS  

GW422774 Papyrus 

(カード中身) 

Rest Replenish Revive  

Get Well Soon  

(袋カバー） 

透明無地 社名右上に印刷 

(中に小 Info)  

Legends say that hummingbirds float free of time, carrying our hopes for love, joy and celebration. The 

hummingbirds delicate grace reminds us that life is rich beauty is everywhere, every personal connection 

has meaning and that laughter is life’s sweetest creation. 

PAPYRUS   Sentiment Inside: 

Rest Replenish Revive Get Well Soon （すぐ良くなるよ！R の単語を三つ並べた語呂合わせ） 

Visit our website to learn more about our green efforts. 

GW 422774 l Fairfield, CA 94534 l www.papyrusonline.com  USA $6.95 l CAN $7.65 l Made in China l 

Papyrus 

 

日本企業に参考になること: 

米国では、こういう手作り感覚のパッチワーク的なクラフト的製品が根強い。非常に洗練されて

いる都会とは対照的に、今もなおオールドファッション的なノスタルジーのクラフト製品が全米

で根強い人気を持っている。NY や LA を米国市場と考えやすい日本企業は、こういう米国の現

http://www.papyrusonline.com/
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実的なマーケットの状況を認識すべきである。 

 

 

(10) メーカー名：PAPYRUS  

 

アイテム： グリーティングカード (Christmas 

card ) 

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄6.95 

 

商品の特徴： 

赤色のカードの表面にラメやリボンなどでハ

ンドメイドのデコレーションがされている。手が込んでいるせいか中国製である。カードと同色

の赤い封筒入り。封筒の口をとめるためにゴールドのシールが入っている。トレンドからは離れ

ているが、クラシックで華やかな雰囲気が好きな消費者向き。企業の製作ポリシーが説明された

カードが入っている。エコを強調している。 

サイズ：縦 15cm 横 11cm 

文字入り： 

(カード表)  

Je t’ adore  

(カード裏) 

PAPYRUS XCC 427576 Papyrus 

(カード中身) 

 I ADORE….. DAYS WITH YOU, NIGHTS 

WITH YOU, LIFE WITH YOU (愛の言葉) 

Merry Christmas, my love 

(袋カバー） 

透明無地 社名右上にあり。 

(中に小 Info1)  

Legends say that hummingbirds float free of time, carrying our 

hopes for love, joy and celebration. Like a hummingbird, we 

aspire to hover and savor each moment as it passes, embrace all 

that life has to offer and to celebrate the joy of everyday. The hummingbirds delicate grace reminds us that 

life is rich beauty is everywhere, every personal connection has meaning and that laughter is life’s sweetest 

creation. 

PAPYRUS   Sentiment Inside: 

I ADORE….DAYS WITH YOU, NIGHTS WITH YOU, LIFE WITH YOU 

Merry Christmas, my love  

Visit our website to learn more about our green efforts. 

XCC 427576 l Fairfield, CA 94534 l www.papyrusonline.com  USA $6.95 l CAN $7.65 l Made in China l 

http://www.papyrusonline.com/
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Felis Rosenstiel’s Window & Son Limited, London  

(中に小 Info2) 

Legends say that hummingbirds float free of time, carrying our hopes for love, joy and celebration. The 

hummingbirds delicate grace reminds us that life is rich beauty is everywhere, every personal connection 

has meaning and that laughter is life’s sweetest creation. 

PAPYRUS   

We hope you enjoy the beauty of this handmade card. To protect the delicate handwork, please place this 

paper over the front of the card and insert into the envelope. 

 

日本企業にとって参考になること： 

最近のグリーティングカードには、製作者の企画ポリシーが述べられているメッセージを入れて

いるものが増えた。これは、製作者と消費者を結びつけるブランディング戦略である。この戦略

は日本企業も見習うべきである。グリーティングカードのように、人から人へ「気持ちを伝える

もの」だけに、その効果は大きい。 

 

 

(11) メーカー名：PAPYRUS  

 

アイテム： グリーティングカード (ブラン

ク) 

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄6.95 

 

商品の特徴： 

アロハシャツ、サングラス。ビーチサンダル

をカードにつけたハンドメイドのデコレー

ションが施されているユニークなカード。濃いブルーの封筒付き。

封筒の口をとめるためにゴールドのシールが入っている。言葉は

何も無いブランクで、多目的に使える。バケーションを強調して、

｢人生を楽しもうよ！｣というメッセージを伝えている。 

サイズ：縦 15cm 横 11.5cm 

文字入り： 

(カード表)  

表記なし 

(カード裏)  

PAPYRUS BL427221 Papyrus 

(カード中身) 

無地。中に別途無地の白い紙あり。 

(袋カバー） 
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透明無地 社名右上にあり。 

(中に小 Info1)  

Legends say that hummingbirds float free of time, carrying our hopes for love, joy and celebration. Like a 

hummingbird, we aspire to hover and savor each moment as it passes, embrace all that life has to offer and 

to celebrate the joy of everyday. The hummingbirds delicate grace reminds us that life is rich beauty is 

everywhere, every personal connection has meaning and that laughter is life’s sweetest creation. 

PAPYRUS  Blank inside for your message 

Visit our website to learn more about our green efforts. 

Hand cancel at post office is recommended. 

BL 427221 l Fairfield, CA 94534 l www.papyrusonline.com  USA $6.95 l CAN $7.65 l Made in China l 

Papyrus 

(中に小 Info2) 

Legends say that hummingbirds float free of time, carrying our hopes for love, joy and celebration. The 

hummingbirds delicate grace reminds us that life is rich beauty is everywhere, every personal connection 

has meaning and that laughter is life’s sweetest creation. 

PAPYRUS   

We hope you enjoy the beauty of this handmade card. To protect the delicate handwork, please place this 

paper over the front of the card and insert into the envelope. 

 

日本企業に参考になること: 

ハンドメイドのカードは多く市場に出回っており、それだけでインパクトを与えることは難しい。

ポイントは、ハンドメイドということよりも、そのデザイン自体である。このカードは、友人宛

に「今、リゾート地でこれを書いています。君も仕事ばかりしていないで、生活をエンジョイし

よう！」または、「彼と今ハワイに来ています」というような手紙として使える。このような、「ス

トーリー性のあるカード」の市場性は今後出てくるだろう。 

 

 

(12) メーカー名：Russ Berrie U.S Gift Inc.  

 

アイテム： グリーティングカード (Happy Birthday) 

販売店舗：Paper presentation  

価格 ：＄8.95 

 

商品の特徴： 

封筒の中をあげると飛び出す 3D タイプ（Pop Up）のバー

スデーカード。中には、ラメのついた紙で楽しく、かわい

らしくデコレーションされた華やかなアイテムである。米国の消費者はこういう派手な演出が大

好きである。このカードは、40 歳の誕生日を祝うカード。華やかな効果から見れば、＄8.95 とい

う価格は高くは感じない。裏側面にメッセージを書き加えることができる。ベージュの封筒入り。 

http://www.papyrusonline.com/
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サイズ：縦 20cm 横 21cm 

文字入り： 

(カード左外側)  

To close squeeze here. RUSS  RUSS Berrie U.S 

Inc. Wayne, NJ 07470 

Russ Berrie UK LTD, Southampton So50 6NZ 

Amram’s Brampton, Canada L6T 5M1  Russ 

Australia PTY Ltd, Banksmeadow NSW 2019 

Australia  www.russberrie.com  Made in China/ Fabrique en Chine 

(カード右外側)  

Message To close squeeze here. Not suitable for children under 5 years 

old due to small parts. 

(カード内側)  

40 CELEBRATE  

(中に小さなタグ)  

HAPPY BIRTHDAY 

(袋カバー表） 

THE ORIGINAL POP UPS   40
th
 Birthday 

A MIRACLE IN PAPER ENGINEERING  

This unique elasticated 3D card automatically jumps to life when removed from 

its Envelop. The card is truly collectible and will be treasured for years. Can be 

kept flat and opened when required recreating the memorable occasion. 

Write your message in the panel provided and place in the envelop for mailing.  

To close gently squeeze colored dots together 

Card Number POP023 

Made in China 

Russ Berrie U.S Gift Inc, Wayne, NJ 07470- Russ Berrie UK LTD, Southampton SO506NZ- Amram’s 

Brampton, Canada L6T 5M1 Russ Australia PTY LTD, Banksmeadow, NSW2019 

Astralia-www.russberie.com- Made in China / Fabrique en Chine The Original Pop Ups Design Concept 

Second Nature Ltd. 

(袋カバー裏） 

THE ORIGINAL POP UPS  40
th
 Birthday 

A MIRACLE IN PAPER ENGINEERING  

Write your message in the panel provided and place in the envelop for mailing.  

To close gently squeeze colored dots together 

This unique elasticated 3D card automatically jumps to life when removed from its Envelope. Can be kept 

flat and opened when required recreating the memorable occasion.  The card is truly collectible and will 

be treasured for years. 

 

http://www.russberrie.com/
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日本企業に参考になること： 

実物のサンプルを見るとわかるが、「実にきれいで楽しさいっぱいのデザイン」である。米国人

ならではの派手なパフォーマンス。デザインも見事なまでに凝っている。この非妥協的な企画の

姿勢は見習いたいものである。この「華やかさ」という要素は米国市場には必要である。 

カードは封筒とともに厚紙の袋に入っているが、その袋には上記の文章が印刷されている。袋の

表にも、裏にも同じ内容になっており、表が封筒の縦に、裏が横に入っている。つまり、この製

品は縦にでも横にでもディスプレイできる。 

 

 

(13) メーカー名：RIFLE PAPER CO. 

 

アイテム： グリーティングカード 

(Congratulation) 

販売店舗：Pink Olive 

価格 ： ＄5.25 

 

商品の特徴： 

クリスマス調にかわいらしくデコレーションされている多目的に

可能なカード。見開き方でコンパクトでキュートなカードである。

色合いはやさしいトーンのカラーである。中は空白なので個人的に

アレンジしやすいようになっている。シンプルで表のデザインだけ

でアピールしている。アイボリー色の封筒つき。Congrats は、友人

の間で使う｢おめでとう！｣のスラング。 

サイズ：縦 11.0cm 横 14.0cm 

文字入り： 

(カード表)  

congrats 

(カード裏)  

RIFLE PEPER CO. www.RIFLEPAPERCO.COM l RIFLE.INC 

(カード中身) 

なし。 

(袋カバー) 

透明無地 RIFLES PAPER & GCM019 NA 1123452764 

 congrats floral card  RIFLEPAPER CO.  SINGLE CARD 

MATCHING ENVELOPE  

BLANK INTERIOR  www.RIFLEPAPERCO.COM  RIFLE INC. 

