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2006 年 3 月にオープンした SILVERA 二軒目のショールーム。800m2 

Silvera Université 

47 rue de L'Université 75007 Paris  

2006 年 6 月にオープンした、SILVERA3 軒目のショールーム 

 

ディストリビューターは、フランスに 200 以上存在するが、そのうちの 10 社ほどでマーケ

ットのほとんどを占めている。その中において現在大躍進中、デザイン界において非常に

重要な地位を占めるのが、SILVERA である。建築家、インテリア・デザイナーがインスピ

レーションを得るために訪れる、インテリア・デザイン界のオピニオンリーダー、モード

クリエーターともいえる存在である。 

 

SILVERA は 2005 年～2006 年にで、展示面積を二倍にした。主要ショールームのある

KLEBER 通りは、凱旋門から徒歩 5 分、パリの一等地にある非常に家賃の高い通りである。

多くの同業者が、無謀な投資であると考えたが、結果として、SILVERA の年商はその後 2

年間で 2 倍、さらに、2005 年に 25M€であった売上は、2008 年度、45M€を記録するとい

われている。 

 

 

SILVERA、Kléber ショールーム内部。 
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Kléber 通りは、富裕層が住む一等地という立地条件もあり、デザイン性を生かしながらも

トラディショナルな家具などをそろえている。それに対し、バスティーユのショールーム

は、よりデザイン性を突き詰めた展示になっている。ギャラリー・ラファイエット・メゾ

ン館の展示スペースの家具は、比較的小ぶりのものを集めている印象を受けた。 

 

 

Silvera はまた、ギャラリーラファイエットインテリア館にもテナントとして入っている。 

 

 

 

SILVERA ギャラリー・ラファイエット・メゾン館展示スペース 

 

 

SILVERA の企業理念は、単純な形、ピュアなライン、そして時代を超えることの出来る商

品。 

 

ロジスティックスに重点を置き、迅速で人間的なサービスを心がける。Vitry sur Seine に

3000ｍ２の倉庫を持つ。 
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SILVERA François CASTIGLIONE 氏インタビュー 

 
 

 SILVERA の顧客はどのような人々か。 

70~75%がコレクティビテ（業務用）、30~25%程度が一般顧客である。 

 

 

 一般客は、デザイナーを伴ってくるのか。 

デザイナーを伴ってくる一般客もいれば、そうでない顧客もいる。その場合、我々

SILVERA の従業員が、CONSEILLER、すなわちコーディネートのコンサルタントとし

てお客様の手助けをする。従業員はその能力を有している。 

 

 

 SILVERA の家具の産地はどこか。 

ほとんどがイタリア家具。ミラノの展示会で商品の大半を買いつける。その他、イギリ

ス、デンマーク、フィンランドから買い付けているが、それは尐量である。フランスの

展示会でも買わないことはないが、ほとんどがミラノ展示会での発注 

だ。 

 

 エージェントを通して買うのか。それとも生産者から直接買うのか。 

どちらもあり得る。エージェントを通すこともあるが、その場合も、我々は生産者を熟

知しているし、密接な関係を持っている。 

 

 

 SILVERA は Patricia Ulquiola など、デザイナーの名を冠した家具を売っている。

デザイナーが売り込みに来るのか、それとも SILVERA が有名デザイナーにアプロ

ーチするのか。 

そうではなく、生産者がデザイナーと組んでいる。SILVERA がデザイナーと直接交渉

することはない。例えば Patricia Ulquiola は、ある生産者と契約している。 

 

 

 最近のフランスにおける家具販売で、何らかの変化を感じているか。 

デザイン関係の雑誌などが数多く、その影響もあって、デザイン性のあるものが人気を

呼ぶようになった。その反面、フランス人はいまだ伝統的だ。つまり、デザイン性があ

り、かつクラッシックな要素があるものが成功をおさめる。 

例えば、ここクレベール・ショールームに展示してある家具が、そうだ。デザイン性が

ありながら、伝統的な部分もある。逆に、バスティーユでは、こことは地域も住む者も
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違うので、斬新的なデザインを全面に出す展示にしている。 

 

 

 現在の売れ線家具はなにか。ヒット商品を教えてほしい。 

良く売れるのはやはりソファーだ。 

 

ベストセラー・ソファーセット。部屋のサイズ、雰囲気に合わせて、自由に組み立て

ることができ、ソファーの生地も複数から選べる。税込 9940€。

 

ベストセラー・ソファーセット。税込 8980€及び 4070€ 

 

 

 

 ローテーブルが売れていると耳にしているが。 

ローテーブルが売れないことはないが、やはりソファーだ。ローテーブルは、ソファー

に合わせて買われるから、売れる、ということだろう。 
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 日本の家具についてどのような印象を持っているか。 

クオリティーがいい。しかし、ロジスティクス、納期の点が問題。クオリティー/プライ

スのバランスを見ると、割が合わないとの印象。 

例えば、ロジスティクスだ。いったいいくらになるのかわからない。これでは買えない。

そして、納期。SILVERA の場合、顧客の発注から、納品まで 8 週間以内。それ以上は

あり得ない。8 週間で顧客の手元に届かなければならない。日本からでは無理だ。 

 

 

 地下にアジア風の家具を見つけたが、SILVERA にアジアを求めてくる顧客がいる

のか 

SILVERA にアジアを求めてくる客はいない。求めているのはデザインだ。 
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アジア風の家具は、オランダ人のデザイナーが、イタリアで作らせたもので、アジアの

