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アンケート返送先    FAX：03-5572-7044 

e-mail：CI-CDR@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 生活文化産業企画課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：ドイツ市場におけるインテリア関連製品販売の手引き 

ジェトロでは、将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報

を日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお

読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの

参考にさせていただきます。 

■質問 1：今回、本報告書で提供させていただきました「ドイツ市場におけるインテリア関連製

品販売の手引き」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

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

■ 質問 2：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想を

ご記入下さい。 

 

 

■ 質問 3：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

 

部署・部署名 

 

 

お名前 

 

 

～ご協力、ありがとうございました～ 

※本アンケートにご記入いただいた情報は、当該サービスの向上のために使用します。  
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1 売り込みターゲットとなる業態 

1.1 市場概要（飲食品を除く小売市場について） 

 

ドイツ人は衣食住の中でも「住」を最も大切にする国民であり、それだけインテリアに対する

関心も大変高い。ドイツの一般消費者の飲食品を除く出費の中で、住関連（リビング・DIY・ガ

ーデン関連用品）への支出が最も多いことからも、ドイツ市場でのリビング・インテリア・ガ

ーデン用品の重要さがうかがえる（参照：グラフ 1）。 

 

グラフ 1：ドイツ消費者の飲食品を除く出費の内訳（％） 

 
出所：GfK 

 

ドイツ市場の中でインテリア小物・雑貨、テーブルウェア・キッチンウェアを取り扱う流通業

態は大まかに次のようなカテゴリーに分類できる。1．各主要都市に店舗を有するデパート、2．

家具専門店とホームセンター、3．雑貨専門チェーン店・専門個人商店及びセレクトショップ、

4．ディストリビューター(卸売業者)や仕入れ共同体、5．オンライン販売である。 

市場調査研究所 GfK がまとめたドイツにおける小売業者の売り上げ別トップ 20（飲食品を除く

ノンフード分野）によると、トップ 5 の中にオンラインショップ（eBay と Amazon）が 2 件、

トップ 10 ではデパートが 2 件、トップ 20 の中にはホームセンターが 4 件、家具店が 2 件入っ

ている。 

 

表１：ノンフード分野での小売売り上げランキング 

順位 会社／店舗名 流通業態 

1 eBay (イーベイ) オンライン販売 

2 Media Markt (メディアマルクト) 電化・家電量販 

3 Aldi (アルディ) ディスカウンター 

4 Obi (オビ) ホームセンター 

5 Amazon (アマゾン) オンライン販売 

6 Karstadt (カールシュタット) デパート 

7 Kaufhof (カウフホーフ) デパート 

8 Saturn (サトゥーアン) 電化・家電量販 

9 C&A (ツェー・ウント・アー） 衣料専門店 

10 Toom Baumarkt (トーム・バウマルクト) ホームセンター 

0 10 20 30 40 

ファッション＆ライフスタイル 

電気製品・写真・IT 

リビング関連 

DIY＆ガーデン用品 

おもちゃ・ベビー用品・スポーツ用品 

書籍・文具 
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順位 会社／店舗名 流通業態 

11 IKEA (イケア) 家具専門店 

12 Real,- (レアル) ハイパーマーケット 

13 Hagebau (ハーゲバウ) ホームセンター 

14 Otto (オットー) カタログ・オンライン販売 

15 Praktiker (プラクティカー) ホームセンター 

16 H&M (ハー・ウント・エム) 衣料専門店 

17 Hornbach (ホルンバッハ) ホームセンター 

18 Höffner (ヘフナー) 家具専門店 

19 Neckermann（ネッカーマン） カタログ販売 

20 Lidl (リーディル) ディスカウンター 

 

飲食品を除く小売のトップ 20 に家具店が入ってくるのは、家具店が幅広く日用家庭用品全般を

カバーしているからである。同様に、ホームセンターも商品の中心は日曜大工用品全般である

が、園芸用品、家庭用品、インテリア小物や雑貨も扱うところが多く、大手ホームセンターは

ドイツ全土にチェーンを展開している。第 3 位の Aldi や第 20 位の Lidl はディスカウントスーパ

ーマーケットで、ドイツ全土に多数の店舗を構えて食料品以外でも格安商品を量販、ドイツ人

の日常生活に最も密着している小売業者であるが、取扱商品が格安に限られているので本調査

の主旨からは外れると言える。 

以下の節では、表 1 のランキングにある小売業者をふまえてそれぞれの業態の例を挙げる。 

 

1.2 デパート（百貨店） 

 

ドイツのデパート業界は、コンツェルンの一部としてその傘下で合併が進み、Karstadt と

Kaufhof の大手 2 社が業界を代表する。Karstadt はノンフード分野での小売売り上げランキング

6 位、Kaufhof は同ランキング 7 位である。店舗数では Karstadt は 89 店舗、Kaufhof は 109 店舗、

ドイツ国内の主だった都市の繁華街には必ずと言って良いほど、この 2 つのデパートがある。

こうした支店網を持つデパートは最高級品をあまり扱わず、中心は中間価格帯のブランド商品

である。例えば陶磁器売り場では、ドイツの最高級ブランドであるマイセンの取り扱いはなく、

主要商品はビレロイ・ボッホやカーラ、アールツベルグなどドイツの庶民に親しまれている、

コーヒーカップ＆ソーサーのセットで 1 客 30 ユーロ前後のものである。世界の最高級ブランド

が揃う日本のデパートと比較すると、ドイツのデパートは主力商品の価格帯で大きな差があり、

デパートと称しても日本人にとっては“スーパーマーケットとほぼ変わらない程度”と言われるケ

ースが多々あるが、これは日独の一般消費者のブランドへの嗜好の差異が原因であると思われ

る。 

1.2.1 カールシュタット 

カールシュタット（Karstadt Warenhaus GmbH）は、1881 年に Rudolph Karstadt 氏が北ドイツ

で始めた百貨店。現在はエッセン市に本社を置き、百貨店 89 支店とスポーツ専門店 27 件、オ

ンラインショップを経営、従業員は総数 25,000 人。一日あたりの客数は平均 150 万人で、ドイ

ツ国内での知名度は 95％である。90 年代には上場する株式会社であったが、その後経営悪化と

ともに経営体制も変化し、2010 年には当時の親会社であったアルカンドール（Arcandor AG）

が倒産、カールシュタットは売却に出されたが、投資家 Berggruen 氏が買い取って経営の再建

を行なった。現在は有限会社でその系列内にベルリンのカ・デ・ベ（KaDeWe：欧州第 2 の売

り場面積を誇る百貨店）、ミュンヘンの百貨店オーベルポーリンガー（Oberpollinger）、ハン



 

3 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

ブルクの百貨店アルシュタールハウス（Alsterhaus）を持つ。2011 年後半からスポーツ部門と

プレミアム部門を百貨店部門から独立させて 3 本柱の経営体制を取っている。カールシュタッ

トは仕入先とパートナー関係を築くことを大切にしており、仕入先とは協力的に売買を行なう

ことをモットーとしている。そのために“Karstadt Lieferantenportal“という、仕入先が効率よく

納品できる独自のネットワークを広げ、卸売業者やメーカーが随時各支店の在庫状況や売上げ

数、未納品の有無などを調べることができる。 

 

＜生活雑貨分野での主な取扱いブランド＞ 

ビレロイ・ボッホ（Villeroy & Boch：食器）、リッツェンホフ（Ritzenhoff：グラス・カップな

ど）、スワロフスキー（Swarovski：ガラス細工）、レオナルド（Leonardo：ガラス食器）、ヴ

ェー・エム・エフ／シリット（WMF/Silit：鍋、キッチン用品）、フィスラー（Fissler：なべ）、

ヨルン・カーサ（Yorn Casa：リビング雑貨)など 

1.2.2 カウフホーフ 

カウフホーフ（Galeria Kaufhof  GmbH）は 1879 年に Leonhard Tiez 氏が北ドイツで始めた毛

糸・生地専門店が発端である。現在はケルンに本社を置き、109 店とオンラインショップ、従業

員 24,500 人を抱える。一日当たりの平均客数は 200 万人で、ドイツ国内での知名度は 98％。売

り場総面積は 150 万㎡に上る。カウフホーフ も以前は上場会社であったが、時代とともに経営

体制が変化し、現在は有限会社でドイツ最大手流通コンツェルンのメトログループの一部であ

り、メトロ・キャッシュ・アンド・キャリー（Metro Cash&Carry：総合卸売）や、メディアマ

ルクト＆ザトゥルン（MediaMarkt & Saturn：電化製品)などが同グループに属する。カウフホー

フはその傘下にルスト・フォー・ライフ（Lust for Life：若年層向けデパート)、シュポルトアリ

ーナ（Sportarena：スポーツ専門店)、ディネア（DINEA：レストラン)、モキ（Moki：子供服専

門店）を持つ。親会社であるメトロは、カウフホーフをコンツェルンから切り離す意向を公表

しているが、現時点でまだ実現に至っていない。カウフホーフの百貨店としてのモットーは“専

門店のようなデパート”で、センスのある個性的な中間価格帯の商品を扱い、国内外の有名ブラ

ンド商品（中価格帯）に加えて自社ブランドも数多く揃えている。特に力を入れているのが、

ファッション、リビング、ライフスタイル関連商品である。 

 

＜ 生活雑貨分野での主な取扱いブランド＞ 

ビレロイ・ボッホ（Villeroy & Boch：食器）、レオナルド（Leonardo：ガラス食器）、ヴェ

ー・エム・エフ／シリット（WMF/Silit：鍋、キッチン用品）、フィスラー（Fissler： 

なべ）など、その他取り扱いブランドはほぼ Karstadt と同じ。 

1.2.3 マヌファクトゥム 

マヌファクトゥム（Manufactum GmbH&Co.KG）は家庭用品一般の専門デパートで、ドイツに

12 店舗を展開する有限合資会社である。1988 年、ノルドライン・ヴェストファーレン州緑の党

党首であった Thomas Hoof 氏によって設立された。2008 年よりカタログ・オンライン販売大手

のオットー（Otto）グループに属し、デパート業の他、カタログ販売も業務の中心となっている。

家庭用品が中心だが、食品・書籍・衣類・事務用品・ガーデン用品を扱う店舗もある。取扱商

品は職人によるこだわりのある高品質のものが中心。例えば、同じアールツベルグの食器でも、

上記のカールシュタット、カウフホーフでは最新デザインの商品ラインを幅広く揃えているの

に対し、マヌファクトゥムでは、アールツベルグの創立時からある伝説の名品「1382 」シリー

ズの白・無地ラインのみを取り扱う。経営のモットーは、“良いものは悪くも安くもならない
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（現代では良いものが悪く安いものによって廃れていく傾向にあることを示唆）”で、環境問題

や現代の消費生活への批判的姿勢を経営に取り込んでいる。日本製品を数多く取り扱っており、

ホームページでは、それぞれの商品に対する消費者の評価も紹介している。2011 年現在、ドイ

ツ国内に 8 店舗を有している。 

 

＜日本製品取扱い例＞ 

歯磨き粉 Dentie（6 ユーロ）           寄木細工の秘密箱（59 ユーロ） 

ARS 枝切りのこぎり（78 ユーロ）   山菜ナイフ“ほりほり”（24 ユーロ） 

葉刈バサミ（68 ユーロ）            くまごろう庭バサミ（29 ユーロ） 

研ぎ石（2 個で 69 ユーロ）    岩手県・岩鋳の鉄瓶（98 ユーロ） 

自転車用ベル（13 ユーロ）    高級筆ペン（43 ユーロ） 

片刃のこぎ （49 ユーロ）    養殖真珠ネックレス（395 ユーロ） 

蓋付き鉄なべ（185 ユーロ）    垢取りタワシ（12.50 ユーロ） 

花バサミ（18 ユーロ）    タオル（22 ユーロ） 

 

1.3 大型家具店とホームセンター 

 

ドイツの大手家具専門店はたいていの場合、消費者が車でアクセスする郊外の広大な敷地に立

地する。ビル全体を使い、地下階または１階の全フロアが家庭用品・室内装飾品・キッチン用

品・照明器具・家庭用テキスタイル売り場になっているところが多い。家具のほか家庭雑貨全

般を扱う。大型店舗では、ゆったりと食事のできるレストランやベビーシッター施設も店内に

あり、家族ぐるみでたっぷり時間をかけて家具やインテリア用品・雑貨のショッピングが楽し

めるように工夫されている。家庭用品・キッチン用品・バス用品などの小物売り場はたいてい

入口のあるフロアで、日用家庭用品からデザイン性に富むインテリア装飾品、中間価格のブラ

ンド食器、トレンド商品、室内観葉植物まで、どの客層も求めるものが見つかるので、たとえ

ばお皿一枚を買いに大型家具店に入るということも普通である。 

 

ホームセンター（DIY、ドイツ語でバウマルクトと呼ばれる）は大工用品全般（木材やタイルな

どの素材から機械類に至るまで）、バス・トイレ関連全般（便器からシンク、シャワー、バス

タブなど）、園芸用品全般（芝刈り機などの機械類、シャベルなどの道具類、植樹用の木や

苗）、アウトドア用品（バーベキューグリル、アウトドア家具、組み立て式プールや庭の遊具

など）、インテリア雑貨（カーテンなどのホームテキスタイル、リビングアクセサリー、庭用

アクセサリー、家庭用品など）を扱う。一般消費者だけでなく、大工、左官職人、水道・暖房

関係職人など職人層が頻繁に出入りしている。ドイツでは壁塗り、床張り、キッチン家具の組

み立てなど、日本では専門家レベルの大工作業を一般消費者が自分自身で行う場合が多いため、

ホームセンターの品揃えも、一般消費者向けから専門性の高い商品まで幅広い。ホームセンタ

ーでも、インテリア小物やリビング雑貨を DIY の一部と見なしており、そのために広く売り場

を確保している。さらに、夏場にはアウトドア商品、冬場には雪対策商品やクリスマス装飾品

など季節関連商品が充実している。ホームセンターも殆どの場合、郊外の広大な敷地に位置す

る。ドイツの大型家具店、ホームセンターの市場シェア上位を占めるのは、次のチェーン店で

ある。 
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1.3.1 イケア 

イケア（IKEA Deutschland GmbH & Co. KG）はスウェーデンの組み立て式家具専門会社である

が、ドイツ全土に 45 の支店網を持ち、ドイツ国内での 2011 年年間売り上げは 37 億ユーロ、市

場占有率 12.4％を誇る。低価格の組み立て式家具は、特に若年層や幼い子供のいるファミリー

に人気がある。低価格商品を提供する一方で、同社は社会的モラルを守ることに注力しており、

“The IKEA Way“ と定義された条件に従って買い付けを行なっている。たとえば、サプライヤ

ーには製造過程においての一定の衛生基準を設ける、未成年労働の徹底的否定などを求めてい

る。 

1.3.2 ヘフナー 

ヘフナー（Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG）は、Krieger 一族による家族経営の家具

店で、ドイツ全国に 18 店を展開する。2010 年に創業 100 周年を迎えた。どんなお客も求める

ものが見つかる店が経営モットーで、特にキッチンの売上げでは国内で 1 位である。 

1.3.3 XXX ルッツグループ 

XXXLutz グループ（XXXLutz KG）は家具業界で世界第 2 位の売上げを誇るオーストリアのグル

ープ会社で、経営形態は KG（合資会社）である。欧州全体で 190 店を持ち、従業員は 17,700

人。ドイツ国内では 27 店、従業員 9,400 人を抱える。高さ 100ｍ以上の巨大な椅子が店舗の傍

に設置されているのがトレードマーク。家具販売のほかに、ホテルのインテリアのアドバイ

ス・プランニング・調達を行なう Neubert Hoteleinrichtung もグループ会社である。XXXL グル

ープの家具店は店内にゆったりしたファミリーレストランがあり、食事だけが目的で訪れる訪

問者も多い。 

1.3.4 オビ 

オビ（Obi GmbH&Co.KG）はテンゲルマン（Tengelmann）グループに属する、ドイツのホ

ームセンターの最大手である。ドイツ国内で 340 店、欧州全体では 560 店を経営、従業員は約

4 万人、2010 年の売上げ（欧州全体）は 64 億ユーロであった。経営形態は有限合資会社で、一

店舗あたり平均 7,000 ㎡の売り場面積で 40,000～60,000 点の商品を扱っている。全支店の総売

り場面積は 400 万㎡に及ぶ。経営目標は市場のリーダーシップを取ることである。OBI のドイ

ツでの知名度は 97％で、知名度の面でもドイツ No.1 のホームセンター である。 

1.3.5 トーム・バウマルクト  

トーム・バウマルクト（toom Baumarkt GmbH）はレーべ（Rewe） グループに属する有限会社

の形態を取るホームセンターで、ドイツ全国で 370 店、14,500 人の従業員を抱え、年間売り上

げは約 20 億ユーロである。建設需要・リフォーム需要・デコレーション需要のための材料から

道具までを取り揃え、DIY 全般をカバーしている。リビング関連アドバイスや造園プランなどの

サービスも行なっている。買い付けに当たっては、競合会社と共同体制を作って物流のシナジ

ー効果を高める戦略を取っている。現在仕入れ共同体 tooMax の一員であるが、同時に競合会社

である Hellweg Die Profi-Baumarkte GmbH & Co.KG 社と共同体を結成して仕入れを行なう計画

を実行中である。 
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1.3.6 ハーゲバウ  

ハーゲバウは Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH&Co.KG の略で、260 のメンバー会社