Made in th U.S.A  

Fabrique aux Etats-Unis 

 

http://www.riflepaperco.com/
http://www.riflepaperco.com/
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日本企業が参考になること： 

米国では、このようなアイボリー色は安全で定番的。デザインにもよるが、一番確実に売れてい

くカラーである。カードと封筒の色をそろえるのも安全で定番である。このカードのデザインの

色使いは癒し系で優しい。この色使いも多くの女性に受け入れられやすい。 

 

 

(14) メーカー名：Night owl Paper 

Goods inc 

 

アイテム：グリーティングカード 

(Congratulations) 

販売店舗：Pink Olive  

価格 ：＄5.50 

 

商品の特徴： 

結婚のお祝いカード、新郎新婦をフォークとスプーンに見立ててい

る。「スプーンとフォークはいつも一緒」という意味。リサイクルコ

ットンでできた素材のせいか手触りは少しざらっとしているが、そ

れが商品に柔らかさをもたらしている。デザインはカードにプレ

ス・プリントされたデザインになっている。このような立体感を出

すのがトレンド。花柄の模様が細かいデザインで施されていて、ア

イボリーと淡い水色の色合いがキュートさをさらに高めている。カード裏面に書いてある社名の

ロゴにちなんでふくろうが記載されているのが特徴的。また、白い封筒にもかわいらしい筆記体

の文字で社名が小さく記載されているのがおしゃれ。 

サイズ：縦 10.5cm 横 14.0cm 

文字入り： 

(カード表) 

congratulations   

(カード裏) 

100% reclamed & recycled cotton 1503 Night Owl Paper Goods inc. 

LETTERPRESSED IN BIRMINGHAM OWLABAMA  

NIGHTOWLPAPERGOODS.COM 

(カード中身) 

ブランク。 

(袋カバー) 

透明無地 NIGH OWL 1503S NA  1123451439  fork and spoon letterpress car  

 

日本企業が参考になること： 

文字が多いカードの中で、このようにわずかな文字が小さく表現しているのも、おしゃれ感を感
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じる。このカードが販売されている店舗の持ち味が良く出ている商品である。さりげない「デザ

イン」でも充分顧客のハートを掴むことができる。 

 

 

(15) メーカー名：RED CAP cards  

 

アイテム： グリーティングカード (HAPPY 

BIRTH DAY) 

販売店舗：Pink Olive 

価格 ：＄4.75 

  

商品の特徴： 

アイボリーの色でかつ、淡いブラウン、レッ

ド、グリーン 

色合いのせいか、レトロ感が感じられるバースデーカード。 

見開き式のカードで自由にメッセージが書き込めるタイ 

プ。一味あるものを好む女性に興味を持ってもらえるアートの雰囲気

のあるカードである。Fat Cat（太った猫）は、良い生活をしている豊か

さを表す表現。 

サイズ：縦 14.0cm 横 11.0cm 

文字入り： 

(カード表)  

HAPPY BIRTHDAY 

(カード裏) 

RED CAP cards Tllustrated Auke 

Weekmann 

(カード中身) 

ブランク 

(袋カバー） 

透明無地 RED CAP AWE1002 NA  1123453116 birthday fat cat card 

 

日本企業にとって参考になること： 

イラストだけのグリーティングカードもマーケットには増えてきている。アーティスト性のある

アートのイラストは国境を越えて広く受け入れられるだろう。特に、色使いが大切な要素となる。

この商品は、プラスティック袋にはいっているが、その袋はおり返しのふたが無いタイプ。この

方が、手がべとつかないし、出し入れが簡単で扱いが楽である。費用もふたつきよりも安いので

はないか。 
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(16) メーカー名：SNOW & GRAHAM 

 

アイテム： グリーティングカード (Baby) 

販売店舗：Pink Olive 

価格 ：＄4.25 

  

商品の特徴： 

コンパクトな、女の子が好むカード。プレス・プ

リントを使い、絵の部分を触るとでこぼこしてお

り、色も淡いピンク、ブラウンの色使いでレトロでかわいらしさが感

じられる。アイボリーの封筒入り。カードの大きさから見て、プレゼ

ントに添えるカードに向いたアイテムである。「この世界にようこそ、

赤ちゃん！」という表現は出産のお祝いに良く使われる。 

サイズ：縦 13.5cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表)  

WELCOME TO THE WORLD Baby Girl 

(カード裏) 

SNOW&GRAHAM Chicago letterpress 

PRINTED #1330 

(カード中身) 

ブランク 

(袋カバー） 

透明無地  SNOW &  1330  NA  girl would 

letterpress ca  

 

日本企業にとって参考になること： 

色使いが女性向で、優しい。ピンクの色目も良く考えられている。イラストの地球儀がずれてい

て、端はカードの後ろに行っていることも、楽しい。すこしでもユニークな要素をいれたり、色

目の選択など、アーティストの繊細で良い感覚を感じる。アーティストの人柄、感性が浮かび上

がるようなデザインを人々は待っている。WELCOME TO THE WORLD という出産のお祝いの表

現も参考になる。 

 

 

(17) メーカー名：yellow bird paper greetings 

 

アイテム： グリーティングカード (Christmas ) 

販売店舗：Paper icon 
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価格 ： ＄4.25 

 

商品の特徴： 

アイボリーカラーで淡いピンク、ブラウンのカ

ラーでデザインされたコンパクトなカード。レ

トロさを持ちつつ、キュートさも感じられる。

カードの中央上には、シルバーの小さいライン

ストーンがデコレーションされてさらに、かわ

いさを増している。カード表に書かれているコ

メントは「クリスマス休暇を生き抜く方法 Top10」というジョーク。

最初に楽しもう！それからまじめに生きよう！それで、人生何とかな

るよ！そんなクリスマスに！･･･の意味。 

中は空白なので個人的にアレンジしやすいようになっている。アイボ

リー色の封筒つき。リサイクル用紙を使って作成されていて、また風

力発電で製造しており、製造過程で塩素を使っていないとカード裏に

表記をきちんとしているほど「環境」を配慮したブランドである。風

力電気で製作してエコ強調。 

サイズ：縦 14.0cm 横 10.5cm 

文字入り： 

(カード表)  

TOP 10 WAYS TO SURVIVE THE HOLIDAYS 

1. EAT CHOCOLATE   

2  BELIEVE IN SANTA 

3. KISS UNDER MISTLETOE  (木の葉の下にいる女性にはキスできる) 

4. DRINK CHAMPAGNE 

5 REPEAT ABOVE  

6 LAUGH OUT LOUD 

7   MAKE SNOW ANGELS  

8  HELP THOSE IN NEED (求めている人を救おう) 

9 TURN OFF THE TV   

10  LOVE ONE ANOTHER (みなを愛そう) 

(カード裏)  

yellow bird paper greetings VINTAGE COLLECTION  

www.yellowbirdgretigns.com 

it’s good to be green – this paper is 30% recycled, processed 

chlorine-free and manufactured with wind energy  printed in 

Canada  yellow bird paper greetings inc. vc9015 

(カード中身) ブランク 

(袋カバー) 透明無地  

http://www.yellowbirdgretigns.com/
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日本企業が参考になること： 

このカードは、意味が分かったとしても日本人には、「え？何が面白いの？」と、余りピンとこ

ないかもしれない。それが文化の違いである。日本人にはあまり面白いといえないことも米国人

にはとても面白いということがあり、その逆もある。グリーティングカードに入れる文章はシン

プルにするか、たとえジョーク以外の内容でも念のために、ネイティブの米国人の意見を聞いて

判断した方が良いだろう。 
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(18) メーカー名:Snow &Graham 

 

アイテム： グリーティングカード（Engagement） 

販売店舗： loom  

価格 ： ＄3.95 

 

商品の特徴：ピンク、ブラウンの色を用いて優しいテイストをかも

し出している、女性受けしやすいコンパクトなカード。 

ハンドレターになっていてアイボリー色用紙によって、レトロ感を

感じ取れるアイテムである。婚約お祝いのカード。 

サイズ：縦 13.5cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

Congratulations on your engagement 

(カード中身) ブランク 

 

日本企業が参考になること： 

このサイズは女性に使いやすいサイ

ズである。一緒にあげるギフトを邪魔

せず、それでいて感性を感じさせる。

ブランクカードはいつの日か必ず使えるので、持っておく人も多いだろう。プラスティックバッ

グものりがついていないので、出し入れが簡単で消費者には便利だ。 

 

 

(19) メーカー名:Snow &Graham 

 

アイテム： グリーティングカード（birthday） 

販売店舗： loom  

価格 ： ＄3.95 

 

商品の特徴：レタープレスされたコンパクトなカード。暖色系の色

で大胆に花柄がかわいらしく施されている。 女性に喜ばれるカー

ドである。しっかりした紙であり、アイボリーの色がさらにカード

全体にレトロ感を与えている。Happy を繰り返して強調

している可愛い表現。 

サイズ：縦 13.5cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表)Happy Happy Birthday  
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(カード中身) ブランク 

(カード裏) 

Snow&Graham Chicago letterpressed printed #1340 

 

日本企業が参考になること： 

シンプルで感性を感じさせる誕生日のカード。デザインと文字

のバランスが大変良い。力の入っていないデザインも消費者に

は快適だ。｢癒し系のデザイン｣は主流になってきた。色目がト

レンドにあって、きれい。 

 

 

(20) メーカー名:Snow &Graham 

 

アイテム： グリーティングカード（birthday）

販売店舗： loom 

価格 ： ＄3.50 

 

商品の特徴： 

かわいらしくアルコールのきれいなビンがデ

ザインされた誕生日カード。 

May the most you wish for be the least that you get Happy birthday というユニークなコメントがおも

しろい。あなたが持っている夢以上のものがきっと手に入りますよ！の意味。お酒が大好きな人

に渡すと喜ばれそうだ。ポップで男女ともに渡すことができるカード。アイボリーの封筒つき。 

サイズ：縦 16cm 横 1１.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

BIRTHDAY TOAST(誕生日の乾杯) 

(カード中身) 

Cheers to you  May the most you wish for be the least that you get     

Happy birthday 

(カード裏) 

flat press  cards No2045 printed on recycled paper; copyright 2011  snow&graham chicago 

(袋カバー）裏中央に丸いシールあり。No2045 Message Reads:may the most you wish for be the least 

that you get HAPPY BIRTHDAY. 

