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The Realty of Bargains for Big Box Retailers in US 

(米国量販店バーゲン品の真実) 

 

 ロックダウンをスタートし 2 か月が経過した米国では、現在その状況を見ながら徐々

に解除しつつ経済の再スタートを始めています。 

南カリフォルニアでは群ごとの住民数によって検査設置場所を増やし、PCR 検査の

無料提供を行い、暫くの間は感染者数の把握の徹底を行う との事です。 

公立学校の再開ですが、それぞれ地域差はありますが私の住むロスアンゼルス市の北

東部では 7 月よりスタートする通知がありました。 

同時に医療従事者や食料品店などのエッセンシャルな仕事に就いている家庭の児童を

無償で預かるデイケアセンターが一時的にオープンするそうです。 

 

 食品を扱う小売店ではマスクの着用とソーシャルディスタンスを設けてのショッピン

グ・ルールは相変わらず続いておりますが、オンラインを利用した宅配やピックアップ

の浸透と消費者が買い物頻度を減らすためのリストの作成の手助け、買い溜めをコント

ロールするなどの対策が功を奏して来たのか、以前のように店外に 10 メートル以上の

行列をあまり見かけなくなりました。 

 

直近の深刻な問題は、先週のブログでもお伝えした サプライチェーンに対する食肉

の影響 となっています。 

食料品店で肉売り場の棚には商品は並んではおりますが、買い占めを避けるため購入

する品物数を制限し始めています。 

また、用途に応じカットするアソートメントというスタイルは店頭より消え始め、 

ブロック肉 （塊り）で販売するスタイルが主流になってきています。 

ミールソルーションが充実していたアメリカでは、食料品店が肉や野菜を用途に合わ

せてプレカットするサービスが常で、家庭で包丁を使用する細かな作業を必要としませ

んでした。 

一般的なアメリカ人家庭の包丁が切れにくくても不便を感じないので、買い替える事

をしていませんでしたが現在その必要性が高まってきたので、ワンストップで家庭用品

も揃う会員制ホールセールクラブのコストコや Walmart や Target の大型店では、ブロ

ック肉を買うついでに料理用包丁セットを買って帰る人もいるようです。 

 



  
 そのコストコといえば、自粛制限直後のまとめ買いと不況に対する懸念から米国人が

最も長い行列を作って並んで買い物をしている様子がメディアにも数多く掲載されてい

ました。 

コストコはホールセールクラブなので、「何を購入してもどこよりも安い」と信じて

いる会員は多く、消費者心理からすればせっかく時間をかけて並んだので、この際に必

要なもの総ての商品をついで買いしてしまう行動をとるのは当然です。 

しかし最近ネットニュースで公開された MSN（マイクロソフトが発信するニュー

ス）では、そのコストコを取り上げ購入頻度の多い商品をピックアップし、“実はお得

ではない商品もありますよ” という特集記事を発信しました。 

私はその記事を読みながら「そうだよね」と共感し、「え！そうなの？」と気になっ

た点もあったりしました。 

是非皆様とも以下の情報をシェアしたいと思います。 

 

Things to Buy and Don’t Buy at Costco 

（コストコで買うべきものと買ってはいけないもの） 

 