（主に中小企業）によって共同経営される組合式の建設・日曜大工用品販売店。ドイツ全土で

1000 箇所に拠点がある。うち、300 箇所が販売店で、700 箇所は木材・タイル・その他建設素

材の卸売りである。 

1.3.7 ホルンバッハ 

ホルンバッハは創業 1868 年に大工用具・ガーデニング用品業者として出発した会社で、現在は

コンツェルンを形成するほどに成長している上場会社である。親会社のホルンバッハ・ホール

ディング（Hornbach Hodling AG）は上場されている。欧州 9 カ国で 130 店、総従業員 13,000

人を抱え、商品の多様性・価格・アドバイスの 3 本柱を経営の中心としている。同社のモット

ーは“大工仕事需要はいつでもどこにでもあり”で、住居の周りは常に何かしら増築・リフォー

ム・改修・装飾の需要があるとして、幅広いターゲットに常時低価格で提供している。すべて

の商品をできるだけ安く提供するという経営理念の下、特価セールやワゴンセールを行なわな

いところも同社の特徴である。 

 

1.4 雑貨専門チェーン・個人専門店・セレクトショップ 

 

インテリア雑貨や小物を取扱う小売店は多種多様であるが、その中で、ドイツ全国に支店網を

展開している専門店もあり、大都市の目抜き通りやショッピングセンターなどにチェーン店を

構えている。これとは別に、個人経営によるインテリア雑貨専門店やセレクトショップは都市

中心部だけに限らず、住宅街の一角や学生街など、様々なエリアに存在する。その中でも特に

象徴的なものを以下紹介する。専門店の中には、ヴェー・エム・エフ（WMF）のようにメーカ

ー自身が直売店網を展開しているケースもあり、直売店内では自社製品がその大半を占めるが、

同時に他社関連製品も若干取り扱っている。 

1.4.1 バトラーズ 

バトラーズ（Butlers ）は“Made for your home“を経営モットーにするインテリア小物・プレゼ

ント用品・キッチン及びダイニング雑貨を扱う有限合資会社 Butlers GmbH&Co.KG で、創業は

1829 年にさかのぼり、Josten 一家による家族経営の老舗で、1999 年より Josten 兄弟に加えて

Holzapfel 氏が経営陣に加わり、支店網を展開して事業の拡大を始めた。2005 年からはドイツ国

外にも進出を始めた。2007 年からはオンラインで全商品の販売を開始、現在の店舗数は 150 店

（欧州全土）。商品は、カラフルでデザイン性にあふれるものが多く、低価格商品が中心、若

者が客層のターゲットであると思われる。店舗はショッピングセンターや都市部の目抜き通り、

またはショップインショップ（デパートの中など）の形で存在し、店頭のワゴンセールで若年

層の興味を引くマーケティング戦略を取っている。 

1.4.2 デポ 

デポ（Depot）は 1948 年に家族経営のクリスマスデコレーション専門店としてスタート、現在

はドイツ全土に 209 店、オーストリアとスイスに合計 41 店がある。経営しているのは Gries 

Deko Company GmbH で、経営者は Gries 氏自身。斬新的でトレンディーなデザインのインテ

リア・リビングアクセサリーを扱い、取扱商品は 13,000 点に及ぶ。2010 年にはドイツ小売業界
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連盟 HDE から「ストア・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。都市中心部の独立した店舗の他に、

デパートの中などのショップ・イン・ショップもある。 

1.4.3 ナヌナナ 

家族経営でプレゼント用品・リビング小物・ダイニング用品・照明器具・アクセサリー・ファ

ッションバッグなど、トレンディーな雑貨を幅広く扱っている。創業は 1972 年、創業者の

Hoepp 一家が現在も経営する家族経営の有限会社である。ドイツ国内の店舗網は 200 店、ドイ

ツでのプレゼント用品分野でのマーケットリーダーである。トレンド・品質・サービスを 3 本

柱にして、低価格で気軽に購入できる商品を揃えている。商品の素材も木や籐などの自然を生

かしたもの、プラスチック・ガラスのものなど様々である。トレンドにマッチした商品を限定

されたサプライヤーから買い付けると同時に、独自のオリジナルグッズの生産契約をメーカー

と結んでいる。 

1.4.4 ダグラス  

ダグラス（Perfumarie Douglas）は、香水・化粧品・バス用品を扱う小売店で、ドイツ全国に店

舗網を持つ。親会社は株式が MDAX に上場されているダグラス・ホールディング（Douglas 

Holding AG）で、ダグラスの他に、書籍、貴金属、ファッション、高級菓子の小売店網を傘下に

置くグループ会社である。ダグラスは 22 カ国に進出し 1200 店の支店網を展開、香水・化粧品

専門店としてはヨーロッパ No.1 の規模である。商品の仕入れはダグラス・ホールディングがハ

ーゲンにある本社で全子会社のために中央集権型で行なっている。 

取り扱う商品は世界の有名ブランド商品が中心で、高級感があるが一般消費者の手の届く範囲

内での品物が多い。 

1.4.5 ヴェー・エム・エフ直売店 

ヴェー・エム・エフ（WMF）はドイツを代表するキッチン用金属製品メーカーで、鍋・カトラ

リー・テーブルウェア・コーヒーメーカーを製造する。品質第一主義で、本社と工場がドイツ

のバーデン・ビュルテンベルク州にある上場会社である。200 店の専門直売店を持ち、キッチン

用品ブランドのシリット（Silit）、アルフィ（alfi）、ぺトラ・エレクトリック（petra-electric）

なども買収して傘下に収めている。直売店では、貝印株式会社（本社東京、ヨーロッパ拠点は

ゾーリンゲンにある Kai Europe GmbH）の包丁“旪”シリーズを置いている。 

1.4.6 ロライ 

ロライ（Lorey）はフランクフルトの大規模キッチン用品を主とした専門店。繁華街中心地にあ

る 4 階建てビルで、創業は 1796 年。1837 年から Lorey 一族の経営となり、現在の経営者で 7

代目となる。経営モットーは“Welcome Home“で、家庭内のインテリア（リビング・寝室・キッ

チン・バスルーム）を全て満たす品揃えである。商品は高級品・ブランド品が中心で、デザイ

ンや品質にこだわる。日本の吉田金属工業（新潟県）のグローバル包丁や貝印（本社東京）の

包丁などをそろえている。 

1.4.7 イタバ 

イタバ（itaba）は、フランクフルトの中心街にある個人経営の日本雑貨専門店である。和食

器・風呂敷・バッグ・鉄瓶などを中心に全て日本から直輸入した商品を扱う。ドイツ人オーナ
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ーが自ら日本へ買い付けに行き、卸売業者や輸入業者を通さずに個人輸入した品物を販売して

いる。 

 

1.5 ディストリビューター、仕入れ共同体 

 

卸売業者はドイツ全国各地に数多く存在し、全国的に売買をする大規模な会社から地域の個人

商店に密着した小規模なものまで様々であるが、多くの場合は家族経営の有限会社もしくは合

資会社である。小売店が卸売業者を利用する利点は、こうしたディストリビューターが商品の

パンフレットやディスプレイなどのマーケティンググッズを提供してくれること、さらに広告

や陳列棚についてのアドバイスを行なう、注文した品物が比較的短期間でさらに低価格で仕入

れられる、などの点が挙げられる。卸売業者は定期的または不定期に「ハウスメッセ」と呼ば

れる特売会を開いてメンバーである小売店を招待し、販売促進、個々の店とのつながりを深め

ている。卸売業者や小売店は「仕入れ共同体」を形成していることもあり、こうした共同体制

によって、原価を下げながら取扱商品の幅を広げるなどの買い手の利点を増やそうとしている。

卸売業者も仕入れ共同体も小規模のものが全国津々浦々に多数散らばっているので、ここでは

その一例を列挙した。 

1.5.1 J.E. シューム 

J.E.シューム（J.E. Schum）は本社が Würzburg にある、ノンフード商品専門の大手卸売業者で、

創業は 1877 年。現在 1400 人の従業員がいる有限合資会社である。パレット 12 万個分

（100,000 ㎡）の倉庫と 2500 ㎡の規模の展示場を所有し、ターゲットはチェーン店網を展開す

る大型小売業者である。主な取引先はデパート、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラ

ッグストア、家具店。小売店のためのパンフレットやアドバイスなどのマーケティングサポー

トや、1 ユーロショップ開店のためのコンセプト作りなどにも注力している。 

1.5.2 セペバ 

セペバ（Cepawa）は 1988 年創業のデコレーション・リビングアクセサリー専門の小規模輸

入・卸売業者で、経営形態は有限会社、本社はフランクフルト郊外のカルベン(Karben)にある。

トレンドに沿った高品質の商品をフェアな価格で小売業者に売ることをモットーに、現在は創

業者の息子二人が経営を受け継いでいる。取引先のターゲットは個人専門店、仕入れ連盟、ガ

ーデンセンター、チェーン店などである。 

1.5.3 仕入れ共同体 Europa Möbel Verbund 

EMV と略して呼ばれるこの共同体は欧州全土に 600 のメンバーを持っており、家具・リビング

用品などの共同仕入れを行なっている。仕入れの他に、メンバーへの個々のアドバイス、広告

宣伝用素材の供給、セミナーや研修、ハウスメッセなどを積極的に行なっている。 

 

1.6 オンライン販売・カタログ販売 

 

オンライン販売の小売売上げは年々急増しており、すでにノンフード商品分野での小売売上げ

のうちのかなりな部分を占めるようになった。家具・職人道具・玩具・本・家庭用品の分野で

は、2009 年のインターネット販売が前年比で 11,5％増加している。ドイツの消費者は一人当た
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り平均で年間 506 ユーロをインターネットショッピングで使い、一人当たり平均年間 9.4 回イン

ターネットでショッピングを楽しんでいる。（出所：GfK） 

オンライン業者の代表はアマゾン（Amazon） とオットー（Otto）である。アマゾンは日本でも

おなじみであるが、オットーはカタログ販売からオンライン販売へ拡張したドイツの会社で、

アマゾンに次いで世界で第 2 位のオンライン業者である。アーンスト＆ヤング（Ernst & Youg）

社の行なった企業アンケートでは、回答した企業のうち 89％が「将来、メーカーはインターネ

ットによる売買を増強し、その分一般小売業界が多かれ少なかれ縮小していくか」という問い

に対しイエスと答えている。消費財メーカーにとってインターネットによる直接取引は時代と

ともに増え、33％の流通業者は「インターネットによる売買傾向は急速に増える」と答え、

54％の流通業者は「徐々に増える」と答えている。 

出所：„Handelsbarometer March 2011“, Ernst &Young 

 

グラフ 2：ノンフード分野におけるインターネット販売の比率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： “Fakten Trends & Thesen zu Fachmarkt, eCommerce + Multimedia” GfK Living & Rretail, Consumer 

Tracking, 

1.6.1 オットー 

オットーグループは、1949 年にオットー氏が家庭用品などのカタログ販売を始めたのがそのス

タートで、その後同業他社の買収などを通じて事業拡張し、90 年代にオンライン販売を開始、

世界第 2 位のオンライン業者に成長した有限合資会社である。グループ内にはオットー・カタ

ログ販売のほかに、バウアー（Bauer）、シュワブ（Schwab）、ハイネ（Heine）、ヴィット・

ヴァイデン（Witt Weiden）、マヌファクトゥム（Manufactum）、ディスカウント 24

（discount24）、シュポルトシェック（SportScheck）、ボンプリ（bonprix）、アルバ・モーダ

（Alba Moda）、エディー・バウアー（Eddie Bauer）、フランコニア（Frankonia）などのカタ

ログ販売会社が存在する。さらに物流においては子会社のヘルメス（Hermes）が注文商品の配

達を行なっている。 
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＜資料：フランクフルト市内インテリア関連ショップ＞ 

以下に、フランクフルト市内の主要インテリア関連ショップを記す。 

 

① Arclinea 
Berliner Str. 27 www.arclinea.com     

月-金 10-19 時 土 10-15 時 

イタリア製システムキッチンを取り扱うキッチンスタジオ。 

 

② Balans 
Bleichstr. 17 www.balans-online.de  

月-金 11-19 時 土 10-16 時 

人間工学に基づく様々なシーンで使うイスの専門店。 

 

③ Butlers 
Neue Kraeme 26 www.butlers-international.de  

月-土 10-20 時  

カジュアルで手頃なリビング雑貨が豊富に揃ったチェーン・ショップ。 

 

④ Cairo Designstore 
Grosse Eschenheimer Str. 9 www.cairo.de   

月-土 10-20 時 

Eames 等のデザイナー家具、機能的な雑貨類を取り扱う。元はオンラインショップ専業で、後

に実店舗をオープンした。 

 

⑤ Das Depot 
Zeil 121 および Gross Bockenheimerstr. 50 www.dasdepot.com  

月-土 10-20 時  

流行を意識したカジュアルなインテリア雑貨が手頃な値段で並ぶ。 

http://www.arclinea.com/
http://www.balans-online.de/
http://www.butlers-international.de/
http://www.cairo.de/
http://www.dasdepot.com/
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⑥ Dekor Walther Home & Bath 
Berliner Str. 56-58 www.decor-walther.de  

月-土 10-20 時  

フランクフルトが本社、バスグッズの Decor Walther 社の店 

 

⑦ DOM 
Neue Kraeme 29 www.dom-ck.com     

月-土 11-20 時  

キーホルダー、マグネットなどポップでユーモア溢れる手頃なグッズ。 

 

⑧ Form im Raum 
Berliner Str. 60 www.formimraum.com  

月-金 10-19 時 土 10-18 時 

創業 50 周年を迎える老舗の高級家具店。洗練された家具、雑貨を取り扱う。 

 

⑨ Galeria Kaufhof 
Zeil 116-126 www.galeria-kaufhof.de  

月-金 9:30-20 時土 9:30-21 時 

ドイツ最大のデパートチェーン。キッチン用品、雑貨の専門フロア。 

 

⑩ Grüne Erde 
Kaiserstr. 5  www.grueneerde.com  

月-金 10-19 土 10-18 時 

「緑の地球」という店名の、自然素材を使った家具・インテリア専門店。 

 

⑪ Hans Frick Inneneinrichtung 
Kaiserstr. 28 www.frick.de     

月-金 10-18:30 土 11－17 時 

スタイリッシュなオフィスデザインで評判の老舗家具・インテリア店。 

 

⑫ Höchster Porzellan Manufaktur 

Berliner Str. 60 www.hoechster-porzellan.de 月-金 10-19 時、土 10-16 時 

ドイツの老舗陶器ブランド Höchst の専門店。 

 

⑬ Holzconnection 
Fahrgasse 87 www.holzconnection.de  

月-金 11-19 時、土 10-14 時 

無垢材を使ったオーダーメイド家具の専門店。日本の障子（風）引き戸も扱う。 

 

⑭ Hugendubel 
Steinweg 12 http://www.hugendubel.de  

月-土 9:30-20 時 

大型総合書店（欧米式）２階にはインテリア関連の本が並び見応えあり。 

 