 

日本企業が参考になること： 

ユーモアのあるカードはいわば｢アメリカの定番｣。ユーモアのセンスは文化によってかなり異な

ることから、製作にはアメリカ人とともに充分配慮することが必要である。カードの中に書いて

ある言葉が、プラスティックバッグの上にシールで表現されているのは良いアイデア。 
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(21) メーカー名：Rosieslifesworks.com 

 

アイテム： グリーティングカード (Love) 

販売店舗：Paper icon 

価格 ： ＄2.50 

 

商品の特徴： 

墨で書かれた文字が印象的なカード。非常に力強

さを感じられ、カードを渡す相手にインパクト残すことができるだ

ろう。アジア好きで一風代わったものを求めている人に手にとって

もらえるアイテム。アーティストの紹介がしっかり書かれている。 

サイズ：縦 16.0cm 横 10.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

愛 生浦 “Love” 

(カード裏) 

Rose Sigal Ibesen 

Rose Sigal Ibesen was born Romania, migrated to Israel after World War 

II and has lived in the United States since 1957. It wasn’t until 20years 

later that she began her life as an artist.  Since than, she has developed a 

broad artistic background which includes sumi painting, calligraphy, 

jewelry, design and the media of enameling.  

Rose’s art has appeared in many solo and group exhibitions in the United 

States and Germany, and she holds an impressive list of awards. “ I don’t 

know how I could live without my painting and calligraphy.   

Calligraphy ’00 by Rose Single Ibsen 

(カード中身) 

ブランク 

(袋カバー) 

透明無地  

 

日本企業が参考になること： 

漢字表現がアメリカの中で時折見かけるが、一般的には難しい。｢漢字は売れる｣と理解すること

は危険だ。一つのラインの中に、漢字があるのであればアクセントにはなるが、感じばかりでは

民族色が強すぎて敬遠されるだろう。アメリカの文化の中に異質な文化を持ち込むというのは、

かなりの慎重さが必要である。一方では、アメリカの文化を物まねしても良い製品にはならない。

デザインには、常にバランスが必要である。 

 

 



 

87 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

(22) メーカー名：IEDA paper-craft 

 

アイテム： グリーティングカード

販売店舗：Paper icon 

価格 ： ＄13.00 

 

商品の特徴： 

日本の和紙を用いて和紙職人がひと

つひとつ丁寧に作り上げたカード。蝶が見事にうまくかたどられているところから、非常に巧み

な技のあるアイテムだと思われる。和紙独特の繊維がうまく優しいテイストを生み出している。 

裏面は滑らかであり、独特の風合いの文字スタイルでメッセージを書くことができる。 

サイズ：縦 15.0cm 横 15.0cm 

文字入り： 

(カード表)  

ブランク 

(カード裏) 

FLY BEAUTY 

(袋カバー) 

透明無地  

(小 info あり) 

表左上 

A piece of natural paper SYMPHONY series -greeting card 

Design by IEDA paper-craft www.iedashikou.com 

裏右上 

Living with Washi(Japanese natural paper) 

一枚の手漉き和紙から紡がれる、暮らしを彩るいくつものストーリー。

わしは、岐阜県の美濃の手漉き和紙職人が、一枚、一枚、心を込めて漉

いた 100％ナチュラルです。 グリーティングカードをはじめ、アロマ

の香る和紙ピース、キャンドルフォルダーなど、様々な用途でご使用い

ただけます。 

“a piece of natural paper” was inspired from the “one cloth” concept. It is 

100% natural organic paper made by Japanese paper craftsman in Gifu, Japan. 

Nothing was wasted in creating this natural paper. It is sustainable and ecological product for human and 

nature to live in harmony. 

Produce by IEDA paper-craft  www.iedashikou.com 

 

日本企業が参考になること： 

最高級品質の日本製和紙のカード。生産背景もしっかり解説している。製品そのものは、大変見

事できれいである。価格は、13 ドル。品質から言うと決して高すぎるようには見えないが、購入
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する側からすると考慮する一部になるだろう。5 ドルから 9 ドルくらいが高品質カードの価格滞

であろう。説明書が二つ折りになっていて、外から読めないというのはもったいない。 

 

 

(23) メーカー名：Rosieslifesworks.com 

 

アイテム： グリーティングカード 

販売店舗：Paper icon 

価格 ： ＄4.25 

 

商品の特徴： 

墨を使って描かれたペインティングのカ

ード。漢字の成り立ち前の文字をうまく

表現してユニークに描いている。モダンなアジアンテイストのアイテムである。 

このカードの用途は、おそらく長い冬が来て、春になった頃の挨拶カードとして利用できるであ

ろう。アーティストの紹介がしっかり書かれている。 

サイズ：縦 16.0cm 横 10.5cm 

文字入り： 

(カード表) 春季自然 全体再生 

(カード裏) 

In Spring Everything Comes Alive& Children are Playing 

Rose Sigal Ibesen 

Rose Sigal Ibesen was born Romania, migrated to Israel after World War II 

and has lived in the United States since 1957. It wasn’t until 20years later 

that she began her life as an artist.  Since than, she has developed a broad 

artistic background which includes sumi painting, calligraphy, jewelry, 

design and the media of enameling.  

Rose’s art has appeared in many solo and group exhibitions in the United 

States and Germany, and she holds an impressive list of awards. “ I don’t 

know how I could live without my painting and calligraphy.   

Calligraphy ’00 by Rose Single Ibsen 

(カード中身)ブランク 

(袋カバー)透明無地  

 

日本企業が参考になること： 

このアーティストのカードには、必ず彼女の顔写真がついている。

この方法は、作者が見えて大変好感が持てる。アーティストを身近

に感じさせる方法は明らかに販売促進になる。 
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(24) メーカー名:Noble Works 

 

アイテム： グリーティングカード（birthday） 

販売店舗： ALPHABETS  

価格 ： ＄3.25 

 

商品の特徴：アニメのようなデザインであるカード。  裏にある

DIVAS とは有名女性の表現。つまり、「あなたも有名女性の一人だ

よ」というアメリカン的表現。ジョークのために男性に対して送っ

ても面白いデザイン。リサイクルペーパーで作られたカードであり、

紙質はつるんとしていて、メッセージが書きやすい。赤い封筒つき。 

サイズ：縦 17cm 横 12cm 

文字入り： 

(カード表) 

Nudies  

(カード中身) 

Happy Birthday, doll. 

(カード裏) 

Noble Works  modern cards for modern 

people Divas 4560/295 

Illustration by GlenHanson.com 

Printed on recycled paper,naturally. 

MMX NobleWorks Po Box 1275 Hoboken N.J 07030 

Dare to laugh,Visit www.nobleWorksCards.com 

Made in USA/350 CAN 

 

日本企業が参考になること： 

コンセプトはアメリカ的で、イラストもあまり参考にはならないが、裏のブランド、企業情報の

入れ方などは参考になる。 

 

 

(25) メーカー名:Noble Works 

 

アイテム： グリーティングカード（birthday） 

販売店舗： ALPHABETS  

価格 ： ＄3.25 

 

商品の特徴： 

http://www.nobleworkscards.com/
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レトロなデザインで女の子が気に入りそうなカード。ユーモアがあるコ

メントが書かれている。｢大好きなチョコレートの為にも地球を大切

に！｣チョコを渡す時に使うカード。リサイクルペーパーで作られたカ

ードであり、紙質はつるんとしていて、メッセージが書きやすい。白い

封筒つき。 

サイズ：縦 17cm 横 12cm 

文字入り： 

(カード表) 

Save The Earth  It’s Our Only Source of Chocolate   

(カード中身) 

Dig in. It’s your birthday. 

(カード裏) 

Noble Works  modern cards for modern people  

Talk Bubbles 

I laughed so hard, I almost peed. 

0673/295 

Art by Ephemera,Inc 

Printed on recycled paper, naturally. 

MMX NobleWorks Po Box 1275 Hoboken N.J 07030 

Dare to laugh,Visit www.nobleWorksCards.com 

Made in USA/350 CAN 

 

日本企業が参考になること： 

ユーモアのあるカードはアメリカの定番である。ジョークのテーストは日本とは全く違うので、

アメリカのネイティブスピーカーとよく研究すべきだ。 

 

 

(26) メーカー名:Seal 

 

アイテム： グリーティングカード 

販売店舗： Cog & Pearl 

価格 ： ＄3.00 

 

商品の特徴：  

幅広い用途で使用できるアートのカード。中身は

ブランクで自由にアレンジできるようになってい

る。オレンジとブラックのカラーのデザインで、レトロ感が感じられる。白の封筒がついていて、

このブランのシンボルマークの鳥がデザインされている。大豆ベースのインクでデザインされ、

再生可能エネルギーを用いて、リサイクルペーパーで作られたカードである。 

http://www.nobleworkscards.com/
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 サイズ：縦 17.5cm 横 12.5cm 

文字入り： 

(カード表) ノーコメント  

(カード中身) ブランク 

(カード裏) 

Seal Nikki McClure 

Images are cut from a single piece of paper 

using an x-acto knife. 

Printed in Portland Oregon on 100% post-consumer recycled paper with 100% renewable green energy 

using soy based inks. 

 Nikkimcclure.com a products of buyolympia.com 

NM-36  

 

日本企業が参考になること： 

デザインがユニークなアートのイラストで、ブランクのグリーティングカードである。リサイク

ル紙を使い、大豆を原料にしたインクをつかっているエコ製品である。エコ製品を優先的に購入

する消費者は増えてきている。 

 

 

(27) メーカー名:8mmideas.com 

 

アイテム：  グリーティングカード

(Christmas card) 

販売店舗： Cog & Pearl 

価格 ： ＄4.00 

 

商品の特徴：  

Secret Sant(名前を明かさないサンタ)からの

ユニークなクリスマスカード。中身はブランクで自由にアレンジできるようになっている。 

サイズ：縦 15.5cm 横 11.5cm 

文字入り： 

オールドファションのテイストである文字の字体や写真がレトロなデザインを生み出している。

女の子に好まれるようなコンパクトなカード。中はブラ

ンクなので好きなようにアレンジ可能。 

(カード表) 

Every year is the same thing. Not the same gift, but the same 

old jokes, the same old favorites in the office and the same 

gift………I’m quite happy this year. … my xmas gifts for 

friends and family expect the best sew I’ve ever made. It’s not 
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extravagant but…. 

