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第八章 商品戦略の課題 

 

 

「第八章のポイント」 

 

商品の差別化の表現 

「米国の製品とここが違う」という明確な差別化できる製品の長所があればバイヤーへの説得力

は増す。 

 

ブランドの競争 

米国市場で商品を幅広く販売するためには、「ブランド戦略」が効果的である。統一したイメー

ジ、ネーミング、ロゴ、カラーである。知名度を浸透させるために、妥協のない｢徹底したブラ

ンド戦略｣をとる。 

 

紙製品のビジネス 

紙製品ビジネスを発展的なビジネスにする為には、「紙の総合ビジネス」にするしか道は無い。 
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1 商品の差別化 

 

 

米国市場には、日本企業が扱う製品と同じカテゴリーの製品が存在する。中には、デザイン的に

かなり近いものもあるかもしれない。それらの情報は、徹底した市場調査でまず明らかにしなけ

ればならない。そして、「米国の製品とここが違う」という明確な差別化できる製品の長所があ

ればバイヤーへの説得力は増す。紙製品の「商品」は、主に「デザイン」、「色」、「サイズ」、「素

材」、「アイデア」、「パッケージ」そして「価格」で成立している。これらの要素の中のどこかで、

米国の製品より優れていることがあれば、米国市場で「売れる商品」になる。 

 

 

(1) グリーティングカード、アート・ポスター 

 

① デザイン 

米国には多くのグリーティングカード企業が存在し、多くの種類の

カードを出している。その競争の中で販売するので、はっきりした

特徴のある差別化されたデザインが必要である。しかし、「和」の雰

囲気があまり強いと、一部の日本ファンにしか売れなくなるので、

米国的なデザインの中に「和」の要素をうまく使うことが大切であ

る。日本独特の「アニメ」的なデザインも注目を集めるだろう。「暗

いカード「マイナーなイメージ」も、カードとしては面白いが、販

売対象を狭める可能性が高くなる。癒し系のデザインは広い層に受

け、日本のデザインが活かせるデザイン分野である。ユーモアのタ

ッチは日本と米国とはかなり違うので、難しい分野ではある。アー

ティスト・テイストの強いものは、普遍性があるので広い層にうけるだろう。「癒し系デザイン」

「アート的デザイン」「アニメタッチのデザイン」を日本のグリーティングカード会社が米国市

場向けに企画すると良いのではないか。それは、ポスターデザインにも言えることである。米国

のデザインと差別化するには、かなり思い切ったデザイン・コンセプトが必要になる。 

 

② サイズ 

現在のグリーティングカードのサイズは非常に微妙である。これは、デザインとも関わってくる

が、端的にいえば、女性に喜ばれる「おしゃれ度の強い」製品ほど、小さめのカードになってい

る。それに比べて一般的なものは大きめ。 

（おしゃれなサイズ） 

8.5cmX13.5cm 

11cmX14cm 

10.5cmX14cm 

8.5cmX13.5cm 

 

(2) ラッピングペーパー 

 

一般のラッピングペーパーは、無地にしてもプリントにしても多くの種類が米国にはある。日本
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の紙企業が狙えるのは、プリントのデザインか、紙の

素材で差別化できる製品だろう。また、日本のリボン

は優れたものが多いので、リボンとラッピングペーパ

ーをセットにしたものが良いのではないか。米国の消

費者はどの分野でもそうだが、色には強く反応するの

で、米国人の好きな色、米国のトレンド色に合わせた

配色が必要である。 

 

(3) ギフトバッグ 

 

一般のギフトバッグは、無地にしてもプリントにしても多くの種類が米国にはある。日本の紙企

業が狙えるのは、プリントのデザインか、紙の素材で差別化できる製品になるだろう。 

 

(4) ギフト Box 

 

ユニークな形状のギフト Box は、米国でも際立つのではないか。特に、高級なアクセサリー向け

のものであれば、価格は吸収する。 

 

(5) ジャーナル、ノート、ノートパッド 

 

日本の紙質、綴じの技術は優れているので、品質の高いものは丈夫で使いやすさをアピールでき

るだろう。表紙をデザインで差別化することもできるだろう。 

 

(6) 便箋、封筒 

 

紙の質で差別化が出来る。セットにする時はパッケージのデザインが重要な要素となる。封筒に

入れた手紙を出すというのは、米国人でも「特別なオケージョン」である。パッケージデザイン

がおしゃれで、品が良く、センスのあるレターセットは、それ自体がギフトにもなるだろう。 

 

 

2 ブランド戦略 

 

 

(1) ブランド戦略の徹底化 

 