⑮ Itaba 
Toengesgasse 42 www.itaba.de  

月-金 10:30-18:45 土 10-18 時 

http://www.decor-walther.de/
http://www.dom-ck.com/
http://www.formimraum.com/
http://www.galeria-kaufhof.de/
http://www.grueneerde.com/
http://www.frick.de/
http://www.hoechster-porzellan.de/
http://www.holzconnection.de/
http://www.hugendubel.de/
http://www.itaba.de/
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日本の食器、インテリア雑貨、着物等の専門店。 

 

⑯ Karstadt 
Zeil 90 www.karstadt.de      

月－金 10－20 時 土 10－21 時 

ドイツ 2 大デパートのひとつ。2 年前に親会社の倒産で存続の危機を迎えたが、新投資家のもと

再スタートを切った。 

 

⑰ Kontrast 
Kornmarkt 7 www.kontrastmoebel.de   

月-金 11-20 時土 10-18 時 

カジュアルでポップなリビング雑貨が多い。郊外に系列の家具店も。 

 

⑱ Kuechenwerk 
Grosse Gallusstrasse 1 - 7 www.kuechenwerk.com  

月-金 10-19 時、土 10-16 時 

Miele の家電製品を使い「夢のキッチン」を提案するキッチンハウス。 

 

⑲ Leptien 3 
Grosse Friedberger Str. 29-31 www.leptien3.de  

月-金 10-19 時、土 10-18 時 

Vitra をはじめハイエンドのデザイナー家具専門店。 

 

⑳ LichtCenterFrankfurt 
Grosse Friedberger Str. 44-46 www.lcffm.de   

月-金 9:30-19 時、土 10-18 時 

バラエティに富んだ照明専門店。最近注目されるのは LED 照明。 

 

㉑ Ligne Roset 

Junghofstr. 14 www.ligne-roset.de   

月-金 10:30-19 時 土 10-18 時 

フランス発のシステムソファ「パッチワーク」等を取り扱う。 

 

㉒ Lorey 

Schillerstr. 16 www.lorey.de   

月-金 10-19 時  土 10-19:30 

調理器具から食器、テーブルウェアまで、キッチン関連なら何でも揃う。 

 

㉓ Manufactum 

Bockenheimer Anlage 49-50  www.manufactum.de   

月－土 10－19 時 

こだわりの製品が集まる生活雑貨専門デパート。 

 

㉔ Nanu-Nana 

Zeil 106    www.nanu-nana.de  

月－金 10－20 時 土 10－21 時 

http://www.karstadt.de/
http://www.kontrastmoebel.de/
http://www.kuechenwerk.com/
http://www.leptien3.de/
http://www.lcffm.de/
http://www.ligne-roset.de/
http://www.lorey.de/
http://www.manufactum.de/
http://www.nanu-nana.de/
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斬新な建築デザインで話題のショッピングセンターMyzeil 内にある、カジュアル雑貨店。 

 

㉕ OrdnungsSINN 

Bleidenstr. 3 www.ordnungssinn.de     

月-金 10-20 時 土 10-20 時 

Ordnung=かたずけ をテーマに種類豊富な雑貨が揃う。 

 

㉖ OCS JAPAN STORE 

Grosse Gallusstrasse 1 – 7  www.ocs-de.com/shop.htm#fra    

月－土 10－19 時 

元は在ドイツ日本人向け書籍販売店だが、現在はアニメなどを目当てに来店するドイツ人若者

も多い。最近は日本の雑貨、文具、食品等も取り扱っている。 

 

㉗ Papier Kraemer 

Liebfrauenstraße 1-3  http://www.papier-kraemer.de  

月‐金 9.30 - 19.15 土 10－18 時 

老舗文具店。地下にはグリーティングカードコーナーがある。 

 

㉘ Poggenpohl 

Hochstr. 49 www.poggenpohl-frankfurt.de   

月-金 10-19 時 土 10-16 時 

100 年の歴史、多くの受賞記録を誇る老舗の世界的キッチンスタジオ。 

 

㉙ WMF 

Kaiserstr.15 、Schillerstr.2、Zeil 106 www.wmf.de  

月-金 10-19 時 土 10-17 時 

ドイツを代表するステンレス製キッチン用品 WMF の専門店。 

 

㉚ Xenos 

Zeil 106    www.xenos.de  

月－金 10－20 時 土 10－21 時 

斬新な建築デザインで話題のショッピングセンターMyzeil 内にある、カジュアル雑貨店。 

 

＊上記店舗の現住所、開店時間については 2012 年 1 月 10 日～14 日に確認。その後の変更の可

能性もあり。 

  

http://www.ordnungssinn.de/
http://www.ocs-de.com/shop.htm#fra
http://www.papier-kraemer.de/
http://www.poggenpohl-frankfurt.de/
http://www.wmf.de/
http://www.xenos.de/


 

14 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

2 ドイツの市場特性に基づいたターゲット選定と売り込み方法 

2.1 売り込みターゲットの選定 

 
ドイツにおけるインテリア関連商品に関する流通経路についてこれまで紹介したが、果たして

どの流通経路が最も日本製品に興味があり、買い手としての可能性を持っているかの選定が重

要になってくる。そのためには、各流通経路の重要性や特質を理解することと、個人消費者の

消費心理をふまえることが成功へのポイントとなると言える。 

グラフ３は、ドイツ小売業界連盟が公表した、小売業界全体の流通チャンネル別のシェアを示

す。これによると、スーパーマーケットと専門店がほぼ対等のシェアを持ち、デパートのシェ

アは低く、インターネット・カタログ販売も現時点ではそれほど大きなシェアを持たない。ス

ーパーマーケットのシェアは日常の食料品購入によるものが大きいと思われる。 

 

グラフ 3：ドイツ小売業界のチャンネル別シェア（％） 

 
出所：HDE ドイツ小売業界連盟 “Deutsche Einzelhandel”Oktober 2011 

 

一方、コンサルティング会社の Ernst ＆Young が消費者を対象に行なった 2011 年のクリスマス

商戦調査アンケートで、「どこでクリスマスの贈り物を買うか」という問いに対する流通経路

のシェアを示したのがグラフ 4 である。グラフ 3 とは情報源が異なるので同じスケールでは比

較できないが、それでも、購買対象をギフトに絞ると、グラフ 3 のシェア配分からデパートと

スーパー・ディスカウンターのシェアが入れ替わっていることがわかる。インターネット販売

も小売り全体のシェアよりギフト需要でのシェアの方が大きい。品質やデザインに重点を置く

こと、消耗品ではなく耐久性のあるものを選ぶなどの点で、デザイン性のあるインテリア関連

用品を購入する際の消費者心理においてクリスマスのギフトを選ぶ時との類似点があると仮定

すると、インテリア関連商品の購入の際の流通チャンネルシェアもクリスマス期のそれにある

程度似ていると考えられる。そして、小売全体でもクリスマスギフトでも、専門店での買い物

が最も大きなシェアを占める点にも注目したい。日本と比べると人口が全国に分散しているド

イツでは、インテリアグッズに関してもそれぞれの町や村に個人経営の商店が多く存在する。
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さらに、都心ではなく郊外に広大な販売面積を持つ大型専門店では、専門分野の中での品揃え

が豊富で、デザインやアイディアが個人の趣味にマッチしたものを見つけやすく、店が広いの

でゆっくり時間をかけて買い物ができるという特典があることから、消費者の人気を呼んでい

ると思われる。いずれにせよドイツ人は、食料品を除いて、総合店よりも専門店を好むようで

ある。その傾向は、付加価値の高い商品になればなるほど、高まると考えられる。 

 

グラフ 4：クリスマスギフト購入予定の場（％） 

 
出所：Ernst&Young Studie „Weihnachtsgeschenke 2011  Deutschland“ 

 

次に、チャンネルごとに見る取扱商品の適性を分析した結果が表２である。デパートの場合、

主力商品があくまでも保守的で高品質、中間価格帯といった適性があてはまる。大型家具店や

ホームセンターのインテリア雑貨売り場では、その年のトレンドが取り入れられた高品質商品

が多く見られ、専門店やセレクトショップは高級品を扱う店から廉価品を量販する店まで多種

多様である。インターネットも品物の幅が広いことが特徴で、ディスカウンターはあくまで廉

価品の陳列のみである。 

 

表 2：流通チャンネルごとの取扱商品の適性 

 デパート 
家具店・ホー

ムセンター 

インテリア 

雑貨専門店 

インター 

ネット 

ディス 

カウンター 

超高級品・超有名

ブランド品 
◯ △ ◎ ◯ △ 

デザイングッズ ◯ ◎ ◎ ◎ △ 
中間価格ブランド

品・高品質商品 
◎ ◎ ◎ ◎ △ 

外国品 ◯ ◯ ◎ ◎ △ 

廉価品 △ △ ◎ ◯ ◎ 

（◎：主力商品の一部である  ◯：取り扱っているが主力ではない △：あまり扱っていない） 
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こうした分析の結果、デザイン性のあるインテリア関連商品の売り込みターゲットとしては、

まずドイツ人が好んで買い物をする、デザイン性や品質を重視する専門店が筆頭に上がってく

る。専門店は大組織から個人商店に至るまで多種多様なため、その中で自社商品を扱う可能性

のある店舗を選ぶことがポイントになる。個人商店のレベルまで把握することは現実問題とし

て難しいので、こうした高品質小売店と取引のある卸売業者や仕入れ共同体へのアプローチが

必要になってくる。家具店やホームセンターもこうした専門店の一部としてアプローチする価

値が高いと言える。次に、インターネットやカタログ販売にも注目すべきである。カタログ販

売やインターネット販売は業者が少数に集中しているのでアプローチがしやすいこと、また多

くの大型専門店やデパートなどがインターネット販売も行なっているので一石二鳥を狙える場

合もある。デパートの主力商品を見る限り、保守的であくまで中間価格のものが多く、個性よ

りも性能重視のようで、高品質・高価格の外国製品はあまり目立たない。よって、デパートの

門戸は硬い可能性がある。ただし、Manufactum のようにこだわり商品を扱うデパートは例外で、

珍しい高品質の外国製品は好んで置かれている。 

 

2.2 効果的な売り込みのポイント 

 

前節では売り込みのターゲットをどのようにして絞っていくかについて分析したが、本節では

具体的なアプローチ方法について述べる。 

選定したターゲットバイヤーに効果的に商品を売り込むには、国際見本市に出展しアピールす

る・直接営業に行く・仲介業者の存在を利用するなどが上げられるが、ターゲットとする業者

の性質や規模によって効果的な方法を分析する必要がある。 

国際見本市は短期間で大多数のバイヤーとの接点を持つための最も効果的な方法である。ただ

し、見本市来場者の中には取引商品を探すバイヤーに混じってひやかし客・消費者・競合社も

いるので、ターゲットとするバイヤーをあらかじめ選別できるような下準備が必要である。見

本市の常連出展者は、事前に取引先のバイヤーに特別招待状などを送り特別扱いするのが定例

である。見本市会場では、よほどの常連客でない限りその場で商談が次々に成立するというこ

とは難しいので、どういったバイヤーがどのような商品に興味があり、どうすればバイヤーの

ニーズにマッチできるかという点を記録し、後日のアフターケアに活用するべきである。見本

市での成否はアフターケア次第、と良く言われる。ドイツは書類と証拠の国で、どんな商談で

も口約束は存在しない。すべて後日に書面なり E メールなりでのアフターケアが必要である。

どんな小さなことでも全て書式で残し、契約を交わし、証拠を明らかにするのがドイツのやり

方である。 

日本製品を専門に扱う個人商店やこだわり商品を扱う店などをターゲットとするのであれば、

直接その小売店を訪れて営業するのも効果があると言える。こうした個人商店はセレクトショ

ップとしてオーナーが自ら買い付けを行なっている場合も多く、取扱量が少ないケースも多い

が、日本への理解と興味が高いので商談を運びやすくコミュニケーションの壁も薄いと言える。 

また、卸売業者や仕入れ共同体を利用すると、ひとつの接点から多くの小売店に情報が伝わる

という利点がある。前述のように、卸売り業者や仕入れ共同体はハウスメッセと呼ばれるプラ

イベートな特売会を年に何度か催して小売店とのつながりを深めており、アンビエンテなどの

大型国際メッセではカバーしきれない個々の小売店へのケアをこうした仲介業者が行なってい

る。新製品などに関して、卸売業者の中には、小売業者を集めて発表会を行ったり、メーカー

からの援助を受けてセミナーや勉強会を開いたりする組織もある。 
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いずれの場合も、売り込む相手はドイツのインテリア関連ビジネスに従事する人物である。商

談を順調にすすめるためには、ドイツ市場を理解している事が大前提となり、さらにドイツで

の商習慣について理解していれば、効果的な売り込みを成功させる重要な武器となる。 

次に、ドイツ市場および商習慣について概要をまとめる。 

 

2.3 ドイツ市場概要 

 

ドイツに限らず海外の市場を理解する上での最も重要なポイントは、その国の消費者の特徴や

嗜好、または習慣を理解することである。市場の背景に注目すると、ターゲットとする市場の

ニーズを浮き彫りにすることができる。さらに、どのような商品をどのように海外市場にアピ

ールするか、誰をターゲットにするかという決断を下す際の大きな助けにもなる。ここでは、

ドイツ市場の背景をいくつかの統計データより分析し、文化面での特徴、すなわちライフスタ

イルについても、デザイン性のあるインテリア関連商品と深く関係のあるリビング事情・ダイ

ニング事情・ギフト事情の面について考察する。 

2.3.1 ドイツ消費者に関する統計 

ドイツの消費者の経済的背景、家族構成、職業構成などを見ると、ドイツ市場の特徴が統計的

見地から掴める。 

 

グラフ 5：ドイツ消費者の可処分月収別構成（2008 年、単位：ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：連邦統計局 “Private Haushalte – Einkommen, Ausgaben, Ausstattuung”Auszug aus dem Datenreport 

2011, Kapitel 6  

 

グラフ 5 は、ドイツ個人消費者の月平均可処分所得を示す。一カ月の可処分所得が 900 ユーロ

以下という層は全体の 1 割弱、逆に月収が 5000 ユーロを超える高所得者も 1 割強、残り約 8 割

が“中間層”である。この中間層の半数以上を占めるのが月平均可処分所得 900 ユーロから

2600 ユーロまでの所得者となっている。したがって、ドイツの社会はどの所得層も均等に散ら

ばっていると言え、所得の見地で見る限り、特定の所得層に集中していない社会構造である。 
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次に、グラフ 6 は個人消費者を家族構成別に分類したものである。一人暮らし世帯が約 4 割、

子供のいないカップル(夫婦または同棲カップル)世帯が約 3 割、子供・両親の揃った世帯が 1 割

5 分である。1 人ないし 2 人の家族が全体の７割を占め、子供のいる世帯が２割に満たないのが、

ドイツの家族構成の現状で、ドイツでも少子化が進んでいることがうかがえる。連邦統計局の

注釈によると、“一人暮らし”または“子供のいないカップル”の項目の中でも年金生活者の

存在が大きいということである。親と同居するという観念のないドイツ社会では、高齢者は子

供の独立後は夫婦のみ（あるいは一人暮らし）の生活を続け、介護が必要になった時点で施設

などの世話になるというのが一般的である。グラフ 6 で見る限り、ドイツでは 1 世帯当たりの

平均人数が大変少ないことが伺え、平均的世帯が小規模であることが分かる。つまり、一世帯

当たりの平均扶養家族が少なく、ある程度の生活水準を満たすことのできる世帯が多いのでは

ないかと考えられる。 

 

グラフ 6：ドイツの家族構成（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：連邦統計局 “Private Haushalte – Einkommen, Ausgaben, Ausstattuung” Auszug aus dem Datenreport 

2011, Kapitel 6  

 

グラフ 7 は、所得者を社会的立場から分類したものである。何らかの組織に属して働くサラリ

ーマンが全体の約半分、年金生活者が 3 割を占める。失業保険受給者が 1 割弱を占めているが、

失業率は 2008 年以降改善し、2011 年では失業保険受給者も減少している。社会全体の 3 割が

年金生活者というのは、ドイツの高齢化を顕著に表していると同時に、経済的観点から言えば

無視できない存在であるということである。ドイツは年金制度が充実しており、さらに早期定

年退職などにもよって、50 代ですでに年金生活に入っている家庭も多い。ドイツ人は余暇を非

常に大切にする国民なので、50 代で早期定年退職しても再就職することはほとんど無く、年金

をもらって自由に過ごすというのが一般的である。それだけ年金収入が十分であると思われる。

再就職しない定年退職者は時間がたっぷりあり、それぞれの趣味や体力に合わせて毎日を暮ら

しているので、高齢者の消費活動によるマクロ経済的効果はかなり大きいであろうと想像でき

る。 
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グラフ 7：所得者の社会的位置づけ（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：連邦統計局 “Private Haushalte – Einkommen, Ausgaben, Ausstattuung”Auszug aus dem Datenreport 