ものではなく、あくまでも『デザイン家具』の位置づけだ。 

 

 日本の家具生産者が、イタリアやフランスのデザイナーと組むなどして、デザイン

家具を作る可能性についてどう思うか 

特にヨーロッパのデザイナーと組まなくてもいいのではないか。日本にもいいデザイナ

ーはいっぱいいて、現にイタリアで家具を作っているデザイナーもいる。とてもいい家

具を作っている。日本のデザイナーが、家具をヨーロッパで作った方が可能性としては

高い。 

 

※ＳＩＬＶＥＲＡは、安積伸＆安積朊子、深澤直人、内田繁など日本人デザイナーの家具

を取り扱っている。 

 

 ヨーロッパに進出したい日本の家具産地に何かアドバイスは。 

とにかく、いいパンフレットなど、質の高い販売ツールが必要だ。 

それから、送料込みの値段を提示するのもいいのではないか。とにかく、バイヤーの『恐

れ』を取り除いてやる必要があるだろう。 
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②  BUROMEDIA 

 

Buromedia は、5 百万ユーロを売り上げる、中堅どころのディストリビューターである。 

 

社長 Philippe PELASSY 

57 Boulevard de la Republique  

78400 CHATOU 

従業員 14 名 

http://www.buromedia.com/ 

http://www.bureaumoderne.com/ 

 

先に述べた通り、ショールームを持たないディストリビューターで、フランチャイズ系に

強く、業務用家具が主体である。 

 

Buromedia は、Google で家具をサーチした時に非常にいい位置につけるサイトを二つ有し

ており、それが強み伴っている。 

 

 

Buromedia セールス責任者 Laurent DELBARRE 氏インタビュー 

 

 

 Buromedia の顧客はどのような人々か。 

一部一般顧客もあるが、ほぼ 100%がコレクティビテ（業務用）。 

 

 

 家具はどこから、どのように買うのか。 

イタリア、フランスなどの生産者と非常に密接な関係を持っている。生産者の工場は頻

繁に訪ねている。工場を尋ねずに取引することはない。 

 

 

 エージェントを通して買うのか。それとも生産者から直接買うのか。 

どちらもあり得る。顧客と一緒にエージェントのショールームに行くこともある。 

 

 日本の家具についてどのような印象を持っているか。 

純和風の家具の市場はフランスにはない。売れないと思う。 

 

http://www.buromedia.com/
http://www.bureaumoderne.com/
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 ヨーロッパに進出したい日本の家具産地に何かアドバイスは。 

市場自体があるもの、市場が欲しているものを輸出するべきだと思う。 

 

 

 

第５節 具体例 2：最大手デパート家具館 GALERIES LAFAYETTE MAISON 

 

Galeries Lafayette Maison 

35 Boulevard Haussmann 

79009 PARIS 

 

 

 

フランス一の大手デパート、ギャラリー・ラファイエットは、通りをはさんで向かい側か

ら Marks & Spencer が撤退したのを機に、2004 年 3 月メゾン館を開館した。 

 

このメゾン館は 3 階が家具スペースになっており、先に紹介した SILVERA、Roche-Bobois, 

Cinna, Ligne Roset がテナントとして入っている他、ギャラリー・ラファイエットブラン

ド（購入担当は BHV のバイヤー）の家具などを置いている。 
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ギャラリー・ラファイエットブランドの家具。セール中であったのでやや雑然としている

が、非常にクラッシックなものが多く、値段も高くない。担当者に話を聞いたところ、東

欧などで生産されたもので、値段的にも、ロジスティクスの問題からも、日本からラファ

イエットブランド家具を購入することはあり得ないとのことであった。 

 

 

ギャラリー・ラファイエット・メゾン館 3 階の通路。左側にはクッション関係のテナン

トが入っている。Silvera, Roche-Bobois, Cinna, Ligne Roset が入るスペースは通路を

進んだ奥にある。 
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第６節 具体例 3：大手フランチャイズ実例 

 

①  ROCHE-BOBOIS 

 

18 Rue de Lyon  

75012 PARIS 12. 

 

ROCHE-BOBOIS(ロッシュ・ボボワ) は、高級家具グループ、家具コンセプター(Editeur de 

meubles）としての独特の位置づけを確立しており、各家具モデルを、ロッシュ・ボボワ、デ

ザイナー、家具生産者の緊密な連携の結果として発表している。 

 

6 カ月毎に、3 つの家具コレクション：コンテンポラリー、ヴォアヤージュ（旅行）、プロバ

ンスのオリジナルコレクションが発表される。今日、ロッシュ・ボボワは 30 カ国に展開し、

平均して一か月に一店舗を増やしており、その店舗は前述の通り、世界に 229 店舗(うちフラ

ンス 91 店舗)、2007 年度において三億九千五百万ユーロの売り上げで家庭向け高級家具部門

の一位である。 

 

ロッシュ・ボボワグループは、他に Cuir Center, Maison Coloniale, Natuzzi などのブランドも

所有する。 

 

Roche-Bobois のサイト13： www.rochebobois.com 

 

今回、ROCHE-BOBOIS 自体のインタビューはかなわなかったが、ROCHE-BOBOIS の家具

の多くをデザインする有名デザイナーに直接話を聞くことができた。 

 

