マレーシア家具産業の中心ムアール市②

や販売先によって使い分

た め に︑
﹁ブランディン

う評判が高く︑﹁安価なコ

がりが良好で高品質とい

る製品は︑耐久性や仕上

輸入した機械で製造され

う︒そうしてデザインさ

発に反映させているとい

ン傾向をつかみ︑製品開

派遣して︑最新のデザイ

同社視察の後︑アイメ
れた製品は︑国内外で非

グ強化に努めていきた

ピー製品が出回る中で︑

い﹂と林氏︒
イ家具︵ＩＭＥＩＦｕｒ

本紙提携

英国／ファニチャーニュース誌から

英国小売店 ７月の販売好調

調を︑消費者が大きな買

雑な消費者行動の変化へ

しい市場での急速かつ複

ている一方で︑競争の激

国民投票後も堅調に推移
英国ＫＰＭＧ社の調査
い物を先延ばしにしてい

常に好評だと劉氏︒
１５０人の従業員が在
で︑７月の英国小売業の

ｎ ｉｔｕｒｅ ︶社を訪問︒ 市場から人気だ﹂と輸出
籍する同社の年商は約７
ることの現れと判断する

１・２％増︑前年同月比
う︒

には確証が少ないとい

っているという︒実際の

の対応が大きな課題とな

課の劉志賢氏は語る︒
同社もデザイン面には
販売額は一昨年同月比で

や東南アジア︑欧米への
で１・１％増加したこと

１９９０設立の同社は︑
ゴムの木や欧州から輸入
億円で︑その ％が韓国

パリなど外国で開催され
輸出だという︒日本市場

が実現できるという︒
力を入れているといい︑

共に ％以上を輸出で稼ぐ

ディープ社
アイメイ家具
サイムウッド社を後に
全体で１００人の従業 したピーチウッドを用い
員を擁する同社は︑デマ たダイニングセットを製
る展示会にデザイナーを