2011, Kapitel 6 

 

以上、人口統計的に見たドイツの社会をまとめると、可処分所得の高低が均等分布しており、

社会全体の半数以上が一人または二人世帯で、年金生活者が全体の 3 割を占める。これをさら

に分析すると、一世帯当たりの扶養家族が少ない（もしくはいない）という場合が多く、低所

得層であっても生活水準はさほど低くない場合があること、年金生活者層が就労者層の約半分

という大きな存在であること、さらに年金生活者は就労者層よりも家賃負担などが少ないであ

ろうことから、年金収入がさほど高くなくても生活水準が保たれる場合が多いのではないかと

いうことが考えられる。つまり、ドイツの消費者は、所得別に見ると特に目立つという層はな

く、どの層もある程度の生活水準が保たれているであろうことが分かり、ドイツ市場は、高所

得層や就労層だけでなく、“所得は多くなくても、扶養家族が少ないから貧乏ではない”とい

う世帯や、”年金生活で、人生の残りを存分に楽しむ“という世代によってもしっかり支えら

れているようである。 

2.3.2 ドイツのライフスタイル：リビング事情 

ドイツ人は衣食住のうち、“住”を最も重んじる国民である。グラフ 8 で見ると、家計全体の

うち、家賃や住居のメンテナンス、光熱費に関する支出が約 34%、嗜好品を含む食費が 14%、

家財道具やインテリア支出が 5%強、衣料が 5%弱、教育費が 1%未満となっている。食費の占

める割合が低く、代わりに住居関連支出は家計全体の 39%である。北部ヨーロッパは暗くて寒

い冬が 1 年の半分近くを占め、長い冬は当然ながら室内で過ごす時間が多くなる。住居と人間

は必然的に密着し、”住“へのこだわりが、“食生活“や”衣類“へのそれよりも大きくなる。

ドイツ人のリビングへのこだわりはこうした気候風土を通して発達したため、根が深く、国民

全般に浸透していると考えられる。 
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グラフ 8：ドイツ人家計の支出内訳（2009 年） 

 
出所：ドイツ連邦統計局  Wirtschaftsrechnungen  Laufende Wirtschaftsrechnungen Einnahmen und 

Ausgabeenn privater  Haushallte 2009、2011 年 6 月発行 

 

家財道具やインテリアへの支出をさらに分類したのがグラフ 9 である。インテリア関連支出の

中で、その大半を「家具」、「その他家庭用耐久財」、「家庭用消費財」、ベッドシーツ・カ

ーテン・テーブルクロスなど「ホームテキスタイル」が占めており、電化製品の購入は意外に

少ない。インテリア関連・キッチン関連製品は「家庭用消費財」または耐久年数や大きさによ

っては「その他家庭用耐久財」に分類されていると思われ、家財道具・インテリア支出全体の

中でも大きな部分を占めている。 

 

 

グラフ 9：家計における家財道具・インテリア支出の内訳(2009 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ドイツ連邦統計局  Wirtschaftsrechnungen  Laufende Wirtschaftsrechnungen Einnahmen und 

Ausgabeenn privater  Haushallte 2009、2011 年 6 月発行 
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＜ドイツの住居の特徴＞ 

同じヨーロッパでも、国が違えば言語・習慣が違うように、住居やインテリアにおいても国に

よって異なる。そうした一見細かくはあるが、事情を理解する上で重要な役割を果たすと思わ

れる点を次に挙げる。 

 土足のまま家に入る家庭が減少している。ドイツ人はきれい好きで、いつも家の中は美

しく磨かれている。よって、家の中では上履きを履いている家庭が多く、土足は玄関の

ところで脱ぐという習慣が広まっている。ただし日本のように客にスリッパを出すとい

う習慣はあまりなく、客は土足で上がることが多い。 

 

 リビングルームは生活の中心、家族団らんの場であり、どこの家庭でも広くスペースを

取るようになってきている。ドイツのリビングルームの特徴は、蛍光灯による直接照明

はほとんど無く、蛍光灯であっても白熱灯の形と色合いに近いものや LED の間接照明で、

照明の代わりにろうそくをつけるということも好まれる。一般的にドイツ人は薄暗い状

態が好きで、天井からの直接照明よりはスタンドによる間接照明、白い照明よりは黄色

系の照明を好む。ろうそくをつけるというのは非常に日常的なことで、食事の度にダイ

ニングテーブルにろうそくを灯し、電気による照明を落とす家庭もある。 

 

 ドイツの住居では壁紙をあまり使用しない。室内のかべは塗料を塗ったものがほとんど

で、壁紙をはる習慣はあまりない。引越しの際はかならず壁の塗り替えを行い、それぞ

れ自分の好みの色に塗っている。壁の塗り替えはドイツ人が最もよく行う日曜大工のひ

とつで、気分や流行にあわせ頻繁に塗り替えをする。 

 

 ファッションの上ではそれほど流行や四季感を気にしないドイツ人であるが、インテリ

アにおける季節感は大変重要で、季節ごとに部屋や家の周りの飾りなどを変えるのが一

般的である。ドイツ人の四季感を象徴するものは、春：イースター(復活祭)、夏：アウ

トドア・日光・海・バカンス、秋：紅葉・凧揚げ、冬：クリスマス・大晦日・カーニバ

ルといった具合である。イースターが近づくとどこの家庭も一斉に色とりどりに塗った

卵をモチーフにした装飾品を家の中にも外にも飾る。初夏が訪れると海や太陽に関する

色合いの飾りやインテリア小物に置き換え、秋にはシックな色や落ち葉をイメージする

飾りに、11 月を過ぎるとクリスマスの装飾に、年が明けるとカーニバルを目指して原色

を使った派手なデコレーションが好まれる。 

 

 ウェルネスの流行で、バスルームのインテリアが注目されている。ひとつの部屋の中に

バス・トイレ・シャワーが共存するバスルームを快適な空間、さらにプライベート空間

としてその家の住人が使用できるように工夫が凝らされている。普通、客はその家のバ

スルームには足を入れず、どの住居にも客用トイレというのが別にあるため、バスルー

ムは家人のみのプライベートな空間であることが多い。 

 

 ドイツの夏は涼しくて短く、冬は寒くて長い。よってどこの家庭でもセントラルヒーテ

ィングはあるがクーラーのないところがほとんどである。真夏でも朝夕は上着が要るほ

ど冷えるので、アウトドアにはちょうど良く、夏休みは外での活動が一斉に増える。夜

も遅くまで明るいことを利用してテラスやバルコニーで夕涼みをし、アウトドアライフ

を満喫する。 
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2.3.3 ドイツのライフスタイル：ダイニング事情 

ドイツ人の主食はまずパンである。ドイツには数百種類のパンがあり、ありとあらゆる種類の

穀物がパンの原料となっている。グラフ 10 はドイツ人一人当たりの食品年間消費量を示すが、

ドイツ人の食卓での主流は野菜・果物・パン・肉であって、日本人の主食である米や魚の消費

量がかなり低く、食生活は日本とドイツではかなり異なる。こうした食生活の違いは、食文化

の違いとなり、ドイツのダイニング用品市場を把握するにはまずは食文化の違いを理解するこ

とが不可欠となる。 

 

グラフ 10：ドイツ人一人当たりの年間消費量 (単位 kg) 

 
出所：ドイツ連邦食品・農業・消費者保護省イヤーブック 2011 / Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Statistisches Jahrbuch 2011) 

 

ドイツの一般的な食事は、肉料理に野菜の付け合せと主食はパンかジャガイモ、というのが基

本で、それにスープとデザートがつくとスリーコースとなる。スープが終わってからがメイン

で、メインが下げられたらデザート、という順番が家庭でも守られ、和食のように一度にいろ

いろなものが小皿で並ぶということはドイツの食卓ではほとんどない。よって、食事に必要な

のはスープ皿・大皿・デザート皿の 3 種が基本的である。カトラリーはナイフ・フォーク・ス

プーンとデザート用の小スプーンで、家庭での普段の食事でもこれらはきちんとそれぞれ定位

置に並べられる。ドイツ人にとって 1 日の食事で一番重要なのが昼食で、家庭の主婦は昼食の

用意のために午前中に料理の腕をふるうというのが伝統的なスタイルである。ただし、近年は

昼休みをたっぷりとっていったん家に帰って食事をとるサラリーマンは少なくなり、学校も午

後の授業をするところが多くなりカフェテリアなどの設備を整えだしたので、昼食の重要度が

低下しつつある。夕食はカルトエッセン(冷たい食事)と呼ばれる、火を通した料理のないパン食

が一般的で、スライスしたパンにハムやレタスをのせたオープンサンドイッチの夕食である。

したがって、夕食に必要なのは小皿一枚ということになる。毎日の 3 食事以外に重要なのはケ

ーキの時間である。特に週末は自宅でケーキを焼いて、午後 3 時頃にケーキとコーヒーをゆっ

くり楽しむ家庭が多い。ケーキの時間に客を呼ぶときは、何種類ものケーキがテーブルに用意

され、テーブルセッティングをしてもてなす。食事にしてもケーキにしても、ドイツ人が気を

使うのは食事そのものよりもテーブルセッティングである。寒い国で食材が乏しい分、飾りや

食器を楽しみながら食事をするという方向へ文化が発達し、それによってデザインの優れた陶

器などが発達したのではないかと思われる。 
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＜ドイツ式ダイニングの特徴＞ 

 朝食にはお皿ではなく、「フルーシュトゥックブレットヒェン(Frühstücksbrettchen)」

と呼ばれる、デザインのしゃれた小型のまな板を皿代わりに使う人が多い。ドイツでは

朝、出勤・通学前と 10 時前後の 2 回朝食をとる人も多い。この 10 時の 2 回目の朝食が

サラリーマンや学生・就学児童にとっての弁当で、サンドイッチを持参する。 

 

 テーブルクロスやランチョンマットは日常的に使われており、料理や季節によって使い

分ける。毎日の食事でもプレスのきいた布製のナプキンを使うという家庭も少なくない。 

 

 グラスは、ワイン用、ビール用、水用にきちんと使い分けがされており、ビールグラス

で水を飲んだりすることを嫌う人が多い。 

 

 夕食はサンドイッチだけであっても、セッティングとマナーには厳しい人が多い。 

 

 テーブルセッティングにはキャンドル・花・その他季節の小物が用いられ、料理や食事

をする人の好みに合わせて変えたりする。 

 

 客を食事に呼ぶのが好きで、クリスマスや大晦日などの季節行事の他にも頻繁に知人・

友人を食事やケーキに招く。そのたびにテーブルセッティングに趣向を凝らし、食器や

カトラリーにも気を使う。夏は客を招いて庭や野外でのバーベキューが好まれる。 

 

 酒のつまみをあまり必要としない。食事以外でアルコールを飲むときにつまむのはせい

ぜいチーズやオリーブ程度で、小皿からつまみながら一杯という習慣がない。つまみの

種類が豊富な日本の居酒屋に比べ、ドイツのワインバーなどではワインの種類は多く、

ワインごとに異なるグラスが用意されていることもあるが、つまみにはあまりバラエテ

ィがない。 

 

 アルコール飲料は冷たいものばかりでなく、冬には赤ワインにスパイスと砂糖を入れて

温めて飲むグリューワインや温めたりんご酒を飲むことも多い。その際にも、グリュー

ワインは必ずコーヒーマグに似た陶器のマグで、りんご酒はりんご酒用のグラスで、と

いうように飲む器が決まっている。 

2.3.4 ドイツのライフスタイル：ギフト事情 

ドイツで一年のうちで最もギフト商戦が盛り上がるのはクリスマスである。それ以外では、誕

生日のプレゼントが主なギフト購入時期で、ドイツでは子供だけでなく大人も自分の誕生日に

有給休暇を取るなどしてお祝いをする。ドイツにはお中元やお歳暮、引き出物や内祝いといっ

たギフト習慣はなく、贈り物の出費が家計の負担になるということは稀である。GfK 市場調査研

究所が行った 2011 年クリスマス前のアンケート調査によると、ドイツ人のクリスマスのための

平均出費予算は 241 ユーロ（旧西独地域 247 ユーロ、旧東独地域 219 ユーロ）であった。この

予算で何を贈り物として買うかという調査結果がグラフ 11 である。アンケートに答えた人の中

で、1 割強の人が ”贈り物としてインテリア用品を買う“ と答えている。 
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グラフ 11：クリスマスに何を贈るかに関するアンケート 

（％、対象は 14-65 歳の 3558 人、実施期間 2011 年 10 月 26 日から同年 11 月 6 日） 

 
出所：GfK 市場調査研究所調査レポート「クリスマスギフト 2011」プレス発表データ／GfK Studie 

„Weihnachtsgeschenke 2011“  Pressemitteilung 

 

「クリスマスにインテリア用品を贈る」と答えた人を年齢別で分析したのがグラフ 12 である。

14 歳から 24 歳までの若年層の 16.2%がインテリア用品を贈ると答え、25 歳から 34 歳の中間層

では 12.8%、35 歳以上になると 8％前後の人がインテリア用品をクリスマスに贈ると答えてい

る。 

 

グラフ 12：年齢別による”クリスマスにインテリア用品を贈る“と答えた人の割合（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：GfK 市場調査研究所調査レポート「クリスマスギフト 2011」プレス発表データ／GfK Studie 

„Weihnachtsgeschenke 2011“  Pressemitteilung 

 

グラフ 11 とグラフ 12 を合わせると、全体では約 1 割の人がクリスマスプレゼントとしてイン

テリア用品を買い物リストに入れているが、年齢別で見ると 14 歳から 34 歳までの層にその傾

向が強く、35 歳以上になると低下してくることが分かる。おそらく、30 代半ばになるとインテ
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リア用品は自分の好みで選んで買うものであるという観念が広がり、35 歳以下では進学・就

職・転職による引越しなども多く経済的にも安定していないので、インテリア用品を他人から

贈ってもらうことも多いのではないかと考えられる。 

 

＜ドイツのギフト習慣の特徴＞ 

 冠婚葬祭、入学、誕生日等のお祝いに使う金額が日本の相場に比べると低いが、内

祝いなどの”お返し“などはしない。 

 

 デパートや小売店で店のロゴ入り包装紙というものがなく、贈り物は自分で包むの

が一般的。よってどの家庭もラッピング用品を常備している。店によってはラッピ

ングサービスをしてくれるところもあるが、店員のラッピングスキルの低いところ

が多い。 

 

 最近は商品券の普及が進み、小さな小売店でも独自の商品券を発行している。 

 

 誕生日は子供だけでなく大人も祝う。特に節目の誕生日（20 歳、30 歳、40 歳、50

歳などゼロのつく誕生日）には盛大なパーティーを開くことが多い。 

 

 その他の大きなお祝いは、入学、キリスト教の洗礼・堅信式・聖餐式、成人祝い

（18 歳の誕生日）などがある。 

 

 プレゼントには必ずカードを添える。クリスマスプレゼントにのみ普通のカードは

つけないが、ツリーの下に置いたときに誰宛のプレゼントなのかが分かるように小

型のカードに名前を書いてプレゼントに貼り付ける習慣がある。 

 

2.4 ドイツの商習慣概要 

 

ドイツのインテリア用品・キッチン用品業界は家族経営で成り立っている組織が多く、たとえ

世界的に躍進している有名企業であっても創業者の家族と子孫が有限会社の形態で経営を続け

ているところが少なくない。そういった企業では、ドイツ人のやり方、極端に言えばその家庭

のやり方を通していて、ドイツ式のビジネス習慣を理解していないと効果的なアプローチがで

きない事態が生じうる。ここでは、一般的なドイツ人ビジネスマンの習慣を紹介する。 

 

 朝に強く午後に弱い。午前 7 時頃の出社はごく普通で、午前中に集中して仕事を片付ける

人が多い。反面、午後は能率が下がり、午後 3 時を過ぎるとアフターファイブの準備、帰

り支度をすでに始めるという人も少なくない。午後 3 時を過ぎて新たな案件を持ち出して

もその日は相手にしてもらえないことも多い。 

 