それによれば、デザイナーは年に 2 回、ROCHE-BOBOIS 用コレクションを作り、審査会に

提出しなければならない。作品が選ばれればよいが、落選すると、その作品にかけた時間も、

手間も、経費も無駄になるのでなかなか厳しいとのことである。 

 

インタビューに答えてくれたデザイナーと ROCHE-BOBOIS の間では、ライバル企業の家具

をデザインしない暗黙の了解があるので、選出されなかった家具は再び日の目を見ることは

ない。 

家具の選択が行われてから(デザイナー家具の場合)どの工場に発注するかが決められる。 

                                                   
13 今回残念ながら Roche-bobois からの店舗撮影許可を取得できなかったため、店舗内の写

真を掲載できないが、ホームページをご覧になればイメージをつかむことができると思わ

れる。 

http://www.rochebobois.com/
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② CINNA  

 

ROSET SA 

Boite postale n 9 lieu-dit en mermont 

01470  Briord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：ギャラリー・ラファイエット・メゾン 館の CINNA スペース。 

 

 

 

 

 

前述のとおり、Roset グループに

属するモダン・デザイン家具ブラ

ンドで、世界各国のデザイナー70

名のデザインを取り入れていれ

る、生産者&フランスチャイザ

ー。 

 

世界 70 カ国に 900 販売店、フラ

ンスに 90 店舗を有する。 

コンセプトは高級、モダン家具で

あり、Roche-Bobois, Ligne Roset 

と並ぶが、より革新的で、デザイ

ナーを全面に押し出す。社長の

Maurice Lavesvre 氏は、Cinna

を車に例えれば、Audi 的である

と発言する。 

（ 出 典 ： Observatoire de la 

franchise） 

 

 

 

 

ギャラリー・ラファイエット・メゾン館 

CINNA スペースのローテーブル 
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③     LIGNE ROSET 

 

ROSET SA 

Boite postale n 9 lieu-dit en mermont 

01470  Briord 

 

Ligne Roset は、Cinna と並ぶ Roset SA のブランドである。 

 

ギャラリー・ラファイエット・メゾン館にテナントとして入る Ligne Roset 

 

 

↓↑ギャラリー・ラファイエット・メゾン館の Ligne roset のベストセラー 

一人掛けソファー（上）と赤いソファー（下） 
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          → Rue de Bac の Ligne Roset 

 

 

 

第７節 具体例 4：アジア家具ショップ NUAGE DE CHINE 

 

Nuage de Chine 

オーナー Laurence Moore 

21rue des Quatre Cheminées 

92100 Boulogne-Billancourt 

 

 

 

 

Nuage de Chine は、社長の Laurence 

Moore 女史が、2 年前に閑静な住宅街、

ブーローニュに開店したアジア家具（中

国家具）及びアジア小物店（主にベトナ

ムの塗りもの）である。 

 

Moore 女史が自ら中国で選んだアンテ

ィーク家具、古木を使った新しい家具な

どが並んでいる。 
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店の中の様子 

 

Nuage de Chine,  Laurence MOORE 女史インタビュー 

 
 

 展示している家具はどこから買っているのか 

家具はすべて中国。ベトナム産はこちらに持ってくるとひびがはいる。ベトナムの紫檀

はもろい。 

 

 輸送はどのようにしているか。 

ビジネスを始めたのは 2 年前だが、その何年も前から準備している（以前アジア専門の

スチュワーデスだった）。中国からも、ベトナムからもいい運送屋を見つけた。コンテナ

で送っている。例え、１コンテナいっぱいにならなくても、きちんと詰め物をするよう

に指示して、1 コンテナで送る方がいい。なぜなら、フランスについてからコンテナを

開けて、荷物を選別させると、手数料が高く、破損の可能性も出てくるので割が合わな

いからだ。 

 

 家具は購入価格の何掛け程度になるか。 

コンテナ内で占める割合、店の中で占める割合などを考慮し計算する。平均、家具は尐

なくとも 2.2 倍、デコ関係の小物は 2.5 倍。その結果、750 ユーロで買った家具は、店で

は 3000 ユーロで売っても、非常に薄利だ。しかも、ここには中国に行って品探しをした

移動費、宿泊費などは含まれていない。顧客の中には『本当は安く買っているくせに、

ぼっている』などという人もいるが、とんでもない。 

これ以上高い家具は買ってはいけないということを学んだところだ。 
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 ベストセラーは何か 

今とにかく売れるのはローテーブル。箪笥系は非常に売りにくい。 

 

 日本の家具についてどのような印象を持っているか。 

 

第４章 日本家具流通の視点から見た４カテゴリー 

 

第１節 今日までの日本側の対応とその問題点 

 

今日までの日本側には『アジアショップ・日本ショップ偏重』が見られ、それが市場への

本格参入を妨げている。それは、家具、テーブルウェア、伝統産品のどの分野においても

見られてきた傾向である。 

 

展示会等に出展すると、『日本専門店』アジアショップは当然訪ねてくる。日本語が通じる

（日本人経営）場合も多く、出展者は、話も弾み、顧客が訪れてくれた、有意義な時間だ

った。との印象を受け、かなり満足して日本に帰る。これが繰り返されているのである。 

 

海外に日本物品店を持つ日本人や現地人と交流を深め、情報を得ることは当然必要である

が、はたしてそこに本当の商機があるのであろうか。14 いい方を変えれば、『アジアショ

ップがある国だから、アジア商品、日本商品が売れるはずだ』との考え方は間違っている。 

 

