各国記者が語る家具消費の傾向
場はそう大きな変化はな

あまりしないできた︒市

家具についての輸出入は

記者は﹁保守的な国柄で

一方︑オーストリアの

ように売れている﹂

とイタリアの家具が同じ

﹁ロシア市場でドイツ

ランダの記者は①通販が

月末時点︶と語った︒オ

開を増している︵昨年５

ン︑ベッド各専門店が展

また︑販売形態はキッチ

国内需要がダウンした︒

げ︑２０１４年２・９％

が︑欧州市場の低迷を挙

ＦＰの仲間で顔見知りだ

フランスの記者はＩＡ

斜を語った︒

の簡便さへ︑ニーズの傾

ならない︑と商品入手へ

ても６週間待たなければ

般的な家具展店は購入し

ち帰りが出来る④他の一

る③例えばイケアは即持

背景に購入の簡便さがあ

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

いが︑バイヤーが価格の

ଛʭˀˊʠɀޡિ௱ɑ
ʵ˃ῳʎɹݥआથࣝ˂ʴϲ
マレーシア家具産業の中心ムアール市①

工場の表には大型の専用

を占めていた︒しかし︑

工場と違った視察感が頭

の家具工場︑アセアンの

場を出ると︑従来の日本

ボン・メーベル社の工

聞いていた︒高級感と素

品した話を白川社長から

ランの家具を受注して納

ワが︑海外店展でレスト

シアは飛騨高山のシラカ

記者にも聞いた︒まずロ

た︒他に同行した国々の

の可能性について話をし

が売れるか︑可能性が高

れ以前にどのような商品

ということではなく︑そ

だ︒ただ単に品質がいい

マンに対する教育が必要

まずはロシアのセールス

そうした市場対応策に︑

なニーズはあると思う︑

と難しい︒だが︑潜在的

家具市場は全体的に見る きている﹂
戦前から建つ歴史的な建

ル市へ移動した︒同市は

南のジョホール州ムアー

ルンプールから１５０㎞

２日目は︑首都クアラ

子も一つに収まる形式の

いるのが︑テーブルも椅

徴︒近年売上を伸ばして

ンにこだわった点が特

用し︑オリジナルデザイ

という︒

にも販路を拡大している

のイオンといった量販店

専門店だけでなく︑国内

折畳み式家具で伸びるサイムウッド社

大型トラックが数台︑荷
材のナチュラルな質感を

いものを出してくること

︵続く 長島︶

それに対し﹁ロシアの 高いものに扱いを変えて

積みを終えてスタンバイ
気に入ってもらう︒チェ

だ﹂

ＩＭＥＷＯＯＤ︶は︑折

る︑サイムウッド社︵Ｓ

そのうちの一社であ

カーが拠点を構える︒

名高く︑多くの家具メー

家具産業の中心地として

うが︑同時にマレーシア

訪れる観光客も多いとい

造物やコーヒー目当てに

求している﹂という︒

使いやすいデザインを追

ねることによって︑より

黄氏は﹁研究開発を重

リエーションも豊富だ︒

にしまうタイプなど︑バ

を横向きにして机の中心

をしまうタイプや︑椅子

で机の下部に収納し天板

家具で︑椅子を折り畳ん

しく小さい日本市場に非

面積が他の国と比べて著

り畳み式家具は特に住宅

績 が あ る が︑
﹁当社の折

インテリア家具に納入実

どアジア諸国が多い︒

め︑中国︑韓国︑日本な

ガポールや香港をはじ

で稼ぐ︒輸出先国はシン

０１４年︶と成長し︑２

１３年︶
︑５４８億円︵２

４０２億９千万円︵２０

円に上昇した︒その後は

最高となる７万１７７６

１２年には過去５年間で

１３円であったが︑２０

前年比３・５％増︑卸売

長していない︒出荷量は

市場はそこまで大きく成

近年︑通常のベッドの

影響度は高いといえる︒

たという︒特に︑当時誰

造を手掛けるようになっ

ら︑オリジナル製品の製

た が︑

年代の中頃か

ＥＭ生産を主に行ってい

当初は家具部品部材のＯ

創業は１９８９年で︑

ち︑およそ ％を国内市

４億円前後の年商のう

もあるという︒

各取引先に依頼すること

い︑塗装や梱包は同社の

み立てまでを同社で行

貫して行っているが︑組

て︑塗装︑梱包までを一

品のコンパクトさゆえ好

らずネット市場でも︑製

しては︑店頭販売のみな

輸送している︒

場で行い︑国内外市場へ

生産は国内２カ所の工

０１５年には６６１億１
６万８１３５円︵２０１

額も同２・７％増加はし

も手掛けていなかった折

常に適している﹂
と黄氏︒

千万円と︑５年前の３倍
３年︶
︑７万０４９５円

たものの︑ ％近く増加

り畳み式のデスクや机の

同社の場合︑木材の切

近い数値となった︒
︵２０１４年︶となり︑

したアジャスタブルベッ

製造に注力した

り出しから加工︑組み立

日本ではニトリや東京

り畳み式のデスクや椅子
をメインに製造するメー

マットレスメーカー経
２０１５年は前年比２・

ドに比べれば︑成長の度

ところ︑今や︑
﹁こ

カーだ︒

調査で明らかになった
４年︶と毎年急速に成長
由で販売されるアジャス
９％減の６万８４３４円

合いが低いことは明白

調査で︑アジャスタブル

ら︑これらの数値を試算
︵２０１２年︶
︑
３２４台︵２０１３年︶
︑

・６％増となったこと

・３％増︑卸売額も同
から調査を行っている

る︒同協会は２０１１年
卸売額も同様に増加し