 金曜の午後にはほとんどの仕事が動かない。週末を前に早めに仕事を切り上げてしまうこ

とが多い。大事な案件は火曜日から木曜日に済ませようという傾向がある。 

 

 残業はドイツ社会ではタブーである。就労者は法律で残業をやりすぎないように決められ

ているため、経営者や企業役員以外は定時労働が守られる。やむなく残業をする場合、残

業分の労働時間を有給休暇とする権利がある。 
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 基本的にアポイントメントを取って予定を立てるのが好きな人が多い。一般的に行き当た

りばったりは嫌われる傾向にあり、信用を落とす可能性がある。 

 

 顔見知りでない人には門戸を閉ざす人が多い。電話やメールでの突然の商談は受け付けら

れない場合が多い。まず実際に知り合い、スモールトークを交わして初めて信頼感が湧き、

その後でようやく門戸が開かれるというケースが少なくない。 

 

 ドイツでは大学への進学率が日本よりも低く、10 年生（日本の高校 1 年生）で学校を離れ

て専門職の修行や専門学校へ通うケースが半分以上ある。よって、ビジネスマンの学歴も

まちまちで、学閥なども存在しないが、一方で、大学以上の卒業者の名刺には、Diplom

（ドイツ語で大学卒の意味）、Doctor 等学位を示すことが多い。 

 

 スモールトークはバカンスや趣味についての話題が主流である。仕事の後や有給休暇をい

かに楽しんでいるかが話題となる。 

 

 時間厳守である。ほとんどのドイツ人は時間に厳しく、始まりだけでなく終りの時間に関

しても予定を守る。帰宅時間が遅れることはドイツ人にとっては罪であるので、そうなら

ないよう効率的な方法が選択される。 

 

 大事な事項はすべてメールを含め書面で行うのが慣行で、文書に残っていない事は信用し

なくてもよい、もしくは信用できないと見なされる。 

 

2.5 商品のドイツ市場への適合性を高めるには 

 

先に記したように、ドイツでの販路開拓を効果的にすすめるには、ドイツ市場を把握し、ドイ

ツでの商習慣を踏まえた売り込み方法が必要である。売り込み先の相手と同じ土俵に立って初

めて対等な商談を進めることができると言える。同時に、売り込む商品自体も、ドイツ市場と

いう土俵でしっかりと勝負できる状態に持っていくこと、すなわちドイツ市場への適合性を高

めることが重要である。ここでは、商品の魅力をドイツ市場のスタンダードに合わせてアピー

ルする方法の具体例として、認証マーク、商品テスト、デザイン賞、そしてトレンドへのフィ

ットについて紹介する。 

2.5.1 認証マーク 

アンビエンテ等の展示会場で、来場者がＥＵ基準マークや安全性マークの有無を出展者に質問

することが度々ある。ドイツは規制・書類・証拠の国なので、商品が厳しい規制をきちんと通

過しているのかということはバイヤーの興味のひとつであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

グラフ 13：クリスマスギフトの購入で消費者が重要とする点 

 
出所：アーンスト＆ヤング  レポート「クリスマスギフト 2011 ドイツ」／ Ernst&Young Studie 

„Weihnachtsgeschenke 2011  Deutschland“ 

 

グラフ 13 は、Ernst&Young の行なったクリスマスギフトアンケート調査結果であるが、購入者

が何を重点において買い物をするのかを示している。ここで明らかなのは、ブランド商品であ

るかどうかはあまり重要視されておらず、基準認証マークや商号（品質保証や基準マークなど）

の有無や環境保全、製造国などに注目が集まっているという点である。インテリア関連商品を

選ぶ際の消費者心理がプレゼントを選ぶ際の消費者心理に類似すると再び仮定すると、インテ

リアグッズを買う際にも品質や性能、個性の他に基準認証マークの有無、環境に優しい製品で

あるか、どの国や地域で作られたのかという点に消費者は気を配るのではないかと考えられる。 

ドイツ人が日本製品を買うのはなぜかという問いに対して、その答えはやはり品質と性能、製

造国への信頼であると言える。卸売業者との取引では、“Made in Japan“の表示がまず確認され

ることは頻繁にある。最近のアジアブームによって日本のデザインも大変注目されおり、日本

風のデザインや日本文化がトレンドにもなっている。こうした追い風状況でさらに日本製品の

信頼性をドイツ人にアピールするのに有利となるのが商品の安全性や環境保全にかかわるマー

クであるといえる。 

 

＜CE マーク、グラス・フォークマーク＞ 

ドイツでの家庭用品や食器によく見られるのが CE マークで、EU の基準に沿った製品であると

いうことをメーカーが自己申告するものである。電気製品やその他の危険性の高い商品は CE マ

ークがついていないと輸入できないが、危険性の低い商品には義務付けられてはいない。 

CE マークの他、プラスチック容器やプラスチック素材の食器には、食品が直接肌に触れること

を前提にして作られた商品であることを示すグラス・フォークマークがある。 

 

 

 

 

 

グラス・フォークマーク  CE マーク 

 

0 20 40 60 80 100 

ブランド性 

価値 

デザイン 

製造国 

環境保全 

認証マークの有無 

オリジナリティ 

性能 

品質 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/EU_food_contact_material_symbol.svg
http://www.ce-zeichen.de/templates/ce-zei/downloads/ce-zei.png
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＜リサイクリングマーク＞ 

一方、環境保全に関して付けられているのがリサイクリングマークである。プラスチック製品

は三角形のリサイクリングマークで中の数字によってその種類が分かるようになっている。三

角形を矢印で示した緑色のリサイクリングマークは、リサイクル可能素材であることの表示で、

プラスチックの場合は先述の三角マークと一緒に表示される場合が多い。丸型のグリーンポイ

ントマークはリサイクル可能なパッケージ素材を表示し、ゴミ収集の際もこのマーク付きのパ

ッケージはその他の一般ゴミとは分別して出さねばならないシステムになっている。リサイク

ルペーパーを使用したノートなど、リサイクル素材によって再生された品物にはブルーエンジ

ェルマークが付けられている場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

プラスチック表示  リサイクルマーク  グリーンポイント  ブルーエンジェル 

 

2011 年の福島原発での事故以来、日本製品の放射能汚染を心配する消費者やバイヤーが出てく

る可能性も大いに考えられる。事実、2011 年 8 月にフランクフルトで開催された、クリスマス

から翌春向け生活雑貨の見本市「テンデンス」の会場では、日本からの出展社に対し、放射能

汚染についての問い合わせが相次いだ。ドイツ人は 26 年前のチェルノブイリ事故の影響を大き

く受けたので、放射能に対して特に敏感である。ドイツ向けの輸出品に安全性の調査などを行

なう TÜV の日本支社などが放射能測定ラボラトリーを設けて、商品の汚染度をチェック・認証

するなどのサービスを提供している。 

 

輸入品に対する規制や義務は商品によって異なるが、ドイツでは規制を施す当局だけでなく、

一般消費者も商品の安全性や環境保全性への意識が高い。この点に留意し、自社製品について

の安全性や社会性をアピールすることが商談を前進させるためのキーポイントのひとつになる

と言える。 

 

さらに、グラフ 13 に戻って、ドイツの消費者が品質と性能を重視している一方でブランド志向

は高くないという点に注目すると、ドイツ人のブランド意識が日本人の場合とは異なってくる

ことが予想できる。ドイツ人にとってのブランドはあくまで品質保証であり、一定の品質への

信頼を提供するのがブランド商品である。よって、満足のいく品質・性能を提供してくれるブ

ランドに人気が集まり、いわゆる「贅沢品」や「格好の良さ」からの高級ブランド信仰は少な

い。これは、大手デパートが超高級ブランド品を扱っていないことからも裏づけられる。ドイ

ツ人にとってのブランド品は中間価格帯の品質保証のある商品である。従って、ドイツ市場に

参入する日本製品もドイツ人のブランド感覚にマッチする品質保証と価格を維持することが望

ましい。 

2.5.2 商品テスト 

認証マークが保証する商品の安全性に加え、性能、使いやすさ等を他社商品との比較で相対的

に評価を与えるのが商品テストである。第三者機関による客観的かつ明確な評価ゆえに製造者

自体が発信する情報よりも信憑性が高いと考えられ、ドイツでは特に、消費者の購買決定に大

きな影響を与えるものとして知られている。商品テストで高い評価を得た商品の製造者は、高

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Recycle001.svg&filetimestamp=20070424052554
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gr%C3%BCner_Punkt.svg&filetimestamp=20070113095442
http://www.guetesiegel.de/Links/jump.php?sid=3&url=http://www.blauer-engel.de
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Plastic-recyc-01.svg
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い評価を受けた旨を商品自体や商品のパッケージに大きく表示し宣伝ツールとして活用する。

テストの結果はニュースで報道されることも多く、そのマーケティング・宣伝効果の高さには

定評がある。ここでは、ドイツで最も馴染みのある 2 大商品テスト、シュティフトゥング・バ

ーレンテストとエコ・テストを紹介する。 

2.5.2.1 シュティフトゥング・バーレンテスト（Stiftung Warentest） 

http://www.test.de 

シュティフトゥング・バーレンテストは独立した消費者団体であり、連邦食料・農

業・消費者保護省からの一部補助を受けて市場に出回っている商品やサービスをテ

スト・評価し、その結果を公表している。テストの対象となる商品やサービスを全

て匿名で一般市場にて購入し、独立した研究所でテストされ、その結果に数字での明確な評価

が付けられて公表される。金融サービスや保険、イチゴジャムから建売住宅まで、ありとあら

ゆる消費財がテストの対象となり、消費者はそのテストデータを購入することができる。毎月

一番新しいテストの結果が月刉誌 Test に公表される。Test 誌の月間印刷部数は 50 万部である。

テストの基準は商品によって異なるが、大筋では、消費者にとっての使いやすさ・環境保全

性・消費者への情報公開度・経済性・健康面への影響などの項目に分かれて審査が行なわれる。

テスト結果の数値によって商品が「大変良い」「良い」「普通」「十分」「不十分」の評価を

受け、高評価・好成績はメーカーのマーケティングツールとして広く利用されている。テスト

が独立した機関で客観的に行なわれるので、消費者間の信憑性が高く、商品購入の際にこのテ

スト結果をあらかじめ参考にする消費者が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          テストでの好結果を 

フライパンのテスト公表結果例          プレス発表するフィスラー社のサイト 

 

 

 

          商品テストの高評価を 

パッケージに示すシャンプー 

 

 

 

2.5.2.2 エコテスト (Öko Test) 

www.oekotest.de 

エコテストは、Öko Test Verlag GmbH 社の発行する消費者向けの商品

テスト雑誌で、シュティフトゥング・バーレンテストの競合に当たり、

特にエコロジーの観点を中心に商品を評価している。商品テストのプロセスはシュティフトゥ

http://www.test.de/
http://www.oekotest.de/
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ング・バーレンテストと類似しており、独立した研究所に発注して商品のテストを行なう。そ

の際に、特に健康上や環境に悪影響のある物質が使われていないかに重点を置いている。テス

ト結果は商品メーカーがマーケティングツールとして使えるので、エコテストのマークがつい

た商品を消費者がオーガニック商品（有機農業商品）と間違えることがしばしばあるが、テス

トの好結果は必ずしもオーガニックの証明ではない。 

 

 

 

 

 

床材テスト 

レポート 

 

 
                       エコテストで高評価を得たことを伝える   

                             シュタイフ社のプレスリリース 

 

2.5.3 デザイン賞 

デザイン性の高いインテリア・ギフト商品にとって、商品の魅力の客観的評価をアピールする

最も有力な方法は、世界的に評価の高いデザイン賞の受賞である。デザイン賞の受賞により国

際的注目を集め、商品のブランディング強化、さらには新たなデザイン依頼、コラボレーショ

ンのオファー等可能性は大きく広がる。優れたデザインに送られる賞は数々あるが、その中で

も世界的な定評を持つドイツのデザイン賞は 「iF デザイン賞」、「レッドドット・デザイン

賞」、「デザインプラス賞」の３つである。 

 

2.5.3.1 iF デザイン賞 
www.ifdesign.de 

iF デザイン賞は、インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーバーという

デザイン連盟が開催する、世界的に定評を持つ賞である。1953 年にハノーバー

で始まったこの賞は、プロダクト、コミュニケーション、パッケージの 3 分野

において、さらにプロダクトに関しては 16 カテゴリーに分類されて授与される。 

 

iF デザイン賞のカテゴリ－：全部で 16 種 

交通・レジャーとライフスタイル・AV・テレコミュニケーション・コンピューター・オフィ

スとビジネス・照明・家具とホームテキスタイル・キッチンと家庭用品・バスルームとウェ

ルネス・ビルディング・パブリックデザイン・ヘルスケア・産業と工芸・建設と農業・研究 

審査基準：デザインの質、品質、素材、イノベーション面、環境保全性、使いやすさ、性能、

取り扱いについてのビジュアル度、安全性、ブランド性、ユニバーサルデザイン性 

応募条件：量産が可能な商品であること、市場に出て 3 年以内であること（研究部門のみ商

品化していないものでも応募が認められる） 

応募と審査要領： 

1. ホームページにログインしてアカウントを開く。 

2. 分野やカテゴリーを決定して、それぞれの手順に従ってオンラインで申し込む。 

3. 写真やテキストによる書類選考。 

http://www.ifdesign.de/
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4. 書類選考通過の後、商品を郵送。 

5. 商品審査の結果、受賞となればその結果をマーケティングに使用する許可がおりる。 

6. 受賞作品は iF イヤーブックに掲載される。商品は返却される場合もある。 

 

2.5.3.2 レッドドット・デザイン賞 

www.de.red-dot.org 

レッドドット賞は、ノルトライン・ウェストファーレン・デザイン・

センターが開催する、世界的な知名度を持つデザインコンクールで、

受賞商品のうち特に優れたものにはさらにベスト・オブ・ベスト賞が授

与される。プロダクトデザイン、デザインコンセプト、コミュニケーションの 3 分野に分かれ、

プロダクトデザインはさらに 19 カテゴリーに分類される。毎年世界 70 カ国から約 14000 件の

応募がある。 

 

プロダクトデザインのカテゴリー： 

リビングと寝室・家庭用品・キッチン・テーブルウェアとデコレーション・バスルームとウ

エルネス・照明、ガーデン・アウトドアとスポーツ・ファッションとライフスタイルアクセ

サリー・時計と貴金属・インテリアデザイン・オフィス・産業と工芸・医療・交通・エンタ

テインメント機器とカメラ・コミュニケーション・コンピューター 

プロダクトデザインへの応募資格：2012 年の応募の場合、2010 年 1 月から 2012 年 7 月まで

に市場に出され、購入可能である商品。 

 

2.5.3.3 デザインプラス賞 
www.ambiente.messefrankfurt.com 

フランクフルトのアンビエンテ見本市に出展された商品の中か

ら選ばれるデザイン賞で、メッセフランクフルト・エクシビション GmbH、ラート・フュア・

フォルムゲーブング（デザインアドバイス機関）、ドイツ商工会議所による審査で選ばれる。

これまでに日本の商品の受賞も多く、今年も 4 社がデザインプラス賞に輝いた。 

 

応募資格：市場に出て 2 年以内の、外見・性能ともに優れた商品 

2012 年アンビエンテでの受賞者： 

3 Claveles - Bueno Hermanos (スペイン)、Alessi S.p.A. (アレッシー、イタリア)、Design Pool 

Ltd./Native Union (中国)、h concept co. ltd. (アッシュコンセプト株式会社、日本)、Ivo 

Cutelerias Lda. (ポルトガル)、JIA Inc. Ltd. (中国)、Kai Corporation (貝印株式会社、日本)、

Kamoi Kakoshi Co., LTD. (カモ井加工紙株式会社、日本)、Kitchen Planning Co., Ltd. (株式

会社キッチンプランニング、日本)、Menu A/S (メニュー、デンマーク)、Palomar Srl (イ

タリア) (ドイツでの販売会社: MeterMorphosen)、Oxo International (米国)、PA Design 

(フランス)、QDO (デンマーク)、Rosenthal (ローゼンダール、ドイツ)、XXD GmbH (ドイ

ツ)、Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG (ドイツ)、Zwiesel Kristallglas (ツヴィー

ゼル、ドイツ). 