こうしたアジアショップ、日本ショップは、『アジア好き』『日本好き』というごく小さな

ニッチに働きかける、小規模小売店である。当然規模は小さく、日本からコンテナ輸入を

行う体力がない場合も多い。 

 

実際、一部日本ショップ、アジアショップは、展示会において展示品の直接買いを行い、

家具など、輸送すればコストがかかるものの大部分をそれで賄う、また、フランスに何と

かして商品を置きたい産地と交渉して、展示スペースを貸すなどの名目で無料での委託を

行うブティックも多い。 

 

出展社としても、展示品を持ち帰るよりは尐額でも販売して帰る方が都合良いこともあり、

かなりの値引きに応じ、送料相当分を負担するなどして販売に応じている現状である。ま

                                                   
14日本ショップが草分け的に日本商品の宣伝を行ってきた歴史は当然評価されるべきであ

るし、今後もその役割は重要であることから、アジアショップが軽視されるべきではない

ことはここに強調する。本章は単に、展示会出展者、フランスにおける商品の本格的な流

通を目指す産地として、視点を変える必要があるとの観点から執筆されている。 
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た、フランスの顧客に自社の商品を見てもらういい機会ととらえて、無料委託を行うなど

する傾向にある。 

 

そして、『展示会に参加した成果としてフランス市場に自社の商品が置かれて、販売されて

いる』という満足を得ているのである。 

 

しかしながら、アジアショップ、日本ショップの経営規模からして、その後たとえ発注が

あっても、ごく尐量であり、当然高額な展示会の出店コストを賄える売上はつくれない。 

 

このように、日本から出展する多くの産地が、そうした小規模ショップに『群がる』状況

になっている。確かに、日本人相手のビジネスは出展者にとっては安心であるし、言葉が

通じるのは非常に楽であるが、そもそも購入金額も、展示スペースも限られた日本ショッ

プと話が弾んだことを展示会の収穫することははなはだ疑問である。 

 

もう一つの問題点として、『アジア系ショップ』に商品が並んだ場合、他のアジア製品との

混同が必然的に起こるのである。第 1 章第 1 節④で述べたように、『ZEN』ブームなど、日

本文化の評価が進んでも、フランス人の多くは、日本とその他のアジア諸国をそれほど区

別していない状況である。むしろ『ZEN』ブームにのって販売された多くの中国製品など

の影響で、アジア商品＝安価であるが質は悪い使い捨てのデザイン商品的なイメージが定

着してしまったきらいがある。 

 

日本文化、日本製品の質の高さを理解し、製品の真の価値を見極められるフランス人は当

然いるが、その中においてでさえ、『日本好き』という理由だけで高額な日本製品に投資す

る人は多くない。 

 

このように考えれば、『ヨーロッパの日常生活の中では必需品でない、趣味の商品に高額な

出費をする日本好きの一握りの人々』をターゲットにしたマーケティングが実りのあるも

のたりえないことは、容易に理解できるところであろう。 

 

それでは、日本産地はどのようなニッチを狙ったマーケティング活動をすればよいのであ

ろうか。Buromedia の Delbarre 氏のインタビュー（第 2 章第 4 節-②）がそのヒントを与

えてくれる。 

 

『純和風の家具の市場はフランスにはない。売れないと思う』 

『市場自体があるもの、市場が欲しているものを輸出するべきだと思う』 

日本の産地は、今日まで、すでに日本で流通している伝統産品を、日本の文化伝統の美し
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さ、産業のクオリティーの高さを強調することによって、そのまま販売しようと試みてき

た。 

 

しかしながら、生活文化もメンタリティーも異なるフランス社会に、日本の物品をそのま

ま受け入れろというのは無理がある。 

 

例えば、畳の美しさを認めながらも、フランス人がサロンや寝室を畳ばりにしないのは、

販売方法が悪いからではなく、そもそも玄関で靴を脱がない文化に、靴を脱ぐことを求め

ることが無理なのである。美しい伝統を持つ日本の商品を使うために、フランス人は生活

習慣をちょっとは変えてくれるだろう、と期待するのは間違いである。 

 

純和風の商品はそのまま輸出しても販売ルートもなければニッチもないことが多い。 

 

それでは、日本の家具産地がフランスで成功をおさめる可能性はないのであろうか。 

 

筆者は、デザイン系家具市場にその答えがあると確信している。アジア趣味や日本愛好家

だけではなく、フランス人全体を対象とするモダン・デザイン家具の開発である。 

 

 

  

第２節 日本家具流通の視点から見た４カテゴリー 

 

日本家具のフランスにおける流通の視点から、4 つのコンタクト先リストを作成した。同じ

コンタクト先が重複して含まれるものもある。4 リストの内容は以下の通りである。さらに

便宜上、その 4 つをまとめる形で第 5 のリストを総合リストとした。 

 

① モダン家具  

 

モダン家具とは、デザイン系、室内デコ的家具のことで、SILVERA のショールーム写真（第

2 章第 4 節-①）を参考にしていただければイメージがわくことであろう。家庭用高級家具

店 Roche-Bobois の家具なども、デザインを重視したデザイナーズ・ブランドである。 

 

