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「真のコモディティ、 コーヒー豆を例に考
えてみよう。 先物市場に向けてコーヒー

を栽培したり売買したりする会社が受け取
るのは、 （本著を執筆中の時点で） 1 パ
ウンド当たり 1 ドルちょっと。 これは、 コー
ヒー 1 杯になると 1 ～ 2 セントになる。 そ
して、 加工業者が豆を挽き、 袋詰めし、
スーパーマッケットで販売する時には、 消
費者への価格は 1 杯 5 ～ 25 セントにま
で跳ね上がる。 （ブランド名とサイズによっ
て異なる）。 その挽いた豆で入れたコー
ヒーが普通の食堂やスタンドコーヒー
ショップ、 バーなどで出されると、 1 杯 50
セント～ 1 ドルになる」
つまり、 豆を扱うビジネスの違いによって
変わってくるのだ。 コーヒーは、 コモディ
ティ、 商品、 サービスと、 顧客が付加す
る 3 つの異なる価値範囲によって、 その
どれにでもなり得る。 しかし、 ここで考え
てみよう。 同じコーヒー 1 杯でも、 五ツ星
レストランやエスプレッソバーなどで、 高
貴で優雅な雰囲気のなか提供されるので
あれば、 顧客は喜んで 2 ドル～ 5 ドルで
も払うだろう。 コーヒーの価値を、 この 4
段階目の価値 （図 1-1 参照） まで上げら
れるビジネスは、 顧客にコーヒーそのも
のの購入だけでない、 独特の経験も提供
していることになる。 そして、 本来のコモ
ディティより桁違いに高い価値 （つまり価
格） を設定することができるのである。
図 1-1. コーヒーの価値
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