＊社名に関しては、日本企業および日本での認知度の高い企業についてはカッコ内に国名と

ともに日本語表記を示している。 

http://www.de.red-dot.org/
http://www.ambiente.messefrankfurt.com/
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2.5.4 トレンドへのフィット 

市場への適性を考える上で、デザインや感性が重要な要素となるインテリア関連製品にとって、

バイヤーそして消費者をひきつける鍵となるのは、市場トレンドへのフィットである。実際に

バイヤーはトレンド情報を常にチェックしており、トレンドにフィットした商品に目が向かう

傾向にある。例えば見本市の出展ブースで、トレンド色の展示品を強調したディスプレイにす

るだけでも反応が大きく変わってくる。市場のトレンドについては、常に情報収集する習慣を

身につけることが好ましい。 

2012 年のアンビエンテでは、ドイツのデザインスタジオ bora.herke.palmisano（ウェブサイ

ト：www.bora-herke.de ）がトレンドセッターとして公認されている。同スタジオは、アンビ

エンテだけでなく、同じくメッセ・フランクフルトで開催されるハイムテキスタイル（ホーム

テキスタイル分野国際見本市）、ペーパーワールド（文具、オフィス用品の国際見本市）など

の消費財分野見本市での公認トレンドセッターでもある。2012 年のアンビエンテ開催に向け、

bora.herke.palmisano が発表したトレンド予測は、アンビエンテ・トレンド公式サイト

(http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events/trends.html)で確認することが

できる。ただし、このトレンド予測は非常に抽象的な用語を使って表現されているため実態が

掴みにくい。日本語訳の表現だけでなく、公式サイトに示されたイラスト等、視覚的な情報も

参考にしていただきたい。 

 

2012 年のアンビエンテ終了後にメッセ・フランクフルトが公表したファイナルレポートには、

より具体的な示唆が見られる。以下、同レポートの抜粋を紹介する。 

（出所：http://www.messefrankfurt.com  „Schlussbericht Living, Schlussbericht Giving, Schlussbericht Dining“） 

 

 リビング分野 

デコラティブでありながら使って便利な、質の高いものを求める消費者が増えている。自然素

材を中心に、それに金属やガラス、陶器、リサイクル可能なプラスチックやハイテク素材をミ

ックスしたものが好まれる傾向にある。高いデザイン性と高機能性がポイント。消費者はせわ

しない日常から家の中での安らぎを求めており、室内ガーデニングやロマンチックな照明、感

性の高いアロマなどを用い、自分の個性を生かした多様なリビングスタイルを生み出している。

さらに、小さいが贅沢なもの、たとえば小型調度品や照明器具、花瓶、ボウル、蝋燭立て、自

然派デコレーションなど、手作りと 3D の要素を取り入れたウィットに富むものが贈り物用リビ

ング雑貨に求められている。 

 

 ギフト分野 

フレッシュで明るく、楽天的なイメージが主流で、トレンドははっきりとした色。色のコンビ

ネーションや、パッチワーク風・フラワーパワーを彷彿とさせる色とりどりの小物が中心であ

る。タブレットパソコン用のクリエイティブなカバーなど、一人ひとりの個性にマッチした素

材やデザインがあり多種多様である。個性的でなおかつ持続性のあるものがギフトのトレンド

で、プラスチック・幌やパラシュート生地・ウール毛布などをリサイクルしたバッグや財布・

小物入れ、フェルト・皮・竹でできた小物、個性にマッチしたウィットに富んだ商品は人気が

ある。装飾品では昨年のトレンドがチェックや縄模様であったのに対し、今年のトレンドはエ

キゾチック・アジア風である。自然素材でできたブッダの像など、ドイツ人にはなじみの薄い

ものに注目が集まる。 

 

 ダイニング分野 

http://www.bora-herke.de/
http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events/trends.html
http://www.messefrankfurt.com/
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消費者は高品質と持続性を求め、小売りは消費者の投資願望にマッチする高品質製品・ブラン

ド商品やそれに関連するコンセプトの品揃えを強化している。”メード・イン・ジャーマニー

“であることは消費者にとって品質と持続性を保証する意味があり、ドイツ製であることがト

レンドの一つとなっている。キッチン分野では、健康に良い食材の調理とエネルギー節約がメ

インテーマで、トレンドは豊富な色使いである。包丁から鍋に至るまで、カラフルな色のバリ

エーションがあり、消費者が好みの色を選べる。食器の分野でも、自然をモチーフにした花模

様などが人気で、カントリー調のテイストも人気がある。モダントラディショナルと呼ばれる、

伝統的な食器と現代的なものが同時に食卓を飾るという風潮（昔ながらの陶器食器とリサイク

ル素材の食器との組み合わせなど）が話題になっている。ガラス製品でははっきりとした色合

い、特に緑やオレンジが主流で、ドリンクグラスなどは奇抜なデザインでなおかつ飲みやすい

というものが目立つ。ワイン関連製品も需要増が見込まれている。プラスチック製品・家庭用

品分野では色のバリエーションが豊富で、特にキッチン・食卓用のプラスチック製品には高級

感が出てきている。 

 

 “ホーミング”トレンド 

21 世紀に入り「ホーミング」と呼ばれるトレンド用語が定着し始め、ここ数年の経済危機とユ

ーロ危機によってドイツでもこのホーミングトレンドが長期的に定着してきている。ホーミン

グとは、自宅が社会生活の中心となるライフスタイルで、レストランで外食する代わりに友人

を自宅に招いて料理を共に楽しむことや、映画館へ行く代わりに自宅のホームシアターに知人

を集めて映画を観るなど、従来自宅外で行われていた社会的交流やエンターテインメントが、

個人の家で行われるようになるというトレンドである。その背景には、経済危機やユーロ危機

などの影響による貯蓄意識の高まりから、外出による無駄遣いを減らすという消費者意識があ

るが、その反面、社会生活の中心としての自宅に投資し、自宅を居心地の良い場所にするため

のインテリア消費財への投資が行われつつあると考えられる。元来ドイツ人は住空間を大切に

し、個性があり居心地の良い自分の“城”を築くことに投資を惜しまない国民性を持つ。した

がって、経済や景気の動向である程度の上下はあるものの、健康志向や省エネ志向から今後も

ホーミングトレンドは文化的・長期的現象としてドイツに定着していくのではないかと考えら

れる。 

 
以上、最近のインテリア業界トレンドにつき概要を紹介したが、ここで留意すべきは、トレン

ドは常に変わりゆくものであるということである。アンビエンテで発表されるトレンドも、要

素によって変化のペースは異なるものの、毎年移り変わりを続けている。デザイン性が商品の

生命線のひとつであるインテリア業界において、常に最新のトレンドを抑え、トレンドに合わ

せた商品を発表していくことは確実な販路開拓につながる。ドイツに拠点を置かずにそうした

現地最新トレンドを抑えるのは容易ではないが、例えば業界誌・サイトの定期購読や現地市場

調査の情報サービス等を有効につかうことで、現地情報収集は可能である。 
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3 販売体制選択のポイント 

 

本節では海外に拠点をもたない日本企業が海外で製品を販売する際の体制を紹介し、それぞれ

のメリット・デメリットを分析、どのようなリスクが発生する可能性があるかを考察していく。

一般的にドイツの小売業をはじめとする販売業者は仕入れルートを様々に分けて使う傾向があ

る。例えば、店のイメージを印象づけるような流行の先端を行く高品質・高付加価値商品はメ

ーカーと直接取引で最新のデザイン製品を入手する一方で、比較的安価でよく売れ、流行性が

低い商品は卸売り業者から価格優先で取り寄せるなど、様々な流通ルートをコントロールし、

可能性を柔軟に組み合わせているところが多い。よってメーカー側も販売のための可能性はひ

とつではないので、自社商品のブランド価値を高め、維持できる方向で、様々な流通ルートを

コントロールしていくことが重要なポイントとなる。はじめにアプローチしてきた販売業者と

あわてて契約し、その後の可能性をつぶしてしまうという結果にならないためにも、最初は冷

静に市場の状況を把握する体制を整え、自社商品がドイツ市場で獲得し得るポジションを想定

の上、販売体制それぞれのメリット・デメリットに留意しながら、商品が消費者に届くまでの

流通経路全体を見極めて判断することが大切である。 

 

3.1 自社販売 

 

自社で海外と直接取引を行う体制として、ここでは日本から個々のオーダーに対し対応してい

く日本からの直接販売と、自社の子会社として現地法人を設立した場合の体制を見ていく。 

3.1.1 日本からの直接販売 

日本からの直接販売は、国際見本市への出展やウェブサイトを機に海外の小売店または消費者

から直接に日本でオーダーを受け、その都度商品の輸送と売上金の回収を行う場合が多い。こ

の形式で海外との取引を始める企業は非常に多いのではないだろうか。特に最近では、ウェブ

サイトや E メールの利用で、以前よりも直接販売のハードルが低くなっている。日本からの直

接販売の場合、多くの場合、特に海外取引の初期段階では個々の発注量は小さい傾向にある。

そのため、個々の販売にかかるコストは、発注者との電話やメールでのやりとりや商品の輸送

費などが主で大きな負担とはならず、海外販売の第一段階としてすすめやすい。また、消費者

や小売店と直接にコミュニケーションをとるため、新たなニーズや新製品開発の大きなヒント

となるユーザーの意見を直接聞き取ることができる。 

その一方、実際には注文ごとに貿易事務を含めた様々な事務処理が必要となり、小口のオーダ

ーでも個々に対応していくことが求められる。外国語でのやり取りも必要となる。これらの業

務にかける時間と費用をその対価となる売上から見てみると、実際、非常に収益性の低いビジ

ネスに陥っているケースが多い。また、売上金の回収において、注文者と同じ国内取引ではな

いため、未回収となるリスクが常につきまとう。さらにドイツの場合、商品の保証期間は最低

でも 2 年以上の設定となっており、保証期間中の商品交換への対応も必要になってくる。この

ように実務面での負担を考慮すると、日本からの直接販売は一般的に収益性が低く、売上金回

収のリスクも大きく長期的展望を持ってすすめる形式ではないと見られる。ただし、すでに商

品自体の国外でのブランディングが確立されている場合は、こうしたマイナス要素を払拭でき

る可能性も高い。 



 

35 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

3.1.2 現地法人設立による自社販売 

自社販売のもう一つの形式として、現地法人の設立がある。現地法人の設立により、設立した

国で直接の営業活動ができるようになり、独立して事業開拓を進めていくことが可能となる。

現地業者との取引も貿易ではなく現地での国内取引となるため、貿易に伴うリスクが軽減され、

取引先に対する信頼性も増す。特に EU 圏の商流・物流の中心であるドイツに現地法人をもつこ

とで、EU 内諸国での事業を有利に展開する可能性も生まれる。さらに、市場の動きを常に現地

で把握できるメリットもある。 

ただし、現地法人設立には莫大な初期費用が必要となる。設立費用だけでなく、弁護士や会計

士、社会保障費などその後の維持費も日本よりも多額に必要となるため、設立後の維持費も大

きな負担となる。また、ドイツ企業となる現地法人と日本との間での為替リスクについても留

意が必要になる。現地法人設立による恩恵は大きいが、その恩恵を得るためには莫大な初期投

資が必要である。この莫大な初期投資に見合う売上がすでに立っている場合を除いては、現地

法人設立は長期的展望の上でのひとつの目的点とするのが、海外取引の初期段階では妥当と考

えられる。先項で述べた自社での直接販売から始め、後述する販売代理店やディストリビュー

ターとの契約を上手く組み合わせて販路を拡げ、大口の売り上げ見込みを維持できるようにな

った時点で現地法人の設立を検討するのが理想的ではないだろうか。 

 

3.2 販売代理店を介した販売 

 

販売代理店には大きく分けて売買型と仲介型の２つの形態がある。製造者が販売代理店に商品

を販売し、その商品に販売代理店の利益を含んで顧客に商品を販売するのが売買型の販売代理

店である、仲介型の場合は、販売代理店が製造者に顧客を紹介し、製造者が顧客と契約を交わ

し商品を販売した時点で製造者から手数料を受け取る。一般的にドイツでは、販売代理店とい

えば売買型の形式を指すことが多く、仲介型販売代理店は、後述するディストリビューターの

役割に近い。ディストリビューターについては、次の項目「3.3. ディストリビューターを介し

た販売」をご参照いただきたい。 

 

基本的に商品を買い取り、すなわち在庫を保持し、ドイツ市場ですでに開拓した販売ルートを

使って販売を代行してくれる売買型販売代理店の存在は、ドイツに拠点を持たない日本企業に

とって大変頼もしく映る。中には輸入業務から販売まですべての業務を引き受けてくれるケー

スもある。一度契約を結べば、その販売代理店がすでに開拓している販売ルートを利用して、

継続的な販売の目途が立つので、販路開拓の大きな布石となる可能性は大きい。 

ただしここで留意すべき点がある。販売代理店とひと言に言っても、規模や得意とする分野、

販売力の有無等、多種多様で非常に多く存在するのが現実である。真っ先に声をかけてくれた

販売代理店と急いで契約を結んだ後で、自社製品の販売ルートとしてより適した販売代理店候

補を見つけながら、先に結んだ契約との兼ね合いで商談を進められなかったという例はよく聞

かれる。特に海外市場では、同じ商品でも、市場開拓を進める中で日本での販売実績の高いセ

グメントとは異なるセグメントで高いニーズが発見される、ということも多々ある。そうした

時に既存契約が足枷となり、思い切った戦略に出られなくなるような事態は避けたい。また、

契約を結んだ販売代理店の販売力が弱かったりターゲットがずれていたりという原因で、商品

が思うように売れない可能性もある。商品が売れない場合、販売代理店としては在庫を処分し

なければならないので、大幅な値引きや格安業者に商品を流してしまうことも多い。デザイン

性の高い、高品質な商品であっても、それが一度 100 円ショップのような店に並べば、その商
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品のドイツ市場でのブランディング立て直しはほぼ不可能となってしまう。しっかりとした販

売力のある販売代理店であっても注意点はある。販売力のある販売代理店は、すでに有力な商

品をいくつか保持していることが多く、例えばその販売代理店が取り扱っている別のメーカー

の商品販売に注力し、自社製品をなかなか売ってくれない、ということも起こりうる。 

こうしたリスクはあるものの、販売代理店がドイツでの販路開拓の大きな力となるのは間違い

ない。販売代理店を介しての販売を確実に実現させるには、こうしたリスクへの対策を施す必

要がある。リスク対策のひとつとして、販売代理店との契約の際に、一定期間中に売れなかっ

た商品を買い戻す権利を契約に盛り込んだり、契約の解消・変更が柔軟にできるような契約内

容にしたりすることが挙げられる。ドイツは書類の国で、どんなに小さな事項でも書面にして

証拠として残すのが常識である。後日トラブルの元になる可能性のある事項は、契約書の中に

明確に示しておきたい。また、こうしたトラブルに巻き込まれないためには、販売代理店選び

を慎重に行い、自社製品に適した、能力の高い販売代理店を選択することが重要である。 

販売代理店を介した販売に偏りすぎると、上記のリスクに加え、消費者からの商品に対する意

見が入りにくくなり、したがって新しいニーズや商品改良、新製品開発のヒントと言ったチャ

ンスを逃してしまうデメリットもある。また、ドイツでの物流は小ロットが基本であるため、

在庫を持つ販売代理店への納品の場合でも、細かな注文に応じねばならない場合もある。価格

に関してもドイツでは日本以上にメーカー側の販売希望価格が通りにくく、価格管理が難しい

点も留意しておく必要がある。 

 

3.3 ディストリビューターを介した販売 

 