パリ最大手デパート、ギャラリー・ラファイエットにおいても、メゾン館にテナントとし

て入居しているのは、SILVERA, Cinna, Ligne Roset, Roche-Bobois など、デザイン系家具

専門店ばかりである。 

SILVERA ショールーム内のアジアイメージのソファーセット（第 2 章第 4 節-①、写真参
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照）を思い起こしていただきたい。オランダ人デザイナーがイタリアで作らせた家具だそ

うだが、日本ではより洗練され、高級感のあるものが作れるのではないだろうか。 

 

この『アジア風』家具に対する質問に答え、SILVERA の Castiglione 氏は、 

『SILVERA にアジアを求めてくる客はいない。求めているのはデザインだ。』 

と述べている。つまり、アジアからインスピレーションを得たモダン・デザイン家具との

位置づけなのである。 

 

日本の産地は、今後、伝統技術、そして伝統素材を生かし、日本的美の要素を取り入れた、

デザイン家具の開発、輸出を考えるべきではないだろうか。『アジア商品』のレッテルを捨

てることにより、一般フランス人向け高級家具市場の流通網に商品を乗せることが可能と

なった時、初めて輸出の努力に値するボリューム・売上が期待できると考える。 

 

モダン家具のカテゴリーのコンタクトリストには、フランスマーケットの様々な構成者が

含まれる。SILVERA のような高級ディストリビューター、Roche-Bobois などのフランチ

ャイザー、家具のデザインを担当、または前述のプレスクリプター的役割を果たすインテ

リア・デザイナー、建築家、それらを使った内装を取り入れる高級ホテルや、デザイン系

のネットショップなどである。 

 

② ネットショップ・インフォメディエール 

 

ネットショップは、小型の家具や室内デコレーションにとっては有望なターゲットとなり

得る。（一部モダン・デザイン家具を扱うネットショップは、①のリストと重複しているこ

ともある。） 

 

さらに近年台頭が目覚ましいのが、Info-médiaire と呼ばれるカテゴリーであるが、日本生

産者にとっては、非常に興味深いターゲットであるので、ここに詳しく紹介する。 
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Info-médiaire の台頭 

 

Info-médiaire とは、インフォメーション（情報）と、インターメディアリー（仲介者）の

二つを結びつけた造語である。 

 

このカテゴリーには、DECOFINDER (業界大手)、LE GUIDE DE LA DECO などがあり、

デザイン業界の検索サイトとしての役割を果たしている。これらサイトは、商品の物理的

取引に介在しない点から、ネットショップとは一線を画す。 

 

例えば、DECOFINDER (1994 年に DISMART SA により設立)は、デザイン関係の 71 000 

社をリストアップ、30000 以上の商品を性質、用途別に分類掲載、310 000 枚近くの写真

を紹介するヨーロッパにおけるリーダーであり、フランス語、英語、ドイツ語、スペイン

語、イタリア語の 5 ヶ国語での検索が可能である。 

 

http://www.decofinder.com/ 

 

プロも、一般の顧客も、これら、デザイン検索サイトで商品や企業を探し、ビジネスを行

ったり、販売小売店を調べるなどすることができる。 

 

DECOFINDER 自身もサイト上で『プロ、一般顧客の双方のためのサイト』を明言してい

る。(この場合の『プロ』には、生産者、ディストリビューター、エージェント、小売業者、

デザイナー・プレスクリプター等、業界のプレイヤー全てが含まれる。) 

 

物理的な商品の移動なくしてフランス及びヨーロッパの顧客との出会いの場を与えてくれ

るこれらサイトは、日本企業にとって今後注目すべき対象であろう。 

デザイン関係検

索サイト 

日本産業 

家具生産者 

欧州顧客 

プロ・一般双方 

物理的取引 

情報取引 

情報取引 

http://www.decofinder.com/
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③ デザイナー  

 

既に日本の家具産地のいくつかは、デザイナーとのタイアップを進め、デザイナー・ブラ

ンド家具の生産を行っている。筆者の経験上、デザイナーとのタイアップをせずに売り込

みに成功した例はない。 

 

日本のデザイナーと組むのであれば、その選択には注意を払う必要がある。有名デザイナ

ーだからと言って、必ずしもフランス市場に適したものを作れるとは限らない。既に家具

を含め様々な分野で国際的に活躍し、ヨーロッパの習慣を熟知しているデザイナーが望ま

しい。 

 

意思疎通さえ可能であれば、ヨーロッパのデザイナーと組み、日本の精神性や伝統を生か

し、かつフランスの生活にふさわしい家具をデザインしてもらうこともできるだろう。そ

の場合、フランスのディストリビューター等へのアピールも行いやすくなることであろう。

ただし、デザイナーの選択は安易に行ってはならない。 

 

デザイナーリストには、インテリア・デザイナー、デザイナー、建築家などのコンタクト

先を記した。 

 

フランスの建築家（Architecte）と呼ばれる人々は非常にマルチである。建物の設計だけで

なく、内装、家具の製作、家具の選択、などを一手に引き受けることが多い。デザイナー

も大手になると、他分野のデザインを手掛けるようになる。例えば、ある有名家具デザイ

ナーは、先日のモーターショーにスポーツカーをデザインして出展しただけでなく、他に

時計、ビール瓶、さらには富豪の邸宅の内装までを手掛けている。 

 

 

④ アジアンショップ 

最後に、アジアンショップの一部をリストにした。商品流通、販売のターゲットにはなら

ないとしても、一部伝統品のフランス市場向け共同開発などが可能であろう。 
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第５章 フランスにおける展示会 

 

第１節 メゾン・エ・オブジェ展示会 

 