Secret santa 

(カード中身) ブランク 

(カード裏) 

MBM 8mmideas.com     small works of wonder WN16 

 

日本企業が参考になること： 

レトロな雰囲気をテーストにしているカードは良く見かけるが、このカードは一味違ったうまい

演出をしている。グリーティングカードは、｢デザイン｣だけで売れるアイテムなので、様々な角

度からのユニークなデザインのアプローチを考えるべきだろう。 

 

 

(28) メーカー名:不明 

 

アイテム： グリーティングカード(Christmas card) 

販売店舗： Printicon 

価格 ： ＄17.00 

 

商品の特徴： 

封筒、カードが 6 枚つづりになって入っているカードセット。しっか

りした箱に入っておりゴールドで縁取られ、セットになった封

筒とカードを赤のリボンできちっと調えられていることにより、

ゴージャスさを感じ取れる。カード自体の色はアイボリーで、

少しぼこぼこした手触りのある商品である。カラー使い、描か

れているデザイン全体から、レトロさを感じ取れ、細かいとこ

ろまでうまくデコレーションされていているカードである。上

げ底が箱の下に利用していることにより、取り出しやすい仕組

みになっている。 

サイズ：縦 17cm 横 11.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

Merry 

(カード中身) ブランク 

(カード裏) 

Merry Christmas 

Made in Italy Rossi 1931 

sri(FLORENCE)www.rossi1931.it 

Registered trade mark and designs All rights reserved 

(箱外側 表) 
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Holiday 

(箱外側  裏 ) 50032 Borgo San Lorenzo(Florence) 

www.rossi931.it  Made in Italy Fabrique En Italie-E.U 

Registered trade mark and designs. All rights reserved  

(箱内側 表)  Classica Italiana fine stationary since 

1931 

(箱外側 裏) なし 

 

日本企業が参考になること： 

一番上のカードと封筒は赤いリボンでセットされている。クリスマスの雰囲気が出ていて非常に

気が利いている。箱のシルバーに縁取りも美しい。ちょっとしたアイデアで店頭でも動きが早く

なる。6 セットが 17 ドルというのも手ごろ価格だ。 

 

 

(29) メーカー名：Molly &Fig 

 

アイテム： グリーティングカード (Happy Anniversary) 

販売店舗：Blick Art 

価格 ： ＄4.00 

 

商品の特徴：  

愛くるしい犬写真とカードの内側に書かれているユニークなコメン

トのコントラストが非常に興味深いカードである。結婚記念日に夫から妻にわたすジョークのあ

るカード。犬（つまり夫のせりふ）「僕が道端

で食べかけのホットドッグを見つけたときよ

りも、君と出会ったことが人生で最高の出来

事だった！」つるんとした紙質で書きやすい

タッチである。透明の袋カバーは FOLD 式に

なっていて、中身のメッセージを確認しやす

くなっている。  

サイズ：縦 16cm 横 11.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

You’re the best thing that ever happened to me. 

(カード中身) 

Including the time I found that half-eaten hotdog in the street. Happy 

Anniversary. 

(カード裏) 

molly & fig Molly &Fig  All rights reserved www.mollyandfig.com 

http://www.rossi931.it/
http://www.mollyandfig.com/
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photograph KimLevin  

MF82 Half Eaten Hot Dog Published and distributed by Calypso Cards,Inc. 

Printed in USA on recycled paper 

(カバー袋) 

無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

普通のグリーティングカードの袋は、透明のプラスティック袋で封筒式になっている。中に、す

ぐに取り出せるようにふたがないものがはやっている。この製品に使われているのは、ブックカ

ーバーの方式で、カードが開けるようになっていて、袋から取り出す必要が無い。つまり、見や

すいカードなのである。 

 

 

(30) メーカー名：obsessive compulsive design  

 

アイテム： グリーティングカード(Sympathy) 

販売店舗：Blick Art 

価格 ： ＄3.25 

 

商品の特徴：  

紙自体に細かい模様が入っていて、リサイクルされた紙を使用され

たカードだとわかる手触り。自然をモチーフにした優しく落ち着い

たデザイン、カラー使いである。いろんな世代に向けて利用できる

デザインテイストのカードである。人を亡くしたときのお見舞いカ

ード。透明の袋カバーは FOLD 式になっていて、中身のメッセージ

を確認しやすくなっている。  

サイズ：縦 16cm 横 11.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

With sympathy 

(カード中身) 

wishing you peace and comfort 

(カード裏) 

ocd obsessive compulsive design www.ocdboston.com SYM7  Published and 

distributed by Calypso Cards,Inc. 

Printed in USA on recycled paper 

(カバー袋) 

無地透明  

 

http://www.ocdboston.com/
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日本企業が参考になること： 

最も伝統的なサイズである。どういうパターンにも使えるサイズ。これ以上大きいと、デザイン

が表現しにくいかもしれない。サイズに迷った場合は、このサイズを中心に考えると良いだろう。 

 

 

(31) メーカー名：J&M Martinez 

 

アイテム： グリーティングカード(Engagement) 

販売店舗：Blick Art 

価格 ：＄3.95 

 

商品の特徴： 

ユーモア性のあるメッセージと女性がフィアンセを引きずり歩こう

としている点は非常に面白い。結婚前のナーバスな友人に、「落ち着

いて！彼を引きずっていけばいいのよ。」というメッセージ。ゴール

ドカラーをふんだんに使用しており、ゴージャスさを感じ取れる。カ

ード裏側は単にゴールド一色ではなく、木目調のデザインが入ってい

る。ユーモアがある洒落たエンゲージメントカードである。 

サイズ：縦 16cm 横 11.5cm  

文字入り： 

(カード表) 

Keep Calm and Carry on 

(カード裏)  

Fine Stationary & Gifts   J&M Martinez Limited WE1018 J&M 

MARTINEZ LTD  

Printed in the U.S. JMMARTINEZ.COM Keep Calm Engagement 

Good News! This card’s carbon footprint was reduced by using paper from 

managed forest, clean manufacturing and minimal trucking.   

ISBN 0-9778772-6-4  Image used under license from Shutterstock.com 

(カード中身)  

with love and laughter always! (愛と笑いに包まれて) 

(カバー袋) 無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

大胆な構図。笑えるイラストと内容。思い切った表現はアメリカ的である。イラストの技術もか

なり高い。 

 

 

(32) メーカー名：uncooked inc 
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アイテム： グリーティングカード(Birthday) 

販売店舗：Kate’s Paperie 

価格 ： ＄3.95 

 

商品の特徴： 

ユーモアたっぷりのメッセージが書かれているバースデーカード。

「君の誕生日なんて良く覚えていたなあ！僕は忙しくて人気者だ

からね」 書かれている文字のスタイルもレトロなタイピングで打

ち込まれたようであり、やわらかさを感じ取れる書体である。紙の

手触りはさらりとしていて書きやすいタッチである。イエローの封筒つきでシンプルなデザイン

ながらも、カラーインパクトのある商品である。 

サイズ：縦 17.5cm 横 12.5cm  

文字入り： 

(カード表) 

I can’t believe I remembered your birthday. I’ve just been so 

busy and popular lately.  

I’m surprised I remembered you at all. Happy Birthday. 

(カード裏)  

uncooked exactly what you may or may not be thinking  

“happy birthday” inside more cards like this but not this but like this at  

uncookedland.com 039.birthday 2011 uncooked inc. 

(カード中身) 

happy birthday 

(カバー袋) 無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

デザインの面白さ。楽しいカードである。「笑い」「ユーモア」はアメリカの一番の売れ筋。ギフ

トバッグのイラストの黄色と封筒の色が同じなのが可愛く、かすれた印刷も楽しい。 

 

 

(33) メーカー名：greatarrow hand  

 

アイテム： グリーティングカード(birthday) 

販売店舗：K’s Paperie 

価格 ： ＄3.95 

 

商品の特徴： 

優しい色合いでデザインされた女性に受け入れられそうなカード。水

中を泳ぐ金魚をうまく表現したカラーデザインである。ゴールドで塗られた部分が中にあるメッ

http://www.santoro-london.com/
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セージ”best fishes”は“best wishes”に洒落を加えたもの

である。カードはブランク部分が多いので自由にアレ

ンジしやすくなっている。 

サイズ：縦 16cm 横 11.5cm  

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏)  

greatarrow hand silkscreened R5250 3.35 Canada 4.00 Design:CoriDantini 

Great Arrow Graphics Massimo Friedman Inc. Buffalo, NewYork 

www.greatarrow.com handmade in USA ISBN 1-57853-008-3 

(カード中身)  Best Fishes!  

(カバー袋) 無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

「うろこがきれいな魚がパーティに行く」というイラストである。ホンワカしていて、優しい色

合いである。このような「心地よい」カードは広い層に受け入れられるだろう。 

 

 

(34) メーカー名：katiemuch 

 

アイテム： グリーティングカード 

販売店舗：Kate’s Paperie 

価格 ： ＄6.50 

 

商品の特徴： 

ハンドプリントのデザインのアート･カード。よって、非常に味わい

ある雰囲気がでていて、リサイクルペーパーを利用

して作られていて、アイボリー色のカラーデザイン

からもそれが感じ取れる。ちょっとしたメッセージ

のためにいろんな用途で使用可能。 

サイズ：縦 14cm 横 10.5cm  

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏)  

katie much hand-printed in Canada on FSC 60% recycled paper, 100% 

recycled envelope. 2007-09 www.katiemuch.com 

(カード中身)  ブランク 

(カバー袋)  無地透明  

 

http://www.greatarrow.com/
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日本企業が参考になること： 

レトロ風なハンドプリントのタッチ。版画のような絵は誰でも懐かしさを覚えるのではないか。

「レトロ」は、いつの時代でも永遠のテーマ。 

 

 

(35) メーカー名：Santoro Graphics 

 

アイテム： グリーティングカード 

販売店舗：K’s Paperie 

価格 ： ＄7.95 

 

商品の特徴： 色々な用途のものとして利用で

きるカード。平らに収納されていて、開けると

きに後ろで引っ掛けられる仕組みになっている立体型の Pop-Up アイテムである。裏左サイドに

はメッセージを記入できる欄があり。メッセージを見たあとにインテリアとしてディスプレイし

ておくことも可能。暖色系を用いたカラー、まるで中を飛んでいるかのような蝶のデザインは女

性に受けいれられやすい商品デザインとなっている。 

サイズ：縦 20cm 横 11.5cm  

（組み立てた際の奥行き：11 cm） 

文字入り： 

(台紙表） 

Swing Cards 

The award winning dynamic 3D interactive cards  

www.santoro-london.com 

(台紙裏） 

Swing Cards  Award winning dynamic 3D interactive cards  Ready 

assembled Space for message  

Space for message Santoro London  

SC85  www.santoro-london.com 2007Santoro Graphic ltd London-England 

Patent Pending All Rights Reserved. Printed in England.UK tel(01709)518100 

Published by Santoro London Swing Cards is a registered trademark of 

Santoro Graphics Ltd. Design Concept and Structural Formal: Santoro 

Graphics Ltd. Card Range Design Concept 1990 protected by Design Right 

1994: Santoro Graphics Ltd   Card Design & Paper Engineering 2006, 

protected by Design Right 2007: Sntoro Graphics Ltd  

(カード左側面) 

Message  Santoro London Tel UK (01709) 518100   

Tel USA 248 593 6229 SC85  2007 Santoro Graphics Ltd.. 