１、Don’t Buy：Kirkland Laundry Detergent（カークランドブランドの洗濯洗剤は買わ

ない）バルクでの洗濯洗剤購入はお薦めですが、実は洗濯洗剤には消費期限があります。

専門家曰く、洗剤の箱を開けてから半年経過すると洗浄効果が失われていくそうですの

で大家族で洗濯回数が多い場合を除けば、この商品の容量は多すぎます。一家三人の平

均的な人数であれば購入を避けるのが良いでしょう。 



２、Buy: Maple Syrup（メープルシロップは買い）本物のメープルシロップは高価で実

際に出回っている商品は、コーンシロップに人工的なフレーバーをつけたものが殆どで

す。一般の食品店で販売されている本物のメープルシロップの半値であるカークランド

ブランドのメープルシロップは超お買い得ですし、本物に勝る味はありません。 

３、Buy: Uncooked Cookies（調理前クッキーは買い）意外と知られていないのですが、

コストコのベーカリー部門に行って直接頼むと調理前の（焼く前の）クッキーやクロワ

ッサン、その他の菓子パン等をかなりお安く購入することができます。例えば 21 個入

の焼きたてクッキーは$7.99 で販売されていますが調理前であれば 120 個入りで$22,29

です。（焼く前であれば冷凍も可能です） 

４、Don’t Buy: Books(本は買わない) 店の中央に巨大な本の売り場がありますが、実

は本の価格はたいして安くはなっていません。アマゾンなどのオンラインや本屋で行わ

れるセール期間の値引きした本の方が大抵の場合はお徳ですし、セレクションも豊富で

す。 

    



５、Buy: Toilet Papers(トイレットペーパーは買い) 四枚巻きや、超ソフトで丈夫なト

イレットペーパーしか使用したくないとか、週末しか家にいないので自宅でのペーパー

使用頻度が低い等の特別な理由がない限り、大容量カークランド・トイレットペーパー

の購入をお薦めします。ご自宅に取り置きスペースは必要です。また、カークランドの

ペーパータオルも大変お得です。 

  

６、Buy: Olive Oil(オリーブ油は買い) 近年、オリーブオイルはキッチンの定番アイテ

ムになりました。コストコのオリーブオイルはエクストラバージン＆オーガニック と

いう高品質な商品ですが、毎日の料理にたっぷり使用できてお徳な価格です。予算が余

れば特別な時に使用する高級なオリーブオイルを別に購入できます。 

７、 Don’t Buy: Ground Coffee(挽いた珈琲は買わない) 多くのアメリカ人は毎日のよ

うに珈琲を飲むのでバルクで購入するのは合理的で節約にもなりますが、一度挽いた豆

は空気と触れることで香りが失われます。挽いた豆を購入するのであれば小さな容量の

商品を選ぶか、又は自分でその都度豆から挽いて使用するのがお薦めです。 

８、Buy: Gas(ガソリンは買い) もしコストコがガソリンスタンドしか営業しなかった

としてもコストコのメンバーシップでガソリンを購入するだけでも値打ちがあります。

同等の価格と品質が良いガソリンを求めて、どこか遠くまで探しに行かなくても良いの

です。次回から給油する際にはクレジットカードと一緒にコストコのメンバーシップカ

ードも持参しましょう。 

 