Maison & Objets=メゾン・エ・オブジェ展示会は、毎年 1 月末と 9 月初めの二回、シャル

ル・ド・ゴール空港に近いパリ・ノール・ヴィルパントの展示会場（Parc d’Exposition/Paris 

Nord Villepinte） で開催されるホームアクセサリー展示会である。 

 

2009 年 1 月展は 23 日から 27 日の 5 日間にわたって開催されたが、来場数は 75 755 名を

数えた（金融危機の影響を受け、前年比 12% 減）。 

 

メゾン・エ・オブジェ展示会は、フランス最大のホームアクセサリー展示会で、家具から

小物、アクセサリー、ファブリックまで、様々な商品が出品される。 

 

フランス市場を狙うのであれば、最高の展示会であるが、利点とともに、大展示会につき

ものの問題点もある。 

 

利点 

 フランスからだけではなく、世界中のバイヤーが集まる国際見本市。特にヨーロッ

パの大手バイヤーのほとんどが集まる。(40%以上がフランス国外からの来場者であ

る) 

 JETRO が出展者のサポートをするなど、日本出展者の受け皿が整備されている。 

 

  問題点 

 メゾン・エ・オブジェ展示会は規模的にこれ以上の拡張が難しく（現在 8 号館を建

設中ではある）、出展希望者が多いこともあり、出展スペースの確保が非常に難しい。 

 

 

第２節 ムーブル・パリ展示会 

 

MEUBLE PARIS＝ムーブル・パリ展示会は、以前はパリ市内で行われる独立の展示会

であったが、メゾン・エ・オブジェ展示会を主催する SAFI がこの展示会を買収したた

め、数年前からメゾン 1 月展と同時期に、本会場から無料バスで 15 分のブルジェ会場

にて開催されるようになった。 

 

本年度は 2009 年 1 月 22 日から 26 日に開催され、来場者は 22 411 名。 
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ムーブル・パリとメゾン・エ･オブジェは主催者が同じということもあり、相乗効果を

狙っているが来場者はメゾン･エ･オブジェより尐ない。 

 

 

第３節 プライベート・サロン（自主展示会） 

 

近年、多く見られるようになったのが、大展示会に頼らず、産地が集まり、自主的に

開催するプライベート・サロンである。 

 

現地のコンサルティング会社等がコーディネートし、パリ市内で会場を借り（ホテル、

イベント会場など）開催する。 

 

利点 

 大展示会に比べ、出展費用も安く、小回りが利く。 

 

問題点 

 大手バイヤーを動かすのは非常に難しい。日程や、コーディネーター選びの失敗

などから、来場者が集められないリスクがある。 

 大展示会に比べ集客が難しいため、事前、展示会期間中、展示会後を取り仕切る

ことができる現地コーディネーターがいることが望ましい。 

 

 

大展示会に参加するにも、自主展示会を試みるにも、期間中だけでなく、期間前の顧客へ

の事前アプローチや、期間後のフォローアップが必要不可欠である。 

 

また、期間中の通訳の選び方も要注意である。通訳の質の低さからせっかくの商談も実ら

ない事例も多く、通訳は信頼できる筋から雇う、値段の安さのみで判断しないなどの心構

えが出展者にも必要であろう。 
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第６章 家具関税・輸出 

 

第１節 家具の関税 

 

家具の関税は、その素材、用途ごとに異なるので、その都度確認する必要がある。 

 

こちらのサイトから直接関税率を調べることができる。TARIC とは、EU 統合関税率のこ

とである。 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN 

 

サイトを開くと、下のウィンドーが出てくる。 

ここでは、リビング用木製家具を検索してみたい。言語は便宜上英語を選ぶ。 

まず、Country of origin / destination で、Japan を選択。 

Simulation date は特に気にする必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると、以下のようなリストが出てくる。家具は Section XX –Miscellaneous manufactured 

articles である。Section XX の上をクリック。 

 

 

するとまたこのようなリストが出てくるので、Chapter 94 の上をクリック。 

第１節 TARIC Consultation 

Last update 30/01/2009  

You can search by specifying a TARIC code or by browsing in Sections and Chapters. 

TARIC code     

Country of 

origin/destination 

 

  

Simulation date 

 

 

   

 

Browse

Duty rates Description Restrictions

第２節 TARIC Table of Contents 

Section I - Live animals; animal products 

 

 

中略 

 

Section XIX - Arms and ammunition; parts and accessories thereof 

Section XX - Miscellaneous manufactured articles 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#taric%20code
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#country%20of%20origin
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#country%20of%20origin
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#simulation%20date
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=0100000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=1900000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2000000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
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すると↓のリストが現れる。椅子、ソファーなどは 9401、多くの家具は 9403 である。こ

こでは、9403 をクリックしてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 TARIC Table of Contents 

Section I - Live animals; animal products 

 

中略 

 

Section XIX - Arms and ammunition; parts and accessories thereof 

Section XX - Miscellaneous manufactured articles 

 Chapter 94 - FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, 

CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND 

LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; 

ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE 

LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS 

 Chapter 95 - TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND 

ACCESSORIES THEREOF 

 Chapter 96 - MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

Section XXI - Works of art, collectors' pieces and antiques 

 

第１項 Section XX - Miscellaneous manufactured articles 

第２項 Chapter 94 - FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS 

SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS 

AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; 

ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE; 