米国市場で商品を定着させ幅広く販売するためには、「ブランド戦

略」が最も効果的である。統一したデザイン、イメージ、ネーミン

グ、ロゴ、カラーである。知名度を浸透させるために、妥協のない

｢徹底したブランド戦略｣をとることによって強力な商品戦略にな

る。それは時には、営業計画と矛盾する場合が出てきたとしても｢ブ

ランド戦略｣を優先させる。ブランド戦略は徹底しないと意味がな

い。 
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ブランド戦略の徹底化によって、価格が通りやすくなるし、バイヤーや消費者へのインパクトが

強くなる。米国市場のブランドイメージが浸透していくにつれて、商品の浸透度、売り場での回

転率が上がっていく。同時に、取引を希望する店舗が増えていく。現在、紙業界でブランド化に

成功している米国企業の代表は Crane であるが、まだそれほど多くはない。成功しているのはヨ

ーロッパ企業が多い。ブランド戦略が確立できれば、知名度は広まりやすくなる。 

 

(2) ブランド戦略の構成要素 

 

ブランド戦略の構成要素は次の通りである。 

 

① ネーミング、ロゴ 

② ブランドカラー 

③ 商品デザイン 

④ パッケージ・ラベルのデザイン 

⑤ 販売ツールのデザイン（名刺、カタログ、受注書、ウェブサイトのデザイン） 

⑥ 展示会でのブース･デザイン 

 

これらを全て、統一感のあるデザインでまとめる。全体のデザイン、プレゼンテーションを作る

には、デザイナーの「企画力」が必要不可欠である。さらに、市場調査と研究さえしっかり行え

ば、優れた商品のブランド化は可能になる。ポイントは、市場調査をしっかり行って、業界の中

の既存の紙・ブランドを研究した上で、ブランド戦略を考案することである。 

 

① ネーミング、ロゴ 

ブランドの確立にとって、まず消費者にインパクトを与えるのは、ネーミングである。｢どの名

前がよいか｣というのは、これといった基準がないが、ネ

ーミングは｢売れていけば、よく聞こえる｣ものである。

余程読みにくい、発音が難しいのは問題があるが、シン

プルなものであれば後は「好み｣の問題である。商標登録

が可能なネーミングでなければ登録ができないので、事

前に調査する必要がある。｢商標｣は、米国ではトレード・

マーク Trade Mark という。簡易的に調べる方法は、米国

特許庁のウェブサイトから可能である。 

 

http://www.uspto.gov/trademarks →Search Marks →New User Search Terms→四角の中に商標を入力

すると、すでに登録されている企業名が出る。 

 

日本人にとっては、普通の名前であるが、米国人にとっては、それがスラングで他の意味を表す

というようなことが時々あるので、複数の米国人によるネイティブ・チェックが必要である。 

 

ネーミングのロゴのデザインは、長期間、封筒、便箋、書類、カタログ、名刺など様々なものに

使うので、充分な検討が必要である。米国向けには、シンプルで洗練されたロゴデザインがよい

だろう。 

http://www.uspto.gov/trademarks
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② ブランドカラー 

ブランドカラーを一色決めておくと、全ての色が統一できるので、

各種販売ツールの準備が容易になる。そして、ビジュアル的にも

インパクトがある。長期間使うので、色の選択には充分な検討が

必要である。トレンドを意識しすぎると、長期間使うには難しく

なる。ブランドカラーはイメージを代表するものなので、｢都会的

で洗練された色｣を選択したい。カタログ、セット販売のパッケー

ジ（箱）、名刺、注文書、展示会のブースデザインなど多くの場面

で使用してイメージを統一する。 

 

③ 商品デザイン 

商品のデザインに、ブランドイメージを反映させることもデザインの一貫性という意味で大切で

ある。｢エレガンス｣と｢カジュアル｣ではブランドイメージが相当違う。｢都会的｣と｢素朴｣とも違

う。ブランドのイメージを統一するために、ブランド・マップを作成し、雑誌、資料などから関

連したイメージ写真（もの、風景、建物などなんでもよい）をたくさん貼り、イメージを固めて

いくと、ブランドイメージが出来上がっていく。米国市場では、洗練されたイメージが市場で成

功するポイントである。そのイメージにしたがって、米国市場に合った、そして他社と差別化の

できるデザインを作成する。 

 