９、Don’t Buy: Kirkland Light Beer（カークランドビールは買わない）ビール好きなら

ギネス、モルソン、バドワイザー、コロナなどの好きなブランドをお薦めします。コス

トコのプライベートブランドであるカークランドのシグネチャーライトビールは低価格

ですが過去に消費者の間では「おしっこのような味がする」という意見もありますので

お薦めしません。 

10、Buy: Frozen fruits(冷凍フルーツは買い) コストコで販売している冷凍フルーツは

オーガニックの種類も多くバーゲン品であることは有名です。他のローカルスーパーで

販売されているものは小さな袋入りが殆どですが、コストコの冷凍フルーツの袋は開閉

及び再利用が可能です。課題は冷凍庫の中でこの大袋を保存する為のスペースが気にな

るところですが、スムージー等をたくさん作ってみましょう。 

11、Don’t Buy: Fresh Fruits and Veggies（青果は買わない）沢山青果を食べるのであれ

ば大容量の袋入りを購入することも悪くは無いですが、時期物の青果等は他のローカル

スーパーの食料品店で更にお安くなっているケースも多く、商品全てを消費できないう

ちに腐らせてしまうこともありますので、コストコで大容量の青果を買う意味はありま

せん。私も一度ブドウを半分以上腐らせ、泣く泣く廃棄した苦い経験があります。 

12、Don’t Buy: Spices（スパイスは買わない）挽いた珈琲と同様にスパイスには明確な

賞味期限の記載がありません。大容量のイタリアンシーズニングにカビが生えることは

無いですが、時間が経てば風味は失われます。カークランドのハーブミックスを使用し

て頻繁に特別なイタリア料理を作る家庭でない限り、小瓶サイズのハーブを買う方が風

味のある料理を楽しめるはずです。 

13、Buy: Vanilla Extract（バニラエッセンスは買い）スパイスと異なり時間の経過でバ

ニラエッセンスの風味が変化することはあまりありません。フレッシュなバニラビーン

のみを使用する食通でない限り、コストコサイズのバニラエッセンスを買い置きしてお

いて損はありません。 

14、Don’t Buy: Tissues（箱入りティシューは買わない）くしゃみに使うだけならどの

ブランドのティッシュを使用しても大した差はないですが、風邪の季節になれば紙の品

質は重要になります。大容量は経済的にお徳ですが、品質は劣るので鼻の周りが荒れて

しまいます。そんな人にとってカークランドブランドのティッシュはお薦めではありま

せん。私も経験上コストコでのティッシュは購入しておりません。 



15、Buy: Tires（タイヤは買い）コストコのタイヤ売り場ではタイヤが安いだけではな

く、ハイクオリティの取り付けサービスを無料で提供します。コストコのメンバーでな

くともタイヤをすべて新しく交換する時はコストコがお薦めです。 

 

16、Don’t Buy: Soda（ソーダは買わない） ソーダを購入することは一般的で容易で

すが、節約を目指しているのであれば他のスーパーマーケットで価格をチェックしまし

ょう。理由は全ての食品小売業でソフトドリンクは最もポピュラーなアイテムだからで

す。大型店が必ずしも常に安いということはありません。 

17、Buy: Breakfast Cereal（朝食用シリアルは買い）ランチでも食べてしまうほどシリ

アル好きのお子さんだけでなく、ルームメイトの為にもシリアルを購入するならコスト

コは最適です。コストコではシリアルの値引きを頻繁に行っており、その量に対抗でき

る他店はめったにありません。シリアルの風味は結構長持ちしますが全ての袋を一度に

あけてしまうと数週間でパリパリ感は失われますので注意は必要です。 

18、Buy: Plastic wrap（プラスチックラップは買い）ご自宅にスペースがあるなら大容

量のプラスチックラップの購入はとてもお薦めです。キッチンカウンターの上で使用す

るときには重量もあり安定しているので使い勝手も良いです。私もコストコのプラスチ

ックラップしか購入しませんし、カッター部分がカットしやすいのも気に入っています。 



19、Don’t Buy: Shampoo or soap（シャンプーまたは石鹸は買わない）ソフトドリンク

と同様にシャンプーや石鹸は他のスーパーマーケットでも常に特売価格で販売されます。

これらの商品を正規の値段で購入することはありませんので、ローカルのスーパーマー

ケットで特売が出たときに購入しましょう。 

20、Buy: Oatmeal（オートミールは買い）毎朝オーミールを沢山食べるのであれば大容

量サイズは大変お徳です。一般的なスーパーマーケットで仮に 60 個入りの個包装を購

入しているとすれば、一回の朝食に$10 近く支払っていることになります。計算すれば

本当にお徳です。 

21、Buy: Healthy bite-sized snacks（ヘルシーな一口サイズスナックは買い）健康的な

食生活は比較的お金がかかります。コストコで購入できるヘルシーなスナックはたった

$12 で 32 個入りなので、毎日食べてもお財布を気にする事はあまりありません。 

22、Buy: Cashews（カシューナッツは買い）ナッツを購入したことがある方は、おいし

いカシューナッツの価格がどれほど高額か を知っています。大容量のコストコのカシ

ューナッツの購入は単に金銭の節約だけでなく、開閉可能な蓋によってローストしたカ

シューナッツの風味を長く味わうことができて、冷凍保存も可能です。 

 