PREFABRICATED BUILDINGS 

Simulation date 01/02/2009 

TARIC code Description Footnote 

9401   Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, 

and parts thereof 

- 

9402   Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, 

examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); 

barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and 

elevating movements; parts of the foregoing articles 

- 

9403   Other furniture and parts thereof - 

9404   Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, 

mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs 

- 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=0100000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=1900000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2000000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=94000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Action=1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=95000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Action=1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=96000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Action=1
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2100000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&Download=0&Periodic=0&YesNo=1&Indent=-1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2000000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Download=0&Periodic=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2094000000&ProdLine=80&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Download=0&Periodic=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9401000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9402000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9404000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
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以下のリストから、9403 60 Other wooden furniture (その他木製の家具)を選びクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9403 60 10  Wooden furniture of a kind used in the dining room and the living room 

(ダイニング・ルームや、リビングで使用されるような木製家具)を選んでクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第４節 TARIC 

第１項 Section XX - Miscellaneous manufactured articles 

第２項 Chapter 94 - FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS 

SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS 

AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; 

ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE; 

PREFABRICATED BUILDINGS 

Simulation date 01/02/2009 

TARIC code Description Footnote 

9401   Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, 

and parts thereof 

- 

9402   Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, 

examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); 

barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and 

elevating movements; parts of the foregoing articles 

- 

9403   Other furniture and parts thereof - 

- 9403 10   - Metal furniture of a kind used in offices - 

- 9403 20   - Other metal furniture - 

- 9403 30   - Wooden furniture of a kind used in offices - 

- 9403 40   - Wooden furniture of a kind used in the kitchen - 

- 9403 50   - Wooden furniture of a kind used in the bedroom - 

- 9403 60   - Other wooden furniture - 

- 9403 70   - Furniture of plastics - 

- 9403 81   - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials - 

- 9403 90   - Parts - 

9404   Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, 

mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs 

or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, 

whether or not covered 

- 

9405   Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts 

thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated 

nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts 

thereof not elsewhere specified or included 

- 

9406   Prefabricated buildings - 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2000000000&ProdLine=00&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Download=0&Periodic=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2094000000&ProdLine=80&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Download=0&Periodic=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9401000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9402000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403100000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403200000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403300000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403400000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403500000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403600000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403700000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403810000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=10&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403900000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9404000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9405000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9406000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
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するとさらに詳細が現れるので、9403 60 10 Wooden furniture of a kind used in the 

dining room and the living room (ダイニング及びリビングで使用されるような木製家具)

を選んでクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 Chapter 94 - FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS 

SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS 

AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; 

ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE; 

PREFABRICATED BUILDINGS 

Simulation date 01/02/2009 

TARIC code Description Footnote 

9401   Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, 

and parts thereof 

- 

9402   Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating 

tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' 

chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both 

reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles 

- 

9403   Other furniture and parts thereof - 

- 9403 10   - Metal furniture of a kind used in offices - 

- 9403 20   - Other metal furniture - 

- 9403 30   - Wooden furniture of a kind used in offices - 

- 9403 40   - Wooden furniture of a kind used in the kitchen - 

- 9403 50   - Wooden furniture of a kind used in the bedroom - 

- 9403 60   - Other wooden furniture - 

- - 9403 60 10   - - Wooden furniture of a kind used in the dining room and the living room - 

- - 9403 60 30   - - Wooden furniture of a kind used in shops - 

- - 9403 60 90   - - Other wooden furniture - 

9406   Prefabricated buildings 
 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarsect?Lang=EN&Taric=2094000000&ProdLine=80&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=-1&Download=0&Periodic=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9401000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9402000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403100000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403200000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403300000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403400000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403500000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403600000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=1&Action=0#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403601000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403603000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9403609000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=9406000000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=EN&SimDate=20090201&Country=----------&YesNo=1&Indent=0&Action=1#OK
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すると、最初のテーブルに、内容が記入される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左下のボタン、Duty rates をクリックすると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 TARIC Consultation 

Last update 30/01/2009  

You can search by specifying a TARIC code or by browsing in Sections and Chapters. 

TARIC code     

Country of 

origin/destination 

 

  

Simulation date 

 

 

   

 

Browse

Duty rates Description Restrictions

94036010 

日    月    年 

Japan-JP(732) 

第６節 Duty Rates 

Simulation date : 01/02/2009 

TARIC code 9403601000 

Country of origin/destination Japan - JP (732) 

Description 

 

Restrictions   

 

第１項 Import 

Third country duty : 0 %     Regulation/Decision  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#taric%20code
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#country%20of%20origin
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#country%20of%20origin
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarspec_en.htm#simulation%20date
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?Taric=9403601000&SimDate=20090201&Action=1&ProdLine=80&Country=JP/0732&Type=0&Action=1&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Lang=EN&Description=yes
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarduty?Taric=9403601000&SimDate=20090201&Action=1&ProdLine=80&Country=JP/0732&Type=0&Action=1&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=tarduty&Periodic=0&Download=0&Lang=EN&Restriction=yes
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          木製サロン用の家具の関税が 0%であることがわかる。     

 

 

 

手順は長いが、素材、用途ごとに細かく分けられた関税率の下調べには便利なツールであ

る。 

 

ちなみに、日本製のハンドメード卓上ライトで、プラスチック、セラミック、ガラス以外

の素材でできているものを想定して調べると、 

9405 ライト 

- 9405 20 テーブル、デスク、ベッドサイド、床立て式ライト 

- -9405 20 91 その他マテリアル 

- - - 9405 20 99 その他 

 - - - - 9405 20 99 10 ハンドメード 

 