All Rights Reserved. Printed in England.  www.santoro-london.com 

http://www.santoro-london.com/
http://www.santoro-london.com/
http://www.santoro-london.com/
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(カード右側面)  

Swing Cards  

Published by Santoro London Swing Cards is a registered trademark of Santoro Graphics Ltd.  Design 

Concept and Structural Formal: Santoro Graphics Ltd. 

Card Range Design Concept 1990 protected by Design Right 1994: Santoro Graphics Ltd   Card Design 

& Paper Engineering 2006, protected by Design Right 2007: Sntoro Graphics Ltd  

(カバー袋)無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

ゴチャゴチャしていて、「きれいなデザイン」とは言い難いが、パーティなどでは華やかで盛り

上がるだろう。こういう「派手なプレゼンテーション」もアメリカ人の好きなテイストである。

これを応用すれば、色々な「動きのあるデザイン」が出来るかもしれない。 

 

 

(36) メーカー名：Found Image Press  

 

アイテム： グリーティングカード 

販売店舗：Kisan 

価格 ： ＄4.25 

 

商品の特徴： 

旅先の思い出として送るグリーティングカード。ニューヨークにあるシンボルマークの建物の風

景を写真のように見立てたデザインである。カラーデザインはレトロ感を感じ取れる仕上がりと

なっている。比較的大き目のカードなので、ゆったりと旅先に関して記入することが可能な商品。

つるんとした紙質なので書き心地がよい。 

サイズ：縦 12.5cm 横 18cm  

文字入り： 

(カード表) 

Just arrived in New York. The wonder city 

(カード裏)  

Found Image Press Blank  foundimage.com 1.800.927.3722 EAN-13/UPC-A  

Custom Made in the USA NY 375 ISBN 

1-6015014-7-1 

(カード中身) ブランク 

(カバー袋)  無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

アメリカの定番のレトロカード。色の使い方が雰囲気を出している。色合いの感覚が日本人とは

かなり違うかもしれない。レトロタッチを品よく強調する色目の組み合わせは参考になる。 
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(37) メーカー名：writeables 

 

アイテム： グリーティングカード(fun card) 

販売店舗：Kisan 

価格 ： ＄4.25 

 

商品の特徴： 

アイボリー色でヴィンテージスタイルのイラストが書かれた FUN

カード。面白くちょっとしたメッセージを送るのに利用できるコン

パクトなアイテム。中身はブランクなので自由にアレンジできる。 

サイズ：縦 14cm 横 10.5cm  

文字入り： 

(カード表) 

Words for Things radio sewing machine  toaster  

Electric fan clock telephone typewriter record player  

(カード裏)  

writeables.com contains post consumer 

recycled content  Made in the USA 

(カード中身)  ブランク 

(カバー袋)  無地透明  

 

日本企業が参考になること： 

レトロカード。昔の「もの」を並べただ

けであるが、見ているだけで、「懐かしい」思いをもたらしてくれる。シンプルで良いデザイン

である。「ものの名前」というタイトルも雰囲気がある。このようなちょっと情緒に浸れる、考

えさせるカードも面白いコンセプト。 

 

 

(38) メーカー名:SNOW&GRAHAM 

 

アイテム： グリーティングカード（Love） 

販売店舗： Pink Olive (Brooklyn) 

価格 ： ＄4.25 

 

商品の特徴： 

コンパクトなサイズのカード。中はブランクなので、

自由にオリジナルのメッセージを書くことが可能。表に書かれている文字はプレスされたデザイ

ン。ジグソーパズルのデザインで、うまく“The Perfect Fit”を示している。アイボリー色の淡いカ
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ードであり、文字の字体からもわかるように優しく可愛いいテイストのカー

ド。見ようによっては、ちょっとセクシーでもある。若い消費者には受ける

ものであろう。ブラウンの封筒つき。 

サイズ：縦 12.5cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(カード表) 

The Perfect Fit  

(カード中身) ブランク 

(袋カバー） 透明無地 

 

日本企業が参考になること： 

オシャレ感のあるエスプリは大いに受ける。シンプルなさりげない

コンテンポラリーの表現が好ましい。こういう感覚は参考になる。 

 

 

(39) メーカー名:CHEWINGTHECUD 

 

アイテム： グリーティングカードセット(Thank you）販売

店舗： Pink Olive (Brooklyn) 

価格 ： ＄18.00 

 

商品の特徴： 

6 枚セットになったアイテム。ハンドプリントされたデザイ

ンで、表紙にある文字ピクチャーからユニークさを感じ取ることが

できる。｢心の底から感謝します｣を｢お皿の底から感謝します｣とい

うユーモア。パーティに呼んでくれたサンキューカード。中はブラ

ンクなのでオリジナリティーあるメッセージを記入することが可能。

茶封筒がついてくる。紙もしっかりしたもので、アイボリー色でや

さしくカジュアルに使用ができるカードである、 

サイズ：縦 9cm 横 12.5cm 

文字入り： 

(カード表) Thank you from the bottom of our planes 

(カード中身) ブランク 

(袋カバー） 透明無地 

 

日本企業が参考になること： 

これは食事招待のお礼のサンキューカードだが、このように、

色々なオケージョンにあわせて企画するのも面白い。伝えたい

こと、その思いが表現されているカードがあれば、消費者は手
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を伸ばすだろう。消費者の微妙な気持ちを表すカードは大いに参考になる。 

 

 

(40) メーカー名：favorite letterpress  

 

アイテム：グリーティングカード（baby） 

販売店舗：pink olive (Brooklyn) 

価格：$ 5.25 

 

商品の特徴： 

コンサートチケット風にデザインを施されたカード。 

音楽好きのカップルに出産の祝いとして渡すとユーモアがあ

り、喜ばれるアイテムであろう。プレス式に文字が紙に打ち込

まれていて、またアイボリーカラーの紙はヴィンテージなデザ

インテイストを感じさせる。中身はブランクなので、好きなようにアレンジできる。 

サイズ：縦 8.5cm 横 16cm 

文字入り： 

(カード表)  

Event Code: Baby1 Section/Aisles: Elite Row/Box BB Seat:1 

Admission; Adult Event Code: Baby 1 Cost: Priceless Order: Phone 

Admission: Vip Section: Elite Row: BB Seat:1 OrderNo.:33 Happy 

BB  Door open Midnight Your BB 

No Refunds No exchanges Priceless The Insomniacs Welcomes 

Rock-A-Bye baby Live at home  Hello  world day 12:00am 

(カード裏) 

favorite letterpress all a favorite design goods are handmade by 

amber&friends in Chicago.illinois usa @ 2010 amber favorite 

afavoriteddesign.com 

(中身）  ブランク 

 

日本企業が参考になること： 

コンサートのチケットをベースにしたデザインはインパクトが

ある。意外性のあるモチーフを使うというグリーティングカード

は面白いので人気が出るだろう。このような普通あまり無いサイ

ズの封筒ももらう方にとっては楽しい。 
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(41) メーカー名：Bald Guy 

 

アイテム：グリーティングカード (Thank you )

販売店舗：Chairman 

価格：$ 3.25 

 

商品の特徴： 

ポップなイラストが描かれたアイテム。ユニーク

に感謝の気持ちを述べることができる。グリーン

の封筒つき。 

カラフルなデザイン使いは多くの若い人々に受けるであろう。 

中にも十分に自由なコメントを書ける欄がある。 

サイズ：縦 17.5cm 横 12.5cm 

文字入り： 

(カード表)  

Thank you very much. 

(カード裏) 

BaldGuyGreetings baldguygreetings.com/baldguygreetings@gmail.com  

Check it out. Bald Guy loves the earth. $3.25US#089 

Bald Guy Greetings  

(中身） 

I just wanted to drop you a note and let you know how truly thankful I am. 

Also I really really want you to keep doing things for me, so I bought you 

this card. 

 

日本企業が参考になること： 

「あなたのしてくれたことすごく感謝しているから、もっと僕に対してこれからもそのようにし

てね」というユーモア・カード。イラストも笑える。アメリカの売れ筋であるユーモア・カード

をネイティブアメリカンと工夫して作ることも面白い。普通のアメリカンのテイストと少しだけ

ずれているのもユニークか。 

 

 

 

  

mailto:baldguygreetings.com/baldguygreetings@gmail.com
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2 サンプル分析-その他 

 

(42) メーカー名：Swinton Avenue  

 

アイテム： メモパッド 

販売店舗：Office Depot 

価格 ： $5.99 

 

商品の特徴： 

表・裏表紙は人の顔と魚らしき顔のイラストが描かれているハードカバ

ー。非常に個性の強いデザインである。表紙の折り返し部分にマ

グネットが仕込まれており、閉じた時にしっかり留まるようにな

っている。外の部分は全体的に少し光沢感のある布が使用されて

おり、光を反射して美しい。中は黒で統一されており、最初と最

後のページには１枚づつ黒の用紙が挿入されている。ページの最

後には黒の用紙を使用したポケットが付いているが、紙製のりづ

けなので充分な強度はない。中の用紙も糸で留めてある。持ち運

びに便利なハンディサイズ。外側がハードカバーなため、持ち運

びのダメージに強い。作り自体は良く出来ている。 

サイズ：縦 17.0cm 横 11.8cm 

文字入り： 

(表表紙) なし 

(裏表紙) 

・Medium fashion journal 160 lined pages 

・Distributed by:Swinton Avenue Trading Ltd.,Inc. 