23、Don’t Buy: Condiments（調味料は買わない）珈琲やスパイスよりも調味料の賞味

期限は長めで幾度か使用してもさほど味は落ちませんが、開封後は冷蔵庫で保存しなけ

ればならないのが一般的です。冷蔵庫にケチャップやマスタードの瓶を苦労して押し込

んでいる姿を想像し、バーベキューパーティーが大好き とかバックアップの冷蔵庫を

持っている 等ではない限り、コストコで販売されているサイズの調味料を購入はお薦

めしません。 

24、Don’t Buy: Salsa（サルサソースは買わない）コストコでサルサソースとチップス

といえばパーティーで食べる商品と皆、思っています。この大容量のサルサソースを購

入した人の大半が、パーティー後に半分以上を処分してしまった経験をしているはずで

す。ご近所全員を招待しての大パーティーでも行わない限りコストコ以外のスーパーマ

ーケットで通常のファミリーサイズを購入するほうが賢い買い方です。 

25、Buy: Snacks（スナックは買い）仮にお子様がいるご家庭、または大のスナック好

きの方であれば、スナック売り場に立ち寄って好物のクランチや塩味の効いたおいしい

スナックはお薦めです。個包装され大容量にまとめられたスナックは大変お徳です。 

26、Buy: Vitamins（ビタミン類は買い）ドラッグやビタミン類を購入する方はブラン

ドネームに余分なお金を支払っています。知られていないブランドの商品でも中身が同

じであることが常です。容量の多いカークランドブランドのビタミン類の中身は有名ブ

ランドと大差がなく、とても低価格です。 

 



27、Buy: Batteries(電池は買い) 家電製品の電池が切れた際、次回コストコに行く機会

があれば常備用に購入しておくことをお薦めします。一袋あれば充分で他店で買うより

も大変お徳な価格であることに気づきます。実はカークランドブランドの電池はドラセ

ル社製(電池の有名ブランド)でもありますので、安心してお買い求めください。 

 

28、Buy: Milk(牛乳は買い) ご家庭に育ち盛りの５人の子供と 3 匹の子猫がおり、

日々たくさんの牛乳を消費するのであれば、迷うことなくコストコで買いましょう。 

牛乳を多く消費するご家庭であれば節約できる金額はかなり大きい筈です。 

29、Buy: Rotisserie Chicken（ロテサリーチキンは買い）コストコのロテサリーチキン

を大好きな信者は後を絶たず、もっとも売れている商品だと言っても過言ではありませ

ん。一羽$4.99 で、最もお買い得価格で家族全員が楽しめます。そして残りはサンドイ

ッチやサラダにも最適です。なんと全米のコストコでは毎日平均で約 15 万 7 千羽のロ

テサリーチキンが売れているそうです。 

   



30、Don’t Buy: Toothpaste（歯磨き粉は買わない）歯磨き粉はポピュラーなアイテムで

あり頻繁に特売価格で売られることが多い商品の 1 つです。自宅のバスルームに 20 個

入りの在庫を置いておくよりも他店の特売の方が、お安い場合があります。 

31、Buy: Peanut Butter（ピーナツバターは買い）ファミリーサイズのピーナツバター

は充分なサイズです。同様に人気のオーガニックアーモンドバターも大変お徳です。 

32、Buy: Bagel（ベーグルは買い）美味しいベーグルと言えば、ニューヨークベーグル、

モントリオールベーグル、そしてコストコベーグルで、朝食や昼食用にも最適です。 

コストコに行く際はいつも 2 袋入り(2 袋入りで販売しています)を購入しましょう。 

２種類のフレーバー入りなので最初の週は一袋目を食べ、次週用にもう 1 つの袋入りを

冷凍しておくことも出来ます。コストコのベーグルはお値段以上にお徳な商品です。 

     

33、Buy: Kirkland Almond Milk（カークランドのアーモンドミルクは買い）アーモンド

ミルクは牛乳よりも消費期限が長く、ヘルシー傾向が進む近年では牛乳より人気が高め

でスムージーや珈琲にも合います。カークランドブランドのアーモンドミルクは価格が

お徳なだけでなく、有名ブランドのものと比べても味に大差はありません。 

 



いかがでしたでしょうか？ 

コストコは日本でも展開していますが、米国とは生活スタイルが違う為に扱ってないア

イテムもあれば、同じアイテムもあります。 

 新型コロナウイルスの状況下では経済的な不安も多く、消費者は今まで以上に節約に

も気を配る傾向になっています。 

 

このような時期だからこそ、消費者にとってはこのような情報は役立ちます。 

 次週は、二大ディスカウントチェーン Walmart vs Target のお薦め商品、またお薦め

しない商品をレポートします。 

お楽しみに。 

 
● 