けている︒
同社が目指すモノづく
レー人をはじめ韓国人や 造する︒特に︑台湾から

される中国市場の開

今後は成長が期待

番目に伸びている項目だ

り︑調査対象の中でも４

も︑ 未 だ 成 長 過 程 に あ

の売り上げが落ち込んで

なった︒すなわち︑家具

５月以来最も低い水準と

潜在的な需要に即して上

り販売額も特需ではなく

庭は少ないし︑今まで通

ものを購入したという家

結果を受けて何か新しい

ことだろう︒それでも︑

に衝撃を受ける者もいる

ので︑当月の着実な成長

影響をもたらし︑消費者

雰囲気も薄れ︑英国に好

候で︑国民投票後の暗い

が差している︒温暖な気

うことで︑小売業にも光

年同月比１・９％増とい

コ ー コ ー デ ル 氏 は︑
﹁前

務めるデイビッド・マク

た︒

役割を果たすべきだとし

現場では生産性向上のた

社を置くＤＥＥＰ︵ディ
りは
﹁Ｎｅｗ Ｆｕｓ ｉｏ

拓と︑より高付加価

という︒

がっていったものと考え

も﹃人生は続く﹄という

めにさまざまな改革が講

ープ︶社を訪れた︒２０

値のピーチウッド材

経済活動における消費

ている︒販売促進が多く

じられているが︑政府と

の製品を充実させた

者信頼感の水準を測定す

行われる月こそ︑特売を

英国小売協会の代表ヘ

いと劉氏︒

る︑ドイツ・ＧＦＫ社の

渇望する消費者に訴求す

がわかった︒

華 僑 系︑ イ ン ド 系

いてもらうことだとい

消費者信頼感指数は６月

への進出はまだ浅い

︑すなわち人種に関
０５年設立の同社は︑ダ ｎ ﹂

う︒デュセルドルフやケ

の﹁プラス９﹂から ポ

しても︑コスト増でこう

ルンの東内陸部︑ファー

イント変動して﹁マイナ

レン・ディッキンソン氏

など多くの人種の

デスクマット︑テーブル

レン州はノードライン河

ただ︑家庭分野は気温

係なく︑誰もが﹁普遍的

マットなど多彩に扱う︒

の北側に位置している︒

が︑台湾のニトリに

イニングセットやソフ

その製品棚に似た部品棚

貴重な地場の雇用企業で

した改革が無駄にならな

同一の部品が置かれてい

がドイツの家具工場にあ

感覚が得られているよう

は﹁ＥＵ離脱の国民投票

た︒区分の見分けは部品

った︒従業員は工場内に

だ﹂と語る︒

の高い状況が続いたた

棚のカラーで︑どういう

そう多くはないが︑要所

る絶好のタイミングであ

は納品実績があると

部品が何色の棚にあると

ス２﹂という結果になっ

り︑年平均が１・２％の

定価販売につな

うした状況から

な懸念点は︑こ

にとっての大き

ただ︑小売店

スト増に対応して生産性

るだけでなく︑近年のコ

性に対処できるようにす

定されるさらなる不確実

にしてみれば︑この先想

コーコーデル氏︒小売店

ないことがわかるとマク

パターンが去年と変わら

って初めて月間調査を行

がるかというこ

の向上も喫緊の課題にな

った７月の小売販売額か

とだとディッキ

っているとした︒

ら︑英国の消費者の行動

ンソン氏︒小売

％増加に押し上

店はＥＵ離脱後

げた﹂としてい

の状況を注視し

る︒

６月の国民投票が終わ

小売店調査の責任者を

判別していた︒主材はパ
あることを自認してい

た︒ただＫＰＭＧ社によ

くる悩みは︑
まくらが多いという︒
次に敷き寝具である︒睡

いた︒

眠改善インストラクター︑睡眠健康指導士上級の資格をも

︵続く 長島︶

ループに分けて生産して

︵続く 長野純︶

ーチクルボードを使用︒
ごとに機械生産︑手加工

た︒ 製 品 は ベ ッ ド ル ー

いように支援を行うなど

従業員で構成され

製品図が同社に届く︒そ

の結果を受けて消費者行

に快適な生活を享受でき

れをパーツ選択し︑説明

動が活発でなくなるとい

ァ︑スマートフォン用の

０ ０ 万 円 の う ち︑

製品のデザインについ
る︒ お も な 輸 出 先

書を付けてバイインググ

う速報値も多く出ていた

る製品を作ること﹂だと︑ ている︒

する素材は地元産のゴム
ては︑イタリア人の専属
は 日 本 や 米 国︑ 欧

つ︒従業員２４２人︑工

ループの納品する︒部品

め︑３カ月の平均成長率

同社マーケティングディ

の木をはじめ︑その名の
デザイナーが在籍してお
州 な ど︒ 今 後 は さ

場の敷地は６０００ ㎡︑

の素材の多くは樹脂で︑

で見ると︑２０１４年の

レクターの林麗蘭氏︒

通りシマウマのような柄
り︑外国市場でも十二分
らなる市場開拓の

先記し平屋建ての工場で

ずらりと並んだ棚ごとに

いうことだ︒

スピーカーといった木製

が特徴のゼブラノウッド
に通用する製品デザイン

％は輸出が占め

や人工ラタンなど︑製品

部材棚は薬局の薬棚の
をしていた︒８時間労働
同社のポイントは企業

ような感じで︑業界で似
ウオチ産業︵群馬県桐生
が存在する︑ウェストテ

ときをり︑ちょっとした

キャビネット︑クローゼ

睡眠に関する相談から個々人に合った寝具寝装品選びま

つ國井修店長は
﹁相談に乗って色々︑
情報を伝えると︑﹃頭が

11

ドイツの生産地の現状と事業⒆
デュッセル北東に約 社でグループ形成
長閑な農村部に家具生産企業

Ｎｏｉｔｅ社が地元雇用を重視
生産加工したパーツを
市︶だった︒同社は販売
ーリアン地域の人達に働

なかで売り上げを１・９

スキャナーでチェック︑
店の販促物や補修用品︑

れば︑家具の販売額の不

どこか間違いや欠陥があ

ム︑収納製品を二つのグ

ると音を発する自動ライ

町とも思えない煉瓦造り

ット︑寝室のトータル家

で︑
快眠のトータルプロデュースショップとして２年前︑
東

く︑
自分がこういうことで悩んでいる︑
と頭で整理

すっきりした﹄
と喜んでもらえる︒
悩みの答えではな

京・銀座に
﹁ｏ ｌｕ ｈａ︵オルハ︶
上質睡眠専門店﹂
が登場し

寝具寝装品では︑オルハブランドのこだわりを

できる︒
そこから改善策がでてくる﹂
と話している︒

た︒まさしく上質睡眠を追求するショップは今まで
になく︑睡眠およびそれに関する相談に多くの人

極めたゴア羽毛ふとん
﹁エーデル﹂
や︑羽毛に含ま

々が訪れる︒
同店のコンセプトは
﹁よく眠ったひと

れるたんぱく質ケラチンを特許の独自製法で抽出し

には︑
かなわない﹂
︒気持ちがいい朝が迎えられる

開発した
﹁ケラフィンシリーズ﹂︵ヘアケア用品︑
ハンドクリ

睡眠を実現するため︑寝具寝装品の提案とともに

ーム︑
石鹸︶
︑
アロマ︑
ハーブティなど健康︑
美容︑
エイジング
ケアに適した商品などを揃える︒

なされる英国（画像はイメージです）

だという︒

この地域に数社の家具
ンが組まれていた︒販売

の集落があった︒ドイツ

具を生産する︒

㊦アイメイ家具のダイニングセット

たような在庫システムは

村地帯と思われる畑と森
工場がある︒視察したＮ
店でユーザーが購入する

みを代々続けてきてい

と平屋の家具工場が広大 ｏ ｉｔｅ 社もその中の１

林が広がる一角に︑ポッ
社だった︒家族経営で創
と︑希望するルームのコ

に 限 ら な い が︑ 欧 州 の

る︒

な規模で構えていた︒ロ
業は１９３２年︑視察し
ーディネートスタイルや

国々の農村部︑まさに自

い４日目の６月３日︑農

ケーションは見ゆる限り
た昨年で 年の社歴を持

視察日程も終わりに近

㊤ディープ社の製造ライン

の畑と林︑その間の道の

然のなかで落ち着いた営

カラフルな部品収納棚

睡眠そのものの相談に乗る︒そんな姿勢が受けてい
睡眠相談は︑寝姿勢圧を測定する体験コーナーにまず寝

EU 離脱決定もこれまでと同様の消費行動が

99

オルハ上質睡眠専門店︑
眠りを追求
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①爽やかな目覚めをイメージした空間でゆっくりと選べる ②羽毛ケラチン配合の画期的な
ヘアケア・スキンケア商品 ③寝姿勢圧測定で理想の寝具を提案
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