・6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA 

・Made in China / Fabrique en Chine / Hecho en China ・Item 659-686 

・All rights reserved. Artwork © Karin Chariotte Zeller 

(中身)  

ページの最初と最後は黒の用紙が挟み込まれている。中はシンプ

ルな罫線入り。80 ページ。罫線のサイズ 7ｍｍ。ブックマークに

なるヒモ付き。 

(袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

ジャーナルがマグネットできちんと留まるというのは良いアイデアである。このデザインは、好

き嫌いがある思い切ったデザインだが、この品質で、シンプルなコンテンポラリーデザインで作

れば良い商品となる。この個性的なデザインが量販店で販売されているというのは注目に値する。 
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(43) メーカー名：ステイプルズ 

 

アイテム：ノート 

販売店舗：STAPLES 

価格 ： $1.00 

 

商品の特徴：最もシンプルなタイプのノート。表紙

はなく、背表紙の折り返しに社名が入っている。安

さのためか斜めに曲がっている。裏表紙には厚紙が使用されている。1 枚毎に

ミシン目が入っており切り離しやすい。それぞれ 9mm 幅の罫線が両面印刷さ

れているが、紙の厚さが非常に薄いため裏写りしやすい。用紙はざらつきがあ

り、質の良い紙とは言えない。すべての用紙をホッチキスで留め、背表紙で隠

しているものの仕上がりは雑である。表紙がないので、すぐに何かを書き留め

たり、千切ったりできるという点では便利。日常生活の中で気軽に使いやすい

ノートである。 

サイズ：縦 29.7cm 横 21.5cm 

文字入り： 

(表表紙)  STAPLES 

(裏表紙) 

・STAPLES Writing Pad – Canary ・8.5 in × 11.75 in. – Wide Ruled 40066 

・Staples the Office Superstore, LLC 

・500 Staples Drive Framingham, MA 01702 USA ・Made in China 

・©2010 Staples, Inc. ・R-EN1 

(中身) 

用紙/黄色。9mm 幅罫線入り(両面)。左端から 3.5mm の位置、縦に赤いライ

ンが 2 本入っている。46 ページ。 

 (袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

この商品は、アメリカの典型的な低価格ステーショナリーである。中国製で全くこだわりの無い

安さが特徴の製品。日本企業がこの製品に対抗して製品開発をしても意味はないだろうが、こう

いう製品を日常的に活用しているアメリカの消費者も多いということは認識して、同じ消費者に

納得させる明確なわかりやすいコンセプトを持った日本製品を提案しなければならない。 

 

 

(44) メーカー名：ステイプルズ 

 

アイテム： ノート 
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販売店舗：STAPLES 

価格 ： $1.00 

 

商品の特徴： 

メモや手紙を書くのに手頃なサイズ。表紙がなく 1 枚

目から字を書くことができる。裏表紙は厚紙が使用さ

れているため、しっかりした印象。1 枚毎にミシン目

が入っているのできれいに切り離すことができる。比

較的厚手で少しだけ光沢感のあるなめらかな用紙を使用しているため、文字を書きやすく手紙に

最適といえる。背表紙の折り返し部分に会社ロゴ、商品説明が少し書かれている以外は何の飾り

もない。 

サイズ：縦 22cm 横 12.7cm 

文字入り： 

(表表紙)  STAPLES 

(裏表紙)  

・5in / po ×8in / po Writing Pad / Bloc ・Narrow Ruled With Border / Avec Bordure 

・50 Sheets / Feuilles ・Staples the Office Superstore, LLC.  

・500 Staples Drive Framingham, MA 01702 USA ・Made in Egypt / Fabrique en Egypte 

・©2011 Staples, Inc. ・21830 M 

(中身) 

1 枚毎、紫をベースにした柄で縁取りされている。すべてミシン目入り。6mm 幅罫線(片面印刷)。

50 ページ。 

(袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

デザインに参考になることはないが、このような小さめのノートの需要はかなりある。ビジネス

パーソンが、自分のバッグに入れておくノートは、この位のサイズが手ごろである。 

 

 

(45) メーカー名：Speedball 

 

アイテム： スケッチブック 

販売店舗：STAPLES 

価格 ： $6.49 

 

商品の特徴： 

シンプルな白・無地のスケッチブック。画用紙ほどの厚さの用紙を使用。

表・裏面ともに滑らかな手触りで描き心地もよい。絵の具やインクを使用すると裏写りしてしま

うので、デッサンや色鉛筆、クレヨン向きである。裏表紙にはかなりしっかりした厚紙が使用さ
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れており、強度があって描きやすい。全部の用紙はリングで留めてあるた

め、きれいに切り離すことはできない。 

サイズ：縦 30.5cm 横 22.9cm 

文字入り： 

(表表紙)  

・Asid Free – Sans acide – Sin acido ・523 ・(114 GSM)  

・pH Neutral ・70lb. ・HEAVY WEIGHT PAPIER LOURD 

・Bienfang ・9” × 12” (229mm × 305mm)  

・30 Sheets - Feuilles – Hojas 

・PAPIER A DESSIN ・PAPEL PARA DIBUJAR  

・RARITAN DRAWING ・Speedball 2301 Speedball Road, Statesville, NC 28677. ・Made in Canada / 

Fabrique en Canada / Hecho en Canada ・©2010 Speedball Art Products Company 

(裏表紙) 厚紙、文字なし 

(中身)  

白無地の画用紙、30 ページ。表面は滑らかで表・裏の区別はない。 

(袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

品質的にはそれほど高いものではないので、参考にはならないが、表紙のデザインはインパクト

があり、アメリカの消費者は好むだろう。サイズもインチ、センチ双方の表示があるのはアメリ

カや他国に売るためには便利。カナダ製なので、英語、フランス語の表示、カナダマーケットに

売る場合には必要である。 

 

 

(46) メーカー名：RHODIA  

 

アイテム： ノート 

販売店舗：Utrecht 

価格 ： $3.19 

 

商品の特徴： 

表・裏表紙とも黒で少し光沢がある。表紙は柔らか

いながらも少し肉厚で、持ち運び時の衝撃にも強そ

う。表には RHODIA のオレンジ色のロゴのみが入っている。シ

ンプルだが黒地にオレンジのロゴが映えている。裏表紙も同じ

くオレンジのみ使用。コンセプトに統一感がある。ページ数、

重さ、サイズなどの情報が表示されているので消費者にとって

親切。ノートの背部分はホッチキスで 3 点留めされており、見

た目に美しいとは言えない。中の紙質はなめらかで高品質。1



 

108 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

枚 1 枚にしっかり厚みがあるため文字が書きやすい。 

サイズ：縦 21cm 横 14.8cm 

文字入り： 

(表表紙)  RHODIA  

(裏表紙) 

RHODIA  

・www.bloc-rhodia.com ・96 pages 48 sheets ・14.8×21cm ・RHODIA paper 80g・Made in France ・

PEFC PEFC/10-31-714 Promouvoir la gestion durable des forets ・ Promoting sustainable forest 

management ・www.pefc.org 

(中身)  

シンプルな罫線入りノート。表・裏中表紙は黒の無地。罫線サ

イズ/8ｍｍ。罫線の色/薄紫。48 ページ。 

(袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

このシンプルなフランス製のノートはアメリカの多くのアートショップ、ステーショナリーショ

ップで販売されている。商品自体はそれほど、ユニークで傑出したものではないが、広く出回っ

ているのはなぜか。それは、RHODIA というブランド戦略の成功である。このオレンジ色のロゴ

は広く知れ渡っている。そのブランドイメージによって、非常に多くの店舗が取り扱うようにな

ったのである。ブランディングの重要性を物語っている商品である。 

 

 

(47) メーカー名：RHODIA  

 

アイテム： メモパッド 

販売店舗：Utrecht 

価格 ： $2.69 

 

商品の特徴： 

表・裏表紙ともに光沢感のあるオレンジ地に黒字で統一されている。表表紙

には折り目が入っており表紙を開きやすい。全体的にすっきりとしたデザイ

ンだが、表の部分はホッチキスの針が剥き出しになっており、あまり美しい

とは言えない。背表紙部分には会社名のロゴと、方眼のサイズが入っている。

中のメモ用紙には1枚1枚ミシン目が入っており、切り離して使用しやすい。

また、用紙は滑らかで、厚みもしっかりあるので裏写りしにくく、書きやす

い。 

サイズ：縦 12.0cm 横 8.5cm 

文字入り： 

(表表紙) RHODIA  
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(裏表紙) RHODIA 

・www.bloc-rhodia.com  

・PATENT PENDING SANGRIF N°94/09 142 

・BLOC RHODIA N°12 ・80 feuillets-sheets ・80 g/㎡-21.3 lb 

・Papier Velin Superieur – High Grade Vellum Paper  

・Format 8.5×12.0cm - Size 3.3×4.7in. ・5×5 

・PEFC PEFC/10-31-714 www.pefc.org ・Marque et modele deposes MADE IN 

FRANCE 

(中身)  

5mm 四方の方眼入りメモ帳。1 枚 1 枚ミシン目が入っているので、きれいに切り離すことができ

る。一番最後のページには厚紙が加えられ補強されている。線の色/薄紫。80 ページ。 

(袋カバー） なし 

 

日本企業が参考になること： 

ブランディングの重要性は、前項に述べたとおりである。ブランドという軸がしっかりすれば、

このように小さい製品でも、｢価値｣が出てくる。ペンとセットで、簡単なギフトにもなるだろう。

無名の安物をもらうよりもフランス製の RHODIA のメモ用紙をもらえば送り主の心遣いを感じ

ることだろう。ブランド名、Made in Japan も充分価値を感じる製品だ。紙製品の企業はこのよう

な幅の広い製品を総合的に海外市場に販売する意義は大きい。 

 

 

(48) メーカー名：SNOW & GRAHAM 

 

アイテム：レターセット(BOX 入り) 

販売店舗：Pink Olive 

価格 ：＄25.00 

 

商品の特徴： 

12 枚のオレンジ色の封筒、12 枚の” I often 

think of you”というメッセージ入り便箋そし

て無地の白い便箋 24 枚が薄いグリーンの箱入りでセットにな

っている。箱は入っている中身の物がわかるように販売されて

いる。便箋はシンプルであるが箱の内側はバラの模様になって

おり見えづらいところにも気を使っている。便箋は線の入って

いないものなので、まっすぐ文字を書けるように線入りの下敷

きが、1 枚ついている。便箋はコットンできており、柔らかく

少しざらっとしているのが特徴的である。箱の中には、上げ底

にしている。 

サイズ：縦 17cm 横 13cm 
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文字入り： 

(便箋)  

無地のもの 24 枚と、I often think of you と書かれたもの 12 枚

がはいっている。 

(カード裏) 

SNOW&GRAHAM Chicago letterpress PRINTED #1330 

(カード中身)  なし。 

(箱表） Fawnsberg  STATION OF YEARS 

(箱裏） 

表記なし 

(袋カバー表） 

透明無地  右上シール 100% COTTON WRISTING 

SHEETS 12 PRENTED 24 BLANK  12 ENVELOPES  FB101 

Often Fawnsberg  2011 primele PRIMELE STUDIO, INC. 

