マレーシア家具産業の中心ムアール市④

ムアール市内で最後に
か︑オフィス家具も手掛

のホームユース家具のほ

シア産材で生産されたＭ

同社の製品は︑マレー
そうした声に

で出来る限り

ＤＦ材を使用︒同社唯一
の拠点であるこのムアー
ル市内の工場で製造から
梱包まで一貫して行う︒
他社でラミネート加工を
された材料は︑同社に到
着次第カットされ︑縁加

対応していく

ことを心掛け

国際ホームハウスウェアショー開催
世界各国から６万点の製品が展示
来年３月 〜 日 米国・シカゴ

こうして製
けて︑シカゴ・マコーミ

が来年３月 〜 日にか

ームハウスウェアショー

ア専門の展示会︑国際ホ

世界有数のハウスウェ

日と 日には︑ＩＨＡ

イベントも充実︒会期中

製品展示だけでなく︑

そして日本からも製品が

で︑ブラジルやインド︑

別展も開催される予定

を置いた製品を集めた特

能性を高めるために何を

で︑より市場での成功可

ンテーションを行うこと

予定︒業界に長けた専門

レゼンテーションも開催

間もない生産者によるプ

また︑この場では参入

ているという

造された同社
ックプレースで開催され

の色彩専門家リー・エイ

ことができる︒

すべきか︑助言をもらう

ことだ︒

の製品は欠陥
る︒主催は︑国際ハウス

機能的で他にないデザイ
世界各国から︑２２０
スマン氏による２０１８

取引をしてお

リと早くから
リア︑中国などの機械業

ができる︒ドイツやイタ

２種類の穴をあけること

の場で顧客やバイヤーか

社の研究開発部が展示会

製品のデザインも︑同

︵続く 長野純︶

２点を挙げる︒

製造にも着手する︱︱の

いく▽キッチン用家具の

らなる機械化を推進して

産に対応できるよう︑さ

な特徴を有する︒同展に

を実現する製品など様々

した製品︑省スペース化

いたものや︑環境に配慮

ど︒デザインに焦点を置

品︑ 家 庭 用 家 電 製 品 な

ア︑清掃用品︑ペット用

チ ン・ ダ イ ニ ン グ ウ ェ

予定︒対象製品は︑キッ

ハウスウェア製品が展示

ナリストのトム・ミラビ

定︒ＩＨＡの市場予想ア

てのセミナーも開催予

１７年の製品傾向につい

る︒また︑ 日には２０

に与える影響を講義す

現場や消費者の購買心理

の紹介と︑それが販売の

流行が予想されるカラー

定︒再来年２０１８年に

ソノマなど会場近辺に展

ンドバレルやウィリアム

る︒加えて︑クレートア

った 社に対して贈られ

に訴える売り場構成を行

革新的な展示方法︑視覚

る︒店舗デザインやより

ション賞﹂も開催され

表彰企画﹁国際イノベー

ェア小売店を対象とした

なく世界各国のハウスウ

ウェア協会︒
︵ＩＨＡ︶

るための機械を導入して
ンをしていると好評のよ
０の企業・団体が一堂に
年の製品カラー傾向に関

家や製品開発者にプレゼ

が少ないだけ

いるということだ︒その
うだ︒
会し︑最新技術のもとで

するセミナーが開催予

出展される︒

で な く︑ よ り

け工程に入る︒ノックダ
後モールド形成を行い︑
同社は︑今後の展望と
製作された６万を超える

縁加工された後は穴あ

工がおこなわれる︒

先 は︑ 中 東 及
ウン家具のため︑素材の
箱詰め︑品質検査を経て
して︑▽ 時間の自動生

る︒ 主 な 輸 出

外国へ輸出す

億円の年商の大半を

けているという︒

日本市場開拓に万全の体制 スプリング・アート社
訪れたのがスプリング・
アート
︵Ｓｐ ｒ ｉｎｇ Ａ
ンピュータ用のデスクな
び 中 国︑ 日 本
穴あけ工程には注力して
コンテナで市場へ出荷さ