ドイツのディストリビューターの多くは個人経営で、基本的に在庫を持たない場合が多い。担

当する小売店からのオーダーを取り付けてメーカーに連絡、メーカーから直接に個々の小売店

に商品を販売、納入し、ディストリビューターはその手数料をメーカーから受け取る。ディス

トリビューターも販売代理店と同様、多種多様、大小さまざまで、販路開拓に適した信頼でき

る業者を選別することが成功の鍵となる。 

在庫をディストリビューターが持たないという点以外は販売代理店を介した販売のメリットと

同様、ディストリビューターが既に築いている小売店との信頼関係に乗って自社商品の販路開

拓を前進させることができ、また、一度ディストリビューターと契約することで、多数の小売

店との取引が生まれ効率性も高い。在庫の管理を自社でしなければならない分、ディストリビ

ューターが在庫処分を目的に大幅なディスカウント価格を設定するようなリスクは低い。 

反面、ドイツに拠点を持たない状態での在庫管理はメーカーにとって大きな負担となり得る。

しかも、小売店からのオーダーは随時小口で入ってくる場合が殆どなので、頻繁かつ細かな納

品への対応が必要となる。また、売上金の回収も自社で責任をもって行わねばならない場合が

多い。そうした細かな対応が求められる一方で、営業・マーケティングの役割はディストリビ

ューターに委ねているため、納入業者である製造者に、消費者や小売店の販売担当から市場ニ

ーズに関する情報が届きにくい点は、販売代理店が抱えるのと同じジレンマである。 

販売代理店を介する場合と比較した場合、ディストリビューターを介する方が在庫を自社で管

理する分、商品流通に関してある程度コントロールが可能で、商品のブランドイメージを守る

点では優位である。が、反面、在庫・納品管理、売上金回収などの業務負担は販売代理店を利

用する方が軽減されるといえる。 
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ディストリビューターと並び称される流通業者に卸売業者がある。卸売業者の場合、商品を仕

入れて小売等へ販売するという点で、ドイツの場合、より販売代理店に近い役割ではあるが、

ここで卸売業者についても少し触れたい。 

卸売業者と言えば、大口の注文を取り扱うケースが主で、ドイツ市場での販路開拓を目指す日

本企業の中にも、小口の小売業との取引よりも卸売業との取引を希望するところは多い。しか

しながら、大口の注文がその代償として求めるのは、ほとんどの場合、低価格での卸値であり、

品質に見合った価格での販売が難しい。ドイツでは一般的に、卸売業者は低品質でも安価な商

品を大量に取り扱うことを得意としており、これはインテリア関連業界でも同じである。高付

加価値商品である日本製品に適した卸売業者を見つけられる可能性は非常に低い。もっとも、

高品質志向が進む最近のドイツ市場では、今後高品質商品へのニーズがさらに高まると考えら

れ、それとともに高品質商品を専門とする卸売業者が生まれる可能性もゼロではないので、市

場状況の定期的な確認は必要である。 

 

3.4 レップオフィスの活用 

 

駐在員事務所とも呼ばれるレップオフィスは、先に述べた現地法人とは異なるメリット・デメ

リットがある。 

レップオフィスはドイツの法律では非居住者扱いとなるため、現地法人が有しているようなド

イツでの営業・販売許可は持たない。しかしながら、現地での情報収集に関しては自由に行う

ことができる。この点に注目したい。これまで見てきた通り、ドイツ市場でのターゲット選定

から販売体制の選択まで、様々な意思決定が求められる段階で、その成否を握っているのは、

該当する市場ついての情報力と分析力である。 

海外市場での販路開拓となると、どうしても販売や営業部分を優先して進めてしまうことが多

いが、販売や営業で成果を上げるためには、日本市場で日常的に行っているように、それ以前

の市場調査、マーケティングが非常に重要になる。特に効率性を重視するドイツの商習慣の上

では、しっかりと下調べ、下準備をしてから持ちかける商談でなければ相手にしてもらえない

場合も多く、事前の市場調査の重要性が高い。現地市場調査をしっかりと行える体制を整えて

販路開拓を進めるのと、そうでない場合とでは、成果に大きな違いが出るのは大いに理解でき

る。また、レップオフィスを利用した積極的な情報収集やネットワーク作りを通して、新たな

ビジネスチャンスが生まれることもよくある。新しいものに対して慎重になりがちなドイツの

ビジネス環境では、新規の飛び込み営業に抵抗を感じる一方で、取引のある企業の知っている

ところ、紹介されたところに対しては喜んで門戸を広げる傾向がある。現地に根差したビジネ

スネットワークを広げていくことは、販路開拓の基盤を広げるために重要な役割を果たす。契

約している販売代理店やディストリビューターからの情報だけで市場を見誤るリスクも低くな

る。 

もちろん現地法人を設立すれば、市場情報の収集も営業行為もどちらも実施が可能となる。し

かしながら現地法人の設立には、先述の通り膨大なコスト、事務手続きが必要となる。これに

対し、レップオフィスの成立費用は現地法人設立に比べると少なくて済む。とはいえ、登記、

オフィス物件の選定・契約、駐在員の派遣、人材育成と、それなりの費用はかかってくる。人

材育成のための時間的・金銭的投資も必要となる。こうした時間と費用を最低限にするために、

現地のレップ代行サービスを活用する方法もある。ただ問合せを待つだけのレップではなく、

能動的に市場調査を進めることができる高質なレップ代行サービス業者を利用することで、販

路開拓を確実に前進させる可能性が高まるのではないだろうか。 
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4 商品流通 ～輸送の方法と留意点～ 

 

すでに他国への輸出実績のある会社は、ドイツと貿易を始めるに際し、あまり苦労はされない

のではないかと予想する。とはいえ、ドイツは書面の国。大事なことは、たとえ口頭で伝え先

方の了解を得たとしても、必ず後ほど書面にて、お互いの了解点を明確にすることを心がけて

いただきたい。 

 

この章はドイツとの貿易が初めての輸出、という企業向けに書いていくことにする。 

 

4.1 日本からドイツへの輸送 

 

4.1.1 日本からドイツへの輸送手段 

日本からドイツへの輸送手段は、日本から他国への輸出と同じく、航空便もしくは船便が適用

される。その輸送を誰が手配するのかは、インコタームズ 2010 に基づき設定した建値によって

決まる。 

実際の運送は「キャリア」と呼ばれる船や飛行機を持つ会社が行う。会社の規模にもよるが、

売主が直接キャリアに輸送スペースの予約をすることはなく、輸送窓口となるのはフォワーダ

ーと呼ばれる国際輸送取扱業者である。サンプル出荷は有償無償に関わらず、一般に国際宅配

便が手軽に利用できるであろう。 

4.1.2 ドイツ国内の輸送手段 

日本国内と同じく、ドイツ国内の輸送手段はトラック輸送が主であるが、鉄道輸送そして河川

輸送も存在する。 

 トラック輸送：料金は高いが、小回りが利く。輸送を急ぐ貨物には便利。小口貨物は通常

他社の貨物とトラックスペースを共有する。もちろん、トラック 1 台をその小口貨物だけ

に仕立てることも可能である。 

 鉄道輸送：コンテナ輸送の際利用可能。トラック輸送に比べると料金は安い。鉄道輸送と

トラック輸送がコンビとなることが多い。 

例）ハンブルグ港からベルリンターミナルまで鉄道輸送、そこからトラックにて最終仕向

地まで輸送。 

 河川輸送：料金は安いが、日数がかかる。また、水位によって、運行スケジュールが変わ

ることがある。日本からの貨物の場合、ロッテルダム港揚げのコンテナ貨物であり、最終

仕向地がライン川付近であれば、利用の可能性はある。鉄道輸送同様、トラック輸送とコ

ンビになることがある。 

例）ロッテルダム港からマインツターミナルまで、専用船にて輸送。そこで陸揚げされ、

トラックにて最終仕向地まで輸送。 

大手の輸送会社もあるが、中小企業もしくは個人企業の輸送会社が多く存在する。 

4.1.3 輸送手段の選択 航空便か船便か 

売主としての輸送責任が日本国内で終わるのであれば、その後の輸送手段を気にする必要はな

い。しかし、売主がドイツまでの輸送も負担するのであれば、航空便を利用するか、船便を利
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用するか、考えるところである。海外輸送費を商品価格に取り込む必要があり、熟考が欠かせ

ない。単純に、航空便は輸送期間が短い一方、輸送料金が高い。船便は輸送期間が長い一方、

輸送料金が安い、と言える。しかし、貨物の量によって、船便と航空便の料金の差があまり現

れないこともある。 

 

船便の LCL 貨物（コンテナ一本に満たない小口貨物）は輸送料金を「貨物の体積」によって算

出する。 

例）1Ｍ3（1ｍ×1ｍ×1ｍ）以下の貨物は、1Ｍ3として計算する。1Ｍ3を超える貨物は 1Ｍ3 

の料金を基本として、実体積の料金を算出する。 

 

航空貨物は輸送料金を「貨物の体積と重量」の両方を見て算出する。 

例）体積 0.5Ｍ3、重量 500kg の貨物の場合。体積の重量換算が約 83kg となり、輸送料 

換算には、実重量の 500kg が適用される。（計算式 0.5Ｍ3
÷6×1000≒約 83kg） 

 

例）体積 0.5Ｍ3、重量 75kg の貨物の場合。体積の重量換算が先ほどと同じ約 83kg と 

なり、輸送料換算には、体積をもとにした重量 83kg が適用される。 

 

船便にせよ、航空便にせよ、輸送料のほか、所定倉庫での取扱料などが発生する。 

 

ドイツまでの輸送費を売主が負担し、その料金を商品価格に取り込んでいる場合、見積書に、

どの輸送手段を用いて算出された価格であるのか明確にしておくこと。 

例）Shipment by Air もしくは Shipment by Sea 

 

貨物の容積が 15Ｍ3ぐらいになるようであれば、コンテナ一本分の料金とＬＣＬ料金を比較する

価値はある。ただ、その際には買主にてコンテナでの貨物受取が可能かどうか、事前に確認を

する必要がある。コンテナでの貨物受取が不可能な場合、到着港にてコンテナからトラックへ

の貨物積替作業が発生し、結局全体のコストが高くなるかもしれないためである。 

4.1.4 ドイツでの輸入手続き 

日本を含む第三国からの貨物がドイツに到着すると、輸入通関が行われる。日本と同じく、そ

の通関業務は通関取扱業者が行う。ドイツの場合、到着港にて実際の通関をし、その時点で輸

入貨物が内貨貨物となる場合と、保税書類と共に外貨貨物として買主、もしくは買主指定の倉

庫まで運び、そこで輸入通関をする場合がある。後者の方を採るのは、自社に通関のできるス

タッフを抱えており、その設備が整っている会社である。 

ドイツ側で輸入に生じる費用は、関税と輸入 VAT。加えてフォワーダー経由で通関手配を行っ

た場合は、通関手数料が発生する。 

4.1.5 輸送業者の選択 

買主がドイツまでの輸送を手配する場合、誰に輸送を委託するかは、貨物の大きさ、商品価格

を考慮し、自社にとって最適な手段を選べばよいであろう。 

 
4.1.5.1 国際宅配便 

日本では 10 社ほどの会社が国際宅配を商品として扱っている。その中、ドイツでも馴染みのあ

る会社は数社であり、その他の会社は、ドイツの輸送会社と提携を結んでいると思われる。参

考までに、日本郵便のサービスを利用してドイツへ小包を送付した場合、ドイチェポスト（ド

イツ最大の郵便会社）が、傘下の DHL を用いて輸送を担当する。 

サンプル出荷として国際宅配便を利用するのは、まず問題ないと思われる。 
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ドア・ツー・ドア の配送につき、港や空港止めの配送は不可能である。また、買主が私書箱

（ドイツ語で「Postfach」）を有している場合、送り状には私書箱のついてない実住所を記入す

る必要がある。 

 

4.1.5.2 フォワーダー 

輸出入手続き、並びに国際輸送を取扱う会社は日本国内に多数存在する。航空便専門、船便専

門、その両方を取り扱う会社などさまざまである。売主としての貨物輸送義務が日本国内で終

了するならば、どのフォワーダーと組んでもよいかと推測する。もしくは、買主が輸送を手配

するため、買主指定のフォワーダーから、連絡が入るかもしれない。しかし、輸送義務が仕向

地ドイツに及ぶ場合、ドイツ向けの輸送を実際に取扱ったことのあるフォワーダーを選択する

ことが望ましい。数あるフォワーダーの中、ドイツに営業所もしくは現地法人を所持している

会社がある。これらの会社は経験豊富なだけでなく、常に現地の輸送に関する新しい情報を得

ている。また、貨物が税関検査を受けることになった際、現地スタッフを通じて税関担当者に

作業を急ぐよう依頼することも可能である。 

なお、税関検査を受ける可能性は、国際宅配便を利用した場合も同様である。 

 
4.1.5.3 輸入者の資格 

個人から企業まで、誰もが輸入者になることができる。その内、販売を目的として輸入する者

は EORI 番号(Economic Operators Registration and Identification Number)を所持していなくては

ならない。この番号は EU 圏内の加盟国共通の番号であり、ドイツのものは DE で始まる 17 桁の

番号である。営利目的を持たない個人の輸入では、この EORI 番号の取得は必要でない。 

 例）個人が個人使用を目的に、海外の A 店から商品 B を購入→EORI 番号不要 

 例）個人が販売を目的とし、海外の A 店から商品 B を購入→EORI 番号必要 

 

輸出者である企業は、原則的にドイツの輸入者にはなりえない。詳しくは＜出所・参考資料＞

に記す項目を参照していただきたい。 

EU 圏外からの輸入実績のない企業と取引をする場合、ドイツにて輸入上必要な準備は、自ら進

んで取り組んでくれる相手が望ましい。貨物がドイツの港に到着したにも関わらず、輸入側の

準備が整っていない、ということは避けたいものである。 

 

4.2 港の一般情報 

 
日本からドイツ向け航空貨物の殆どは、フランクフルト空港を利用することであろう。また、

船便貨物の場合は、多くがハンブルグ港を利用するであろう。 

4.2.1 フランクフルト空港 

海外の窓口として有名なフランクフルト空港。2009 年の記録によると、ここでの航空貨物取扱

量は欧州第 2 位の 2.11 百万トン（欧州第 1 位はパリ シャルル・ド・ゴール空港）、世界ラン

キングでは第 7 位となっている。ちなみに、日本の成田空港の航空貨物取扱量は、同記録上、

2.1 百万トン、世界第 8 位である。翌 2010 年 12 月の単月記録でも、先の記録と同じく、フラン

クフルト空港の航空貨物取扱量は欧州第 2 位、そして世界第 7 位である。同記録では、日本の

羽田空港が第 9 位の取扱量となっている。 

日本からフォワーダーを利用した場合の輸送日数は、直行便の場合 Door to Door で輸出入通関

も含めて約 5 日間。国際宅配便利用では、各社のサービス規定に則る。 

直行便よりも値打ちある料金を提供するのが経由便である。納期までの時間に余裕がある場合

は、考慮する価値がある。 
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4.2.2 ハンブルグ港 

ドイツの主要港。ドイツ国内向けの貨物だけでなく、東欧向けの貨物、北欧向けの貨物もここ

を通ることがある。例えば、ポーランド向けの貨物がハンブルグ港で荷揚げされ、ポーランド

のコンテナターミナルまで鉄道輸送される。スウェーデン向けの貨物がハンブルグ港で荷揚げ

され、ハンブルグ港とスウェーデンの港を往復する船に積み替えられる、などである。 

2010 年の記録によると、ハンブルグ港でのコンテナ取扱量はロッテルダム港、アントワープ港

に続く、欧州第 3 位である。 

東京港と比べた場合、2008 年の記録によると、総取扱貨物量は東京港が 81,357 千トンであるの

に対し、ハンブルグ港は 140,400 千トンである。 

2009 年のハンブルグ港での総取扱貨物量は、リーマンショックの影響を受け、前年に比べ 20％

強減ったものの、2010 年は前年の約 10％増しの取扱量となった。 

ドイツにはハンブルグ港の他、ブレーマーハーフェン港もあるが、取扱量はハンブルグ港の約 6

割程度である。 

ハンブルグ港へは、日本から日系船社による直行便（積替なし）が運行している。東京港発の

場合、ハンブルグ港までの航海日数は約 30 日。日本からドイツまで Door to Door にて、コンテ

ナ貨物の場合約 5 週間（ドイツにてトラック輸送）、LCL 貨物の場合約 7 週間の輸送期間が想

定される。 

航空便と同じく、経由便（積替あり）が存在する。経由便で注意していただきたいのは、経由

地での貨物の扱いである。経由地にて、日本で積み込みされたコンテナ毎、他の船に積替えさ

れるのであれば、貨物への損傷リスクを心配することはない。しかし、経由地にてデバニング

（貨物をコンテナから取り出す作業）され、かつ、別のコンテナへの積み込みとなる場合、貨

物への損傷リスクが高くなる。また、経由地での状況が変わり、予定の船に乗らない、などの

可能性も出てくる。経由便利用の場合は、直行便と比べて注意が必要である。 

4.2.3 ロッテルダム港 

オランダに位置する、ヨーロッパで最も取引量の大きい港。2010 年の記録によると、コンテナ

取扱量は世界で第 10 位の 11,145,804 千 TEU。世界のコンテナ取扱量トップ 20 に入る欧州の港

は、このロッテルダム港と、ベルギーのアントワープ港（8,468,475 千 TEU、第 14 位）、そし

てドイツのハンブルグ港（7,895,736 千 TEU、第 15 位）のみである。 

 