MADE IN THE USA  Fawnsberg 

(袋カバー裏） 

FAWNSBER FB101 NA 1123453011 often stationery set  

 

日本企業にとって参考になること： 

このセットがアメリカ製で小売価格 25 ドル。卸価格は 12 ドルか。4 種類の製品がセットになっ

て、この価格はたいしたものだ。おそらく、同じタイプの製品でいくつかの色違い製品、デザイ

ン違い製品があるのであろう。ちょっとおしゃれなギフトとして気が利いている。グリーティン

グカード企業のセカンドライン商品としてこのようなシンプルで誰もが仕える「紙のギフト製品」

は面白い。 

 

 

(49) メーカー名:Red Houseshoe Paper  

 

アイテム： ノート 

販売店舗： Cog & Pearl 

価格 ： ＄4.00 

 

商品の特徴：  

コンパクトでかわいらしいノート。使われてい

る淡いピンクがレトロでガーリーなテイストを生み出している。裏表、上下がさかさまになった

デザインで、中のノートも半分、上下逆さまになったデザインであり非常にユニークで遊び心の

ある商品。つるっとした紙質で書きやすいタッチである。 

サイズ：縦 12cm 横 7cm 

文字入り： 
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(表表紙) Original Land Mark  Telegram   

Pocket note book Class of Service This is a fast message unless its 

deferred chat. Actor is indicated by then proper symbol. 

(裏表紙)  

Original Land Mark Telegram   

Pocket notebook symbols PL = pay letter NL= night letter 

LT=International letter Telegram 

(表紙裏） 

-Steel Dreams- The Chrysler Building, Once the world’s tallest, Opened in 

1930. The Golden Gate Bridge, Once the world’s longest suspension 

bridge, opened in 1937 

Red Houseshoe paper Printed in China  

(中身) 

the landmark notebook  Keep what is worth keeping. 

(裏紙裏） 

Landmark Telegram Symbols DL=Day letter NL=Night letter 

LT=International Letter Telegram  

in the date line on domestic telegrams in Local time at point. Time of 

receipt is Local time point of destination. 

IMAGINE THE OPPSITE  

The company will appreciate suggestions from its patrons concerning it service. 

 

日本企業が参考になること： 

表紙と中の Note が違い色というアイデアは面白い。色々な組み合わせが考えられる。消費者の好

み、トレンドの流れなどを取り入れたメモ帳になる。 

 

 

(50) メーカー名:O-CHECK DESIGN GRAPHICS 

 

アイテム： ノート  

販売店舗： Cog & Pearl 

価格 ： ＄7.00 

 

商品の特徴：  

やわらかい紙質でつるっと滑らかな手触りであ

る。カラーデザインも淡い色で仕上げられていて、

優しい雰囲気のノートでかわいらしいものが好きな女性向きの商品。中は、シンプルに 25 行ほ

どの線が横にかかれていて非常に文字が書きやすい幅のデザインである。 
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サイズ：縦 21cm 横 15cm 

文字入り： 

(表表紙) A’la scene LeCahier  

(裏表紙) O-check Design Graphics 

Tous droits reserves Fabrique par o-check au coree  

All rights reserved Made by o-check in korea  

2010 ww.o-check.net  

 

日本企業が参考になること： 

淡い色の組み合わせによるトーンを好む消費者は多い。大変きれいに出来ている Note である。フ

ランス語の文字というのはわざとらしいが、｢癒し系｣の商品自体は。アメリカでも大きく売れて

いくだろう。 

 

 

(51) メーカー名：Girl of All work 

 

アイテム： ジャーナル 

販売店舗：Blick Art 

価格 ： $6.49 

 

商品の特徴： 

着物のように体にまとうようにノートを閉じることが

できるユニークな商品。コンパクトで持ち運びが非常に便利であり、

とっさのときにメモを取るのに役立つ商品であろう。デザインも和の

テイストで家紋のような模様がふんだんに使われている。暖色でまと

められたカラーデザインは女性受けしやすい。 

サイズ：縦 17.5cm 横 9cm 

文字入り： 

(表表紙)  

the ona collection  Girl of All Work Office Accessories 

(裏表紙) 

Girl of all work 

(袋カバー） SKU:118673740 V# GWO704  Blossom Kimono Journa  

our price 6.49 

 

日本企業が参考になること： 

着物のようなユニークなカバー、和のプリントなど、日本をデザイン化した製品はアメリカでも

時折見かける。それらは、アメリカのデザイナーの製品である。「和」のデザインは使い方によ

って新鮮なデザインになる。日本のデザイナーももっと意識しても良いのではないか。 
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(52) メーカー名：Orla Kiely paper 

 

アイテム： ダイアリーセット 

販売店舗：Bricks Art 

価格 ： $11.99 

 

商品の特徴： 

形がコンパクトであること、表紙のデザインは女性が好むテイストである。 

1 冊目 2010 年 12 月から 2012 年 1 月まで 2 冊目は 2011 年 12 月からの

ダイアリーを書くことが可能。 

サイズ：縦 15.5cm 横 8cm 

文字入り： 

(表表紙) ブランク 

(裏表紙) ブランク 

(袋カバー表） 

Oral Kiely paper 2011 Diary&2012Diary  

(袋カバー裏） 

SKU:766971003  V# 19365 Multi Stem Diary Set 

Our Price $11.99  

Description: Orla Kiely 2011&2012 Diaries 

Item.No:19365 

(中身) 

一言日記が書けるほどのスペースがある。ダイアリーとしてだけでな

く、手帳としても利用することが可能。ダイアリー帳の後半には、

NOTE として無地のページが 10 ページほどある。英語、フランス語、

日本語（カタカナ表記）ドイツ語で曜日が記載されている。 

 

日本企業が参考になること： 

日付の入った手帳は無論日本にもたくさんあるが、1 年分が 2 冊、つ

まり 2 年分の手帳が一つのセットで売られるというのは珍しいのではないか。「1 月を過ぎるとそ

の年の手帳は売れない」と言われるが、2 年分になるとどうなのであろうか。ちなみに、このセ

ットを買ったのは、2012 年 1 月であるが、一冊は 2012 年版だったので使えるが、もう一冊は 2011

年の過去の手帳であった。 

 

 

(53) メーカー名：Blick art materials  

 

アイテム： カード 
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販売店舗：Blick art materials 

価格 ： $3.49 

 

商品の特徴： 

10 枚セットになったしっかりと丈夫な無地のカードである。いろい

ろな風にアレンジが可能。 

サイズ：縦 18.5cm 横 13.5cm 

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏) ブランク 

(袋カバー) 無地透明 

シールが表についていてコメントあり。 

Blick art materials 

A7 Flat Card 5”× 7”  

10 cards per pack Laser and in jet compatible Contains up to 30% PCW 

recycled materials. By waste not paper 

 

日本企業が参考になること： 

カードを手作りで作るクラフト好きなヒトはアメリカでも少なくない。

プレーンな上質紙をカードサイズにカットして 10 枚セットにして商

品化するのは良いアイデアである。紙の色も 6－10 色あれば、コーナ

ー展開が出来る。 

 

 

(54) メーカー名：Blick art materials  

 

アイテム： 封筒 

販売店舗：Blick art materials 

価格 ： $4.99 

 

商品の特徴： 

10 枚セットになったしっかりと丈夫な無地の封筒である。色々なテ

イストのカードやはがきとともに利用できる淡いブルーのカラーである。 

サイズ：縦 17.5cm 横 12.5cm 

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏) ブランク 

(袋カバー) 無地透明 

シールが表についていてコメントあり。 
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Blick art materials 

A7 Envelope 5 1/4”× 7 1/4”  

10 cards per pack Laser and ink jet compatible Contains up to 30% 

PCW recycled materials. By waste not paper 

 

日本企業が参考になること： 

手作りカードの封筒。カード、便箋と同じ色が揃えられている。封筒単体としても売れる可能性

はある。 

 

 

(55) メーカー名：Blick art materials  

 

アイテム： 用紙 

販売店舗：Blick art materials 

価格 ： $3.49 

 

商品の特徴： 

10 枚セットになったしっかりと丈夫な無地の紙用紙である。いろん

な風に使用可能。 

サイズ：縦 28cm 横 21.5cm 

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏) ブランク 

(袋カバー) 無地透明 

シールが表についていてコメントあり。 

Blick art materials 

A7 Flat Card 8 1/2”× 11”  

10 cards per pack Laser and in jet compatible Contains up to 30% PCW 

recycled materials. By waste not paper 

 

日本企業が参考になること： 

セットになる封筒を別売りしている。色を増やすことによって、製品ボ

リュームが出せる。デザイン性がなく、シンプルで誰でも、どんな用途

にも使えるので、長い期間販売を継続できるというメリットがある。 

 

 

(56) メーカー名：Moleskine 

 

アイテム： ジャーナル（レシピ帳） 
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販売店舗：Blick Art 

価格 ： $19.95 

 

商品の特徴： 

レシピをまとめて、オリジナルレシピ帳を作

ることができるジャーナル。 

丈夫で汚れにくいデザインのカバー。フロン

トカバーには、レシピの手帳なのでフォーク、

ナイフなどテーブルウエア、調理器具などの

イラストがかたどられている。気になる記事など小さなメ

モを収納したり、きれいにまとめられるように内側ポケッ

トがあり、開閉部分は布地になっている。黒いバンド付き

できれいにこのジャーナルを保存できるようになってい

る。耐久性に優れており、永く愛用できるデザインの商品

である。 

サイズ：縦 21cm 横 13cm 

文字入り： 

(表表紙) ブランク 

(裏表紙) ブランク 

(カバー表） 

MOLESKINE passions Recipe Journal Carnet Recettes Journals for the loves of your life 

(カバー裏） 

Recipe complete collection and translations at www.moleskine.com  

Recipe Journal – Carnet Recettes Collect and organize your passion for 

cooking: 