り︑ 全 生 産 量
者と最新の市場動向を共
ら実際に声を吸収して︑

に﹁住まいと暮らしの研

加えて︑メーカーでは

地域が中心だ︒ いる︒穴あけは機械によ

などのアジア
って行われ︑左右同時に

の ２ 割 強 は︑
有し︑常に市場のニーズ
同社の製造インフラの中

究所﹂を設立すべく取り

日本ではニト

ニトリ向けの
に応えうる製品を製造す

組んだ︒結論的には同社

スプリングに注力してき

また６年前からボックス

囲気を作るのが目的だ︒

る︒照明機能も添付︑雰

はカラーチェンジが出来

ベッドのヘッドボード

た︒

分かり易く提示してい

を実に入念に工夫して︑

きる︒そういうシステム

タイルに合わせて選択で

合わせが購入者の生活ス

提案していた︒その組み

質維持をメーカーの売り

０㎝ が平均的で︑高い品

ていた︒収納の幅は１６

イツのメーカーに共通し

す︑という開発手法がド

ーザーへの訴求力を増

とによって多様化し︑ユ

タルをシステム化するこ

生活の主流と化し︑加え

いまや欧米やアジアの住

睡眠＋リビングライフは

収納機能の新開発と居住

社長が﹁日本の住生活の

テリア家具の利根川弘衞

余談になる︒東京イン

ン化する︒

︵仮称︶内に住生活シー

２月オープンの大阪店

続したが︑現実には来年

幕張店に場を移行して継

出会うことができる︒

市場にはなかった製品に

が訪れており︑今までの

は世界各国からバイヤー

を講義していく︒

を増やすと予想されるか

った形式の製品が販売量

ル氏が今後２年間どうい

察も可能だ︒

開している小売店への視

定した生活用品をはじめ︑ガーデニング用品や季節用品を

写真は前回展から

の

を当てた

者に焦点

また︑個別の製品開発

ースも設けられる予定

ン︑参加者用の休息スペ

料で利用できるレストラ

にはフリーＷｉＦｉや無

が出る予定︒また会場内

開︒

製品開発

し︑ 見 る

品を展示

ている製

在手掛け

できるよう事前に訪問計

り︑各展示者と直接対面

ジュールを公開してお

で出展者やイベントスケ

中︒また︑公式サイト内

で事前来場登録を受付

︵

︶
www.housewares.org/

現 在︑ 公 式 サ イ ト

者に彼ら

画を練ることができる︒

の創造性
る︒

を訴求す

者 が︑ 現

だ︒

企画も展

テルまではシャトルバス

会場から周辺の主要ホ

て収納機能が重視されて
空間の活用︒耐震など災

扱う︒季節用品コーナーではクリスマス用の室内装飾品や

またデザイン性に重き

きた︒同社でもこうした
害のための予防﹂を目的

ツリーなどが並ぶ︒

あるが︑１・２階とも同社オリジナル商品を用い

︵ 面に関連記事︶

生活空間の実現可能性をアピールしている︒

︵続く 長島︶

コーディネートのシリー

ト化されている﹂
︒︵社長︶ している︒

れる︒

製品という︒
ズで︑アッパーミドルの

21

﹁スカイライン﹂を発表

20

ｒ ｔ ︶社︒もともとはコ
ど︑オフィス家具を中心
に製造してきたが︑スマ
ートフォンの普及に伴い
市場の変化に直面したこ
とで︑５年前から家庭用
家具市場へ参入している
という︒

21

る︒生活者の家の中で収

た︒女性用靴の収納ボッ
﹁システム＋カラー＋
物にしている︒扉の自動

25

現在はノックダウン家

18

20

具を中心に︑キャビネッ

ニトリに向けて出荷される製品

納のシステム全てがセッ

ドイツの生産地の現状と事業
デュッセル北東に約 社でグループ形成
寝室＋居間の住生活実現

クスまである︒出荷先は
ユーザーのニーズ対応﹂

機能とコーディネート力で

％がドイツ国内︑ ％
開閉で照明が点滅する仕

ングルームに兼用でき

﹁当社では寝室がリビ

がセールスマンの売り易

が輸出となっている︒

リビングルームが︑トー

一つのベッドルーム︑

組みだ︒

ベッドルームに合わせ
て︑収納をセットしたラ

おしゃれを前面に新顧客開拓

ニトリホールディングス︵東京都北区︑白井俊之社長︶

ニ ト リ
中目黒店

社で事業説明会を行ったが︑同社が新しく出店し︑着実な

たコーディネート例が複数展示︒店舗を訪れる顧

同店のコンセプトは
﹁おしゃれ﹂
︒ファッション性の高い

店は駅近くのマンションの１・２階に出店している︒

②同社オリジナル商品を用いたコーディネート例

店舗１階ではキッチンや浴室・トイレなどでの使用を想

商品を前面に出し︑新たな顧客層の開拓に注力している︒

客に︑同社商品による︑よりファッション性の高い

比谷線の通る中目黒駅から徒歩３分の立地︒周辺

周囲を道路に挟まれ限られた店舗スペースでは

した家具やカーテン︑寝具寝装品を展開︒

２階ではダイニングやソファ︑ベッドをはじめと

は︑このほど第２四半期決算を発表した︒９月 日には本
成長を遂げている店舗のひとつとして紹介されたの
が中目黒店だ︒
同店は９月 日に開店︒東急東横線・地下鉄日
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