※TEU：20 フィートコンテナを 1 と数える単位。2 倍の大きさである 40 フィートコンテナは 2

と数える。 

 

ロッテルダム港を利用するドイツの貨物もある。ドイツ企業の所在地によって、ロッテルダム

港の方が、ハンブルグ港よりも利用の便がよいためである。 

日系船社による直行便（積替なし）の航海日数は、東京港から約 28 日。 

 

4.3 輸送日数 

先の項でも少しふれたが、航空便及び船便にかかる一般の貨物の流れを紹介する。 

 

4.3.1 航空便例 

・貨物が空港指定倉庫に到着（1 日目） 

・輸出通関（2 日目） 
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※貨物が空港指定倉庫に到着した同日中に輸出許可が下りれば、全体の輸送日数が 1 日  短

くなる可能性がある。 

・直行便フライトにてドイツへ、同日中にドイツ着（3 日目） 

・輸入通関／配送手配（4 日目） 

・貨物が最終仕向地に到着（5 日目） 

4.3.2 船便（LCL）例 

・貨物が港指定倉庫に到着（1 日目） 

・CFS（コンテナ フレート ステーション）カット（2 日目） 

・輸出通関、バンニング（コンテナ内に貨物を積み込む作業）。 

・日本出港（8 日目） 

・ドイツ入港（38 日目） 

・デバニング（貨物をコンテナから取り出す作業）、輸入通関、配送手配。 

・貨物が最終仕向地に到着（45 日目） 

 

4.4 輸出前の確認点 

 
以下に輸出前に確認すべき事項をまとめる。 

 

1） 輸送会社の選択 

自社のニーズにあった会社を選ぶ。 

 

2） 輸出書類の確認 

輸出に際し、インボイス、パッキングリスト以外に必要な書類があるのかどうか調べる。フォ

ワーダーに確認することもできる。輸入側にてどの書類が必要なのかは、買主の責任であるが、

買主に「インボイス、パッキングリスト以外に必要な書類があれば、出荷前に連絡が欲しい」

と一声かけてみてもよい。発行に時間のかかる書類が輸入側で必要であるかもしれない。また、

書類発行料が買主に実費負担して欲しい額であるかもしれない。 

 

3） 商品仕分けに困らないパッケージの準備 

実際の商品を見たことのない買主の荷受担当者（ドイツ出身者とは限らない）が梱包を開封す

る可能性がある。数字やアルファベットによる商品番号が商品パッケージ、もしくは内箱に記

載されていることが望ましい。 

 

4） 海外輸送に耐えうる外箱の準備 

輸送上、積替えの頻度が多いほど、貨物損傷リスクは高くなる。 

 

5） ケースマーク 

どの貨物がどの会社に属するものなのか、誰もがわかる表示をすること。特に LCL 貨物、航空

貨物では重要である。 

なお、国際宅配便の場合でも、2 つ以上の梱包を一つのあて先に送付する場合、せめて梱包番号

（1/2、2/2 など）を外箱に明記する。 
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（出所・参考資料） 

インコタームズ 2010 について（日本語） 

http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04C-070304 

 

コンテナ輸送の貿易取引条件 FCA、CPT、CIP を使用すべき理由（日本語） 

http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-011002 

 

EU 向け DDP 条件で輸出する際の注意事項（日本語）  

http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04P-100608 

 

荷印（ケースマーク）の記載内容および記載方法（日本語） 

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_04/04A-010113 

 

社団法人 日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会 

http://www.jiffa.or.jp/index.html 

 

フランクフルト国際空港貨物取扱量（英語） 画面上“FRA  at a Glance“を選択 

http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en/business_location/facts_figures.html#1 

 

ハンブルグ港にまつわるデータ・統計（英語） 

http://www.portofhamburg.com/en/figures/facts  

 

EORI 番号について（日本語） 

http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/german/2009/200906.html 

 

EORI 番号の申請について（ドイツ語） 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/Beantragung-einer-EORI-Nummer/beantragung-

einer-eori-nummer_node.html 

 

 

  

http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04C-070304
http://www.jetro.go.jp/world/qa/t_basic/04A-011002
http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04P-100608
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_04/04A-010113
http://www.jiffa.or.jp/index.html
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en/business_location/facts_figures.html#1
http://www.portofhamburg.com/en/figures/facts
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/german/2009/200906.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/Beantragung-einer-EORI-Nummer/beantragung-einer-eori-nummer_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/Beantragung-einer-EORI-Nummer/beantragung-einer-eori-nummer_node.html
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5 半製品や素材の販路開拓のための情報 

5.1 OEM の可能性を持つ企業の例 
 

本節では木製品・金属製品（主に鉄）・その他プラスチック製品の知名度の高いトップメーカ

ーやトップブランドを紹介し、高品質の素材や半製品の OEM 販売の可能性を探る。さらに、ド

イツ特有の商習慣などを紹介し、どのようなアプローチが効果的であるかを考察する。 

5.1.1 木製品を扱うメーカー及びブランド 

5.1.1.1 ケスパー  
www.kesper.com 

1902 年創業の家庭用品・小型家具のブランドで、本社はヘッセン州のヴィリンゲン・ラットラ

ーにあり、ケスパー家による家族経営である。自社での生産は行っておらず、買い付けた商品

をケスパーブランドとして卸している。商品の中心は木製の家庭用品で、FSC*ヨーロッパ森林

経済機構の基準に沿った素材で作られた製品が多い。取り扱う商品は、まな板・胡椒ミル・パ

ンかごなどのキッチン小物からワインラックや子供用家具に至り、素材を大切にすることを企

業哲学としている。 

 

*FSC マークは、森林を無計画に伐採するのでなく、計画的な植林と伐採に基づいて

生産された木製品に付けられる認証マークで、森林保護・環境保護に則った上での生

産であることを示す。                  

     

 

5.1.1.2 セレクタ  
www.selecta-spielzeug.de 

1968 年創業の高級玩具メーカー。本社はバイエルン州エドリングで、経営形態は株式会社であ

る。セレクタブランドのおもちゃの大半はメード・イン・ジャーマニーを誇る自社製品である

が、一部 OEM も受けている。同社の製品は安全性と高品質を第一にしており、TÜV による安全

検査を受け、幼児に危険の無いことを証明する安全マークをつけている。着色素材やニスなど

もすべて幼児の健康に害の無い、EU 基準に則ったものを使用している。環境保全にも積極的に

取り組んでおり、森林保護活動にも関わっている。素材はドイツ国内産のかえでの木が基準と

なっている。 

 

5.1.1.3 ハバ 
www.haba.de 

1938 年創業の木製家具・玩具メーカー。本社はバイエルン州のバード・ローダッハで、現社長

は創業者の息子に当たる。玩具と家具だけでなく、子供の必要とするものすべてに事業を拡大

しており、アクセサリーや小物、食器、テキスタイルも扱っている。系列会社に、ヤコ・オー

（Jako-O、子供用品通信販売）、FiT-Z（ティーンエージャー向けファッション通信販売）、ヴ

ェルフリッツ（Wehrfritz、幼児施設向け専門用品）、プロジェクト（project、教育施設専門用

品）、キエロ（Qiero、女性用ファッション）がある。素材だけでなく、OEM 製品も幅広く購入

している。同社の企業哲学は、品質・イノベーション・環境保護・フェアプレイで、商品の質

に関しては消費者間での定評が高い。15 人の同社デザイナーは、デザインプラス賞やドイツデ

ザイン賞を取った実績があり、同社の商品も“ドイツおもちゃ賞”や“トイ・オブ・ザ・イヤー”な

どの賞を取っている。 

http://www.kesper.com/
http://www.selecta-spielzeug.de/
http://www.haba.de/
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5.1.2 金属製品を扱うメーカー及びブランド 

5.1.2.1 フィスラ－ 
www.fissler.de 

1845 年創業の鍋・キッチン用品専門メーカーで、すでに世界的な知名度を持つ。経営形態は有

限会社（GmbH ）で、フィスラー家が会社の一部を所有している。本社と生産拠点はラインラ

ンド・プファルツ州で、クッキングに関してのトレンドセッターとして常にイノベーションと

品質を追求することをモットーとしている。ステンレスのキッチン製品の他、アルミや鋳鉄の

調理用品も揃えている。ブランドとしての知名度が高く、2007 年には“Superbrand Germany 賞

“ を獲得している。その他 iF デザインアワード、レッドドットデザインアワードなども多数受

賞。エコテストやシュティフトゥング・バーレンテストなどでも好成績を挙げている。 

 

5.1.2.2 ル・クルーゼ 
www.lecreuset.de 

1925 年にフランスで創業された鋳鉄鍋のトップメーカーで、世界的に知名度の高いブランドで

ある。1988 年にオランダ人のパウル・ファン・ツィダン氏が同社を買い取り、現在もオーナー

である。高価格帯の鋳鉄鍋のほかにシリコン素材のキッチン小物も扱っており、商品のビビッ

ドな赤がシンボルマークである。 

 

5.1.2.3 シュルテ・ウーファー 
www.schulte-ufer-kg.de 

創業 1886 年の老舗キッチン用品メーカーで、高品質で耐久性に富む鍋などが主力である。現在

も創業者の 4 代目が社長を務める家族経営である。商品は高品質としての定評があり、シュテ

ィフトゥング・バーレンテストなどでも好成績を修める。商品の素材には一流のステンレス・

アルミ・銅を使用、デザインも好評である。鋳鉄鍋も扱っている。 

 

5.1.2.4 キューヒェンプロフィー 
www.Kuechenprofi.de 

1923 年創業のキッチン用品メーカーで、本社はゾーリンゲン。創業者であるシュミッツ一族の

家族経営である。鉄鍋、パスタマシン、ステンレス鍋、胡椒ミル、電気フォンデュー鍋など、

調理に関する全てを扱っており、鋳鉄鍋や耐熱皿なども高品質でデザインの優れたトップブラ

ンドである。有名デザイナーとの共同開発によってデザイン性・性能に優れた商品を市場に出

している。 

 

5.1.3 プラスチック・ガラスを扱うメーカー及びブランド 

5.1.3.1 アレッシィ 
www.alessi.com 

アレッシィはデザインが売り物のイタリアのキッチン小物メーカー。創業は 1921 年、アレッシ

ィ一族の家族経営で、現在はその 3 代目アルベルト・アレッシィ氏が社長を務める。アレッシ

ィには 3 種類のブランドがあり、オフィシーナ・アレッシィ（高級で限定販売であるもの）、

A・ディ・アレッシィ（中間価格帯のもの）、アレッシィ（高級であるが量産されているもの）

に分かれている。同社は世界中のデザイナーと協力して商品開発を行い、さらに様々な業種に

おいても他社とコラボレーションしている。その一例として、フィアット  (乗用車

PandaALESSI)、フォスター  (シンク  LaCucinaALESSI)、三菱鉛筆、セイコーインスツル

( ALESSIWatches)、シーメンス (電話 IlTelefonoALESSI)などが挙げられる。 

http://www.fissler.de/
http://www.lecreuset.de/
http://www.schulte-ufer-kg.de/
http://www.kuechenprofi.de/
http://www.alessi.com/
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5.1.3.2 コツィオル 
www.koziol.de 

創業 1927 年、象牙工芸から始まった同社は現在ではプラスチック製のデザイナー小物の世界的

ブランドとなった。コツィオル氏自らが率いる有限会社で、本社はヘッセン州のエアバッハに

ある。メード・イン・ジャーマニーであること、100％リサイクル可能素材でできた商品である

こと、環境保護に則った素材を使用していることなどを企業哲学として強調している。ただし、

コラボレーションのパートナーとしてのデザイナーはドイツ人に限らず、フランス、米国、ノ

ルウェー等様々な国のデザイナーがいる。商品はデザイン性に富み、ビビッドな色と動物やお

化けなどをモチーフにした楽しい形が人気を呼んでいる。 

 

5.1.3.3 リッツェンホフ 
www.ritzenhoff.de 

ガラス伝統工芸が発祥の同社は、創業 1904 年、本社はノルトライン・ウェストファーレン州の

マルスベルクにある。経営形態は株式会社で、主にビアグラス・ワイングラスなどのグラス類

とその他ガラス製品、コーヒーカップなどの陶器小物などを生産している。その商品は優れた

デザインで有名で、商品開発には全世界からのデザイナーが関わっており、日本人デザイナー

も多く携わっている。 

 

5.1.3.4 レオナルド 
www.leonardo.de 

レオナルドは、グラスコッホ・B. コッホ・Jr.GmbH & Co.KG 社のブランドで、1859 年創業、伝

統ガラス工芸から発展したガラス製品メーカーである。主力は各種グラス、花瓶、ガラス皿な

どで、ガラス装飾品やバス小物も手がけている。シンプルなデザインとビビッドな色に定評が

あり、レッドドット賞なども受賞している。 

 

5.2 業界団体 

 

ドイツの組織は何らかの業界団体に属していることが多く、業界ごとに共同体を形成して、情

報交換やシナジー効果の追及、メンバー企業の競争力向上を目的として機能している。インテ

リア関連製品メーカーに最も関係する業界団体はゾーリンゲンにある“刃物・家庭用品のための

産業団体 Industrieverband  Schneid- und Haushaltswaren”である。この団体は、高級消費財メ

ーカーからなる業界団体で、主な分野はキッチン用品・家庭用品・テーブルウェア・ボディケ

ア・趣味娯楽用品・手工芸用品・医療である。同団体のホームページ（www.ivsh.creative-

minds.de）では、メンバー企業のリストも載っている。その他、ガーデン用品では、“ガーデン

産業団体 Industrieverband Garten”という業界団体があり、ガーデン関連の消費財メーカーが

そのメンバーである（www.ivg.org）。 

 

5.3 効果的アプローチの考察・コラボレーション例 

 

効果的・効率的に海外市場参入するためには、その国の市場を理解し、的を絞ってアプローチ

することが大切である。そのためのステップとして以下の例が挙げられる： 

 市場調査 

http://www.koziol.de/
http://www.ritzenhoff.de/
http://www.leonardo.de/
http://www.ivsh.creative-minds.de/
http://www.ivsh.creative-minds.de/
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アプローチする組織から門前払いされないためにも、事前の市場調査による下準備が必

要である。自社の製品がドイツ市場のどの部分に的確であり、その部分ではどういった

企業がどのような活動をし、満たされていないニーズは何かということを理解した上で

のアプローチはファーストステップ段階での成功率を引き上げる手助けとなる。 

 

 見本市や展示会 

アンビエンテのような国際的大型見本市では、メーカーだけでなく、輸出入業者、卸売

業者、ディストリビューター、ブランド会社、小売業など、サプライチェーンの中の関

係組織全てが出展者として存在している。このような”一点集中“の機会を利用して見本

市期間中に他の出展企業へのネットワーク作りなども効率的である。 

 

 業界団体の利用 

ドイツの組織は大小かかわらず、何らかの業界団体のメンバーであることが多い。同業

者が集まって情報のシェア、シナジー効果の追求、他産業との折り合いなどを行う業界

団体を通して的確な組織を紹介してもらうなど、業界団体を上手く利用してターゲット

企業へのアプローチを効果的にするという方法も考えられる。 

 

また、素材や半製品の販路として、OEM の他に各種コラボレーションも考えられる。コラボレ

ーションを足がかりにとりあえず市場に参入し、そこから独自の販路開拓の道を切り開くのも

一つの戦略となりうる。コラボレーションによる実績が、販路開拓の際に自社の評価を高める

ことにもなり得る。 

 

コラボレーションの例： 

 デザインコラボレーション  

海外のメーカーと日本のデザインとのコラボレーション。 

 パッケージコラボレーション 

フォッシルのパッケージがそれだけで注目をあびているように、パッケージの付加価値

を利用したコラボレーション 

 日本の他産業とのコラボレーション 

たとえば、お茶と茶器、日本酒と徳利といったように、関連他産業とのコラボレーショ

ンによって海外市場に共同参入する  

 