.6 themed sections to fill in 

.6 tabbled sections to personalize 

.food calendars, food facts, measures and conversions,blackpages 

.242 adhesive labels for personalizing your journal  

.Designed by MOLESKINE in Italy- Manufactured in China 

(中身) 

付録として料理でよく使う用語の小冊子がついている。またかわい

く楽しくレシピ帳をデコレートするために、3 枚シートのシール

がついている。Appetizers  First Courses  Main Dishes  Side 

Dishes  Desserts  Cocktails と大きくカテゴライズされていてそ

れ ぞ れ に タ ブ が つ い て い る 。 各 カ テ ゴ リ ー ” recipe , 

ingredients ,preparation, difficulty,  serves,  preparation time, 

cooking time , cooking process, wine pairings, note  rating”などのよ

うな見出しが各ページきれいに見やすく書いてある。後半 100 ペ

http://www.moleskine.com/
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ージほど 5 行ほどの線が入ったページになっていて、また残りの 10 ページはブランクの無地で

あり自由に使用できるようになっている。 

 

日本企業が参考になること： 

料理のレシピ帳であるが、実に細かく書けるフォームになっている。料理の好きな人へのギフト

としては最適であろう。このような「人の趣味」「実用的」なノートは色々な分野で考えられる。

料理以外でも植物栽培とか野菜栽培、旅行、音楽、スポーツなど。趣味に徹底した製品というの

も大きな需要が見込まれる。製品の製作者はそのカテゴリーを充分体験している人であるべきだ。

用語集が、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語というのもすごい。 

 

 

(57) メーカー名：Trevor Wayne  

 

アイテム：ポストカード 

販売店舗：Exit 9 

価格 ：＄1.50 

 

商品の特徴： 

ちょっとしたメッセージを書いて送りたい場合に利用できるカード。 

切手を貼る場所もあるので、そのままはがきとして送ることが可能。オズの魔法使いのキャラク

ターを用いていて、きりっとした顔のイラストになっていて、少し不気味であるがそれが、ユニ

ークさを含んでいるカードであるともとることができる商品。 

サイズ：縦 15cm 横 10cm 

文字入り： 

(カード表) ブランク 

(カード裏) 

Wizard of Hogwarts   

Art by TrevorWayne.com 

 

日本企業が参考になること： 

デザインのあるはがきである。グリーティングカードをデザインする会社は、このような日常的

に使う「はがき」も良いのではないか。このサイズであれば、小さな額に入れて部屋に飾ること

も出来る。「デザイン」を色々な場面で活かすことも低単価ビジネスを行う紙製品の企業にとっ

ては必要なことである。 

 

 

(58) メーカー名：Roger la Borde 

 

アイテム： ギフトバック 
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販売店舗：Exit 9  

価格 ： $4.5 

 

商品の特徴： 

さらりとさわり心地のよい紙素材でできているギフトバック。 

取っ手にはメッセージが書きこめるように小さなカードがつ

いている。 

デザインに関しては、森をイメージしてされたもので、植

物やかわいらしい動物が描かれていている。 

サイズ：縦 21cm 横 13.5cm 

文字入り： 

(バック底)  

Roger la Borde 

A Roger la Borde design 2011 rogeriaborde.com Designed by 

Repeat Repeat Printed in China on papr from 

managed forests using vegetable based inks. 

 

日本企業が参考になること： 

ギフトをきれいなラッピングペーパーに包ん

で完成させることはアメリカ人にとっては至

難の業。むしろ、ギフトバッグに入れて簡単なカードを買い手渡す方が断然楽に違いない。した

がって、ギフトバッグの製品はかなり需要が見込める。袋の大きさも色々そろえると良い。特に

小さいバッグは需要が大きい。 

 

 

(59) メーカー名：International Arrivals LLD 

 

アイテム： ノート(ジャーナル) 

販売店舗：Exit 9  

価格 ： $7.00 

 

商品の特徴： 

切り離しが可能なノートで厚みがある。 

表紙のデザインは女の子が気に入りそうなかわ

いらしいアライグマが描かれていて 

優しいデザインタッチである。紙の素材は、柔らかくつるんとした表面加工されている。 

中の紙も同様に滑らかであり、書き心地がよい。 

サイズ：縦 21cm 横 13.5cm 

文字入り： 
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(表表紙) ブランク 

(裏表紙) 

About the Artists of This Journal; 

Aaron and Ayumi Diland are the fantastical magical duo known APAK. 

They are a childlike husband and wife team who create artwork together as a way of exploring the beauty, 

mystery, and magic of life as well as expressing their love for life and each other. This journal is dedicated 

to those who follow their hearts and pursue their dreams-A+A   

You can find out more about APAK. At www.apalstudio.com  

VER-SZ PO#566 SKU#118-95 UPC#879426002581 Made in China 12/10 International Arrivals LLC. 

Oceanside, CA 92056 www.intlarivals.com  

(中身) 

120 ページの用紙があり各ページ 30 行ほどの線が入っている。 

(袋カバー) 無地透明 

シールが裏についている。 Write-on each pad contains 120 lined, 

perforated pages International Arrivals Oceanside, A 92056 

www.intlarrivals.com Made in China 

 

日本企業が参考になること： 

ページ数が多いノート（ジャーナル）は、アメリカ人の好きな「たっぷり感」にあっている。日

本製はこれほど厚くは無いだろう。薄くして安めの価格をつけることも必要かもしれないが、ペ

ージを多くして、「たっぷり感」を出すことも消費者には魅力だ。また、少し定形外のサイズは

おしゃれっぽくて楽しい。 

 

 

(60) メーカー名：waste not paper 

 

アイテム： ラベルシールセット 

販売店舗：Blick art materials 

価格 ： $2.97 

 

商品の特徴： 

5枚セットになったブラウン色のラベルシート。 

袋カバーには、アドレスを書いたり、ファイルギフトボックスの封を閉めるために使用したり、

ギフトペーパーを包むために使用したり、ギフトラップに貼ってデコレーションとしていろいろ

利用できることなどをイラストを用いて表現している。これによってカスタマーの購入目的の幅

を広げていて、非常にうまく販売促進を行っているパッケージである。 

サイズ：縦 28cm 横 21.5cm 

文字入り： 

(カード表) ブランク 

http://www.apalstudio.com/
http://www.intlarrivals.com/
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(カード裏) ブランク 

(袋カバー) 

無地透明 

シールが表についていてコメントあり。 

Ideas for use: addressing envelopes on file folders on gift boxes as 

tape on gift wrap as garland Label sheets are easy to use with many 

software programs. 

50 l 3 1/4” ×2” 5 sheets  60 l 21/2”×21/2” 5 sheets 150 l 2 5/8”×1” 5 sheets 20 l 4”×4”  5 sheets  240 

l 1 1/4” ×1 1/4” 5 sheets For templates go to www.wastenotpaper.com 

 

日本企業が参考になること： 

住所ラベルは大体四角のラベルであるが、この製品は、丸や楕円のラベル。ユニークで意外性が

ある。この用に、普通に使えて、かつユニークな形状という製品は売りやすい。大いに参考にな

る。 

 

 

(61) メーカー名：waste not paper 

 

アイテム： アートペーパー 

販売店舗：Blick art materials 

価格 ： $18 

 

商品の特徴： 

非常にユニークなアートペーパー。額縁に入れ、インテリアアイテ

ムとして飾ることが可能。レトロな雰囲気をもつ商品でモダンテイ

ストの雰囲気の場所には非常にふさわしいであろう。紙は百科辞典のページを使っており、非常

に薄いので、袋には補強のために硬い台紙が入っている。 

サイズ：縦 28cm 横 21cm 

文字入り： 

(ペーパー表、裏)  

有名な人物に関してディクショナリーの 1 ページに魚がプリントされ

ている。 

(袋カバー) 無地透明 

 

日本企業が参考になること： 

百科辞典のページの上に印刷するという奇想天外のアイデア。量産はどのようにしているかが不

思議である。このように、まったく発想を異にした製品はマーケットの刺激を与える。 
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(62) メーカー名：不明 

 

アイテム： ギフトバック 

販売店舗：Red Pearl 

価格 ： $5.50 

 

商品の特徴： 

中東系で発行されている新聞紙をリサイクルして作られたエコバッ

ク。新聞紙の上にピンクで花柄の模様などかわいら

しくプリントが施されている。しっかりと丈夫なギ

フトバックである。新聞で作られているせいか、少

し手に汚れがつくのが気になるが｢違い｣を感じさ

せる。 

サイズ：横 17.5cm 縦 9 cm 高さ 25cm 

文字入り： 

(バック全体)  

中東系の文字が書かれている。 

(小さなタグ) 

This paper bag is made from recycled cotton rags. Handmade with love, 

this is a fair trade product respecting our planet and it’s people. 

 

日本企業が参考になること： 

異文化をアクセントに使って成功しているデザインである。｢和｣のテイストもこのような｢洋｣の

テイストとうまく組み合わせて表現したい。 

 

 

(63) メーカー名：smock 

 

アイテム： ラッピングペーパー 

販売店舗：Red Pearl 

価格 ： $8.50 

 

商品の特徴： 

両面どちらでも使用が可能なラッピングペーパー。リサイクルペ

ーパーで作られていて風力発電でプリントデザインされているエ

コな商品。かわいらしい花柄の模様が描かれていて女性によく受

けるアイテムである。紙質も丈夫でしっかりしたものである。 

サイズ：横 36”cm 縦 24 cm  
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文字入り： 

(紙裏：オレンジ色の面)  

smock No.991 smockpaper.com sustainably printed with wind energy on 100% post-consumer recycled 

paper  FSC Recycled supporting responsible use of forest resources www.fsc.org Cert no 

SCS-COC-00635 1996 Forest Stewardship Council  

1% for the planet member  100% wind powered Green America 

Approved for people and planet  

(紙表：モスグリーン色の面) なし 

(袋カバー) 

smock This package includes 2 Double-side sheets www.smockpaper.com 

sustainably printed with wind energy on 100% post-consumer recycled 

paper. 

24”×36” gift wrap  1%  for the planet member  Co-op America 

approved for people and planet 100% wind powered Green America 

Approved for people and planet  

 

日本企業が参考になること： 

エコ製品を強くアピールしている。エコを切り口に市場にアピールするのであれば、このような

表現方法は充分参考になる。 

 

 

http://www.fsc.org/
http://www.smockpaper.com/