た︒

録した最高額を大きく下

１５年は２０１２年に記

変動を見せており︑２０

アジャスタブルベッド

も通常のベッドより高い

の嗜好に合致し販売単価

ったものの︑より消費者

平均単価は振るわなか

値だと同協会︒

より６万円以上も低い数

はアジャスタブルベッド

７４円となったが︑これ

価も同０・７％減の７７

黄友歓氏︒

と同社ＣＥＯの

成長してきた﹂

者になるまでに

した︒
万７３５８台︵２０１

がわかった︒二ケタ台の
が︑この５年間でマット
てきた︒２０１１年には

２０１１年に１台当た

回ったことがわかった︒

場に依存︒国内では家具

︵つづく 長野純︶

などの２点を挙げる︒

マーケティング強化︱︱

個展の実施などを通じた

出展実績が多いが︑海外

中国など海外展示会での

上のための機械化推進②

減︑ならびに付加価値向

て︑黄氏は︑①コスト削

人︒今後の取り組みとし

伴って増加し︑現在は

数は︑事業規模の拡大に

当初５人だった従業員

調であるという︒

その他の販売ルートと

ベッド︵寝姿勢を調整で
数値から︑成長を続ける
し︑２０１５年には 万
タブルベッド１台当たり
と︑年ごとに上下変動を

増加を記録し急速な成長
レスメーカー経由での販
２３７億円︵１米㌦＝１
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米国・国際寝具協会調査

きるベッド︶の２０１５
アジャスタブルベッド市
６０４１台と２０１１年
の平均単価も試算したと

を遂げているが︑１台当
００円で換算︑以下同︶

のゴムの木を使

式 家 具 は︑ 地 場

ている折り畳み

同社が製造し

であったのが︑３２８億

２０１１年には︑ 万

出荷台数︑卸売額ともに５年で３倍近く成長

が︑市場に与える経済的

売が３倍近く増加したと

７２３台のアジャスタブ
りの平均単価は６万３５

いうことがわかった︒

ルベッドが出荷された

２千万円︵２０１２年︶
︑

たりの平均単価は下落し

が︑以降 万７２５６台

天板をしまうタイプの机・椅子

90

ているという︒同協会は
ッドの販売の大半を担っ

米国でアジャスタブルベ
ているマットレスメーカ

眠りの専門家︑スリープマスターが顧客に合った最適な寝

ダーができるカバーリング︑家庭用医療機器などを揃えた︒

︵シルク︶ふとん︑上質な素材から選びサイズオー

を反映するオーダーメイドの羽毛ふとんや真綿

トレスやオーダーメイドまくら︑顧客のこだわり

売り場では︑人間工学に基づいた高機能のマッ

フリーはまさしくその役割を果たす︒

に再生力を与えることが必要になってくる︒アンド

人ひとりに合った寝具で質が高い眠りへと導き︑心と身体

の関心が高まっていることがある︒快眠するためには︑一

アンドフリーが受ける背景には近年︑眠りに対する国民

﹁＆Ｆｒｅｅ﹂展開好調

快 眠 寝 具
トータルブランド

西川産業︵東京都中央区︑西川八一行社長︶は︑昨年３
Ｆｒｅｅ︵アンドフリー︶
﹂が好評を博している︒顧客一人

月から全国展開している︑快眠寝具トータルブランド﹁＆
ひとりの身体の特性に合った最適な寝具を提案す
る︑
﹁パーソナル・フィッティング﹂が今までに
ない快眠空間の創造を提案しているからだ︒昨年
３月にデビューし現在︑百貨店や専門店などで

店を展開している︒医師による ％の使用意向を

受け︑
﹁医師の確認済み商品﹂に認定︵エムスリー

具を選ぶ︒

②オーダーメイドまくらで顧客を惹きつける

紙媒体とセットで 1 年間￥40,000-（税込）お申込・お問合わせは http://homeliving.co.jp/
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米国・国際寝具協会の

年の出荷台数は前年比
場の力強い様子が伺え
の３倍以上の台数となっ

の分野の第一人

平均単価振るわずも市場影響度高し

残りの ％は海外市場

していた︒１日に大型で
ーン展開する企業で︑ル

盛んになってきた②その

１０台の出荷を平均して
ートの可能性を示したと

ここで余談になるが︑

行っているという︒

ファニチャー・ツデイ誌から

ロシアの記者と日本製品

本紙提携

60

だ︒１台当たりの平均単

大型トラック１日約 10 台出荷

繰り返している︒

アジャスタブルベッド 堅調な伸び

ボン・メーベル社工場外観

ころ︑年度ごとに大きく

万１

いう点に注目した︒

ロシアで売れる独・伊の家具

⒅

80

椅子を折り畳んで机の下部に収納し、

20

59
96
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①﹁アンドフリー﹂の売り場展開
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︶されたこと
㈱の﹃Ａｓ ｋ Ｄｏｃ ｔｏｒｓ 評価サービス﹄
からも︑消費者からの信頼度は高まるばかりで︑今後の展

②

開に弾みがつきそうだ︒

①
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