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'Shrinkflation' now widespread in goods and services   

 

phenomenon  現象 

take hold  定着する 

tactic   戦略 

resort to  (手段として)訴える 

spokesperson 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

新しい現象が世界で定着しつつある それはシュリンクフレーションという// これは会社が

製品のサイズを小さくしたり、サービスの幅を狭くしたりすると起こる/ 値段を維持する一

方で// その現象は物価高騰に対応している/ 製品製造の過程において必要な原材

料の// 別の戦略として大きな容器に少ない数の商品を入れることである/ それは消費

者に使ったお金よりも多くを得ているという幻想を抱かせる// 製品のサイズを小さくする

ことはコスト削減の戦略に効果的である// 製造業者はここで心理を利用している// 

彼らは消費者が量、質などよりも価格に対してより敏感であることを知っている// ほとん

どの買い物客はたとえ商品が小さくなっても同じように購入する/ 値段が上がらない限り

// チョコレートバーメイカーであるカドベリーは/ 旗艦商品のひとつをサイズを小さくするこ

とに頼っている/ 最低限のラインを保つために 10％ほど// その会社の代表者は言った/ 

私たちはこの難しい環境においてコストを減らそうとしている/ ゆえに 2012年以来初め

てチョコレートバーのサイズを多少小さくする決断をしなくてはならなかった/ そうすることで

競争を続けるために// サービス産業はまた値段を上げないために工夫している// ホテ

ルチェーンのヒルトンとマリオットは毎日のハウスキーピングサービスを「オプトイン」にしてい

る// これは宿泊客が部屋の掃除が必要な場合に、頼まなくてはならないことを意味す

る// あたりまえと捉えている多くの無料サービスが無くなり縮小していくだろう// 

A new phenomenon is taking hold across the world - 

"shrinkflation".// This is when companies reduce the size of their 

products or range of services/ while maintaining prices.// It is in 

reaction to the rising prices/ of raw materials needed in the 

production process.// Another tactic being used is to place smaller 

numbers of items in larger boxes,/ providing an illusion to shoppers 

that they are getting more for their money.// Shrinking the size of 

products is in effect a cost-cutting strategy.// Manufacturers are 

relying on psychology here.// They know that consumers are more 

sensitive to price than quantity or quality.// Most shoppers will still 

make a regular purchase, even if it has shrunk,/ as long as the price 

has not risen.// The chocolate bar maker Cadbury/ has resorted to 

shrinking the size of one of its flagship products/ by 10 per cent to 

maintain its bottom line.// A company spokesperson said:/ "We 

look to absorb costs in this difficult environment/ so we've had to 

make the decision to slightly reduce the weight of chocolate bars for 

the first time since 2012,/ so that we can keep them 

competitive."// The service industry is also being inventive to try 

to refrain from raising prices.// The hotel chains Hilton and 

Marriott have made daily housekeeping services "opt in".// This 

means that guests must now request the cleaning of their room.// 

Many other free services we have taken for granted are on the 

wane and being shrunk.//             243 words             WPM 

《Linking Logic》 

ex.) being inventive 

 

competitive  競争の 

refrain from  控える 

take~for granted 当然と思う 

wane   欠ける 
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