④ パッケージデザイン 

ブランドイメージに一番貢献するのは、パッケージやラベルのデ

ザインである。多くのブランドでは、無地のシンプルなパッケー

ジを採用している。この場合、ブランドカラーが重要なポイント

になる。プリント(柄)を使うのもよいアイデアではあるが、リス

クが高いので充分配慮すべき。無地の失敗は少ないが、柄物は飽

きられてしまいロスが出るということもある。長い期間、デザイ

ンされたパッケージを使うので慎重に慎重を期して作るべきで

ある。パッケージにつかう説明文はきちんと米国人（Native 

American）によるチェックを行ってミスのないものにしなければ

ならない。米国の消費者は「おしゃれなもの」が大好きなので、

できるだけ感性の高いものにしたい。良いパッケージの製品の店

頭での動きは早い。 

 

⑤ 販売ツールのデザイン（名刺、カタログ、受注書、ウェブサイトのデザイン） 

日常的に使う販売ツールもブランドを統一するために必要である。顧客に渡すものは全てブラン

ドイメージにあわせなければならない。特に、ウェブサイトは世界中のバイヤーが見る可能性が

あるので何よりも力を入れるべきである。 

 

⑥ 展示会でのブース･デザイン 

展示会のブースのデザインは、ブランドのイメージを店舗に伝えるために有効である。店舗のバ

イヤーは、ブースのイメージの良さで、ブースに入ってくる。ブランドを表現するためには、最

適な機会である。 
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3 紙製品のビジネス 

 

 

① 紙製品ビジネスの課題 

紙製品ビジネスの長所は、販売対象（消費者）の幅が非常に広いということである。大部分の人

が、紙製品を使うので需要も高く、扱っている店舗も様々である。逆に、紙製品ビジネスの短所

は、単価が低いということである。単価は低い場合は、通常は量の大きなビジネスになるが、紙

製品の場合は、そうとは限らない。例えば、グリーティングカードをある小売店が仕入れる時、

10 デザインを選び、各デザイン 100 枚仕入れる小売店はまれである。専門店であれば、12 枚程

度。そして、単価が 3 ドルとすると、一取引が 360 ドルにしかならない。100 店からの受注でも

36000 ドルである。この金額の単位の積み重ねでパイプの太いビジネスを形成するのは中々難し

い。これが、紙製品ビジネスを海外市場に広げる時の大きな課題である。 

 

② 紙製品の総合的ビジネス 

紙製品ビジネスを海外市場において発展的なビジネスにする為に

は、紙の総合ビジネスにするしか道は無い。グリーティングカード

の製作会社はグリーティングカードだけではなく、カードに使った

デザインを、広い範囲で応用することである。つまり、ポスター、

ノートパッド、ジャーナル、ラッピングペーパー、ギフトバッグな

どに共通のデザインを使って、多くの商品を生み出す方法である。

現在のマーケットには、力強いブランド力を持った紙製品の総合メ

ーカーが少ないのでそのチャンスは充分ある。紙製品の持つビジネ

スの課題を解決するには、製品の幅を広げ、全体をブランドで統一

した商品構成をするとよいだろう。 

 

③ 紙製品のギフト化 

紙製品のビジネス･ボリュームを上げる方法に、紙製品自体のギフト製品を企画する方法が考え

られる。 

例えば、封筒、便箋のセット商品をギフトパッケージに入れる。また、ポスターをギフトにすれ

ば、需要はあるだろう。色々な趣味のジャーナルもギフトにすれば最適である。グリーティング

カードを扱い、さらにギフト製品を充実させれば、同じ小売店に売れるのだから効率が良い。相

互の商品に相乗効果が生まれる。その結果、ボリュームあるビジネスに発展することが可能であ

る。 

 

 

4 商品戦略まとめ 

 

 

日本企業の商品が、伝統的な｢和｣のデザイン、現代的なデザインのどちらであっても、米国市場

に向けた｢商品戦略｣が最も重要である。商品自体が米国に合っていなければ、どんなに経費をか

けて市場開拓しようとしても結果は小さい。商品を取り巻く、パッケージやラベルが日本用のま

まであると、米国人消費者は買うのをためらい、せっかく店舗に商品が入っても売上げは伸びて
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いかない。 

 

米国で売れるためには、｢商品の工夫」が最大の鍵を握っている。下記の重要な要素が満たされ

ていれば、米国市場で売れる可能性は高いし、ビジネスのボリュームも可能である。要素が整っ

ていないうちにあわてて出展したり、商談したりせずに、まず商品戦略を整理して｢商品の準備｣

をしっかりすることである。 

 

① 商品の差別化を明確にし、それを分かりやすく表現する。 

② パッケージ、ラベルはセンス良く、分かりやすく、色の統一が必要。 

③ 紙製品を販売するには米国の文化、習慣を理解する。 

④ ブランド戦略を立てる。 

⑤ 紙製品のギフト製品を含めた総合的なビジネスとして追求する。 

 

 

 