となり、2.7%の関税率となる。 

 

 

とはいえ、判断が難しい商品などは、取引のある運送会社に問い合わせるのが最も確実な

手段であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TARIC コードについて： 

 

欧州委員会は、合同関税品目分類表（Combined Nomenclature = CN）に基づく EU 統合関税

率（Taric）を制定している。Taric は追加的な Taric 下位分類（Taric subheading）を含み、

これには品目、品目コード、原産地別の関税率、ならびにさまざまな貿易政策による措置が記

載されている。 

 合同関税品目下位分類表（CN subheading） は、それぞれ 8 ケタのコード番号を持つ。始

めの 6 ケタの数字は、HS 品目分類およびその下位分類、第 7～8 ケタは合同関税品目（CN）

下位分類、9～10 ケタ目の数字が Taric 下位分類を表す。 

 

出典：JETRO HP / 欧州関税制度  

http://www.jetro.go.jp/ 
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第２節 家具の船便による損傷 

 

信頼のおける運送会社を通すことが何よりも重要である。損傷に関しては、コンテナ単位

の輸送ができず、港で荷分け作業をすることになると、起こりやすい。 

 

いずれにせよ、輸送時の損傷は、時に起こりうる。筆者も、展示会において、輸送時の衝

撃による家具の損傷(主に閉開システムの不具合など、軽度のもの)を幾度か目にしている。

第 6 章第 2 節において後述するように、アフターサービスも含め、家具の調整、修理が必

要な場合、現地において誰がどのように行うかなどが今後の課題となろう。 
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第７章 日本家具輸出に関わる問題点 

 

第１節 バイヤーの「恐れ」：価格表示、ロジスティクス、納期の問題 

 

 

多くの展示会出展企業は、FOB JAPAN や、工場出しの値段を、しかも円で提示する。 

 

確かに、国際取引として、FOB JAPAN、円建て…という理論はわからないでもないが、バ

イヤーの身になって考えてみたらどうだろう。 

 

まず、フランスは地理的にヨーロッパの中心である。家具の大輸出国イタリアは隣。既に

長年の取引のあるイタリアにオーダーを入れれば、ほぼ自動的にトラックに乗って家具が

倉庫に到着するシステムが出来上がっている。取引は、ヨーロッパの共通通貨、ユーロで

ある。為替リスクも両替手数料も生じない。イタリア家具生産者も生き残りに必死だ。毎

年新しいモデルを発表し、有名デザイナーを起用したデザイナーズ・ブランドで売りこみ

をかけている。さらに、この不況時、無理をしてでも顧客の要望に応え、納期を短縮して

いる。 

 

フランスの家具バイヤーとしては、すでにあるイタリア家具で事足りているのだ。尐し雰

囲気を変えたければ北欧に目を向ければいい。北欧からも、一部を除きほぼ全過程地続き

で物資の輸送が可能なのだ。 

 

となると、FOB というのは非常に不吉な言葉だ。日本から家具を輸送するといったいいく

らかかるのか、見当もつかない。 

 

また、ユーロの導入からはや 10 年。フランス人バイヤーは、『外国為替』の煩わしさから

解放された。もはや、イタリア・リラをフランス・フランに換算する必要はない。そのよ

うな習慣も失って久しい。 

 

また、フランス人の多くは、一生のうち一度も円を手にしないし、見ることもない。円は

遠い国の見知らぬ通貨なのである。日本人がドルやユーロに持つような親近感もなければ、

一ユーロが何円なのか、聞いてもすぐには計算できないし、そもそもピンとこないのであ

る。 

 

いくらいい家具が展示されていても FOB JAPAN、円建てでは、そもそも交渉すら始まら

ないのがお分かりいただけるであろう。フランスのバイヤーの立場からすれば、そもそも
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ヨーロッパの家具でことたりている中、値段も輸送費もよくわからない商品に時間を割い

ている時間はないのである。 

 

『国際取引で、FOB 取引だから、輸送は買い手が責任を持ってやるのが筋。支払は円建て。』 

この論理では、商売は成立しない。 

 

取引先運送会社のフランスの倉庫出し価格を計算し、ユーロ建てで価格を表示するなどし

て初めて相手を交渉の席に着かせることができるのである。 

SILVERA の Castiglione 氏は、バイヤーは、日本家具の輸入に「恐れ」を抱いていると説

明した。輸送費がいくらになるか全く想像もつかないことに対する恐れが第一の「恐れ」

である。 

 

さらに、第二の「恐れ」は、納期である。日本に発注して、生産してもらって、それを船

で運んだら納期はいつになるのか、見当もつかない。SILVERA のインタビューの中でも言

及があったが、顧客が発注してから、顧客の手元に家具が届くまでの期間は最長で 8 週間。

納期がそれ以上の生産者とは取引することは考えないとのことである。 

 

以前、ギャラリー・ラファイエットの家具担当者に話を聞いたことがあるが、やはり、ロ

ジスティクスの問題から、日本の家具生産者と直接取引することはあり得ないと回答を得

た。 

 

通貨表示、輸送費の問題はともかく、納期の問題は、日本の生産者にとっては非常に難し

い問題である。 

 

 

第２節 現地サービスの問題 

 

日本の家具は技術が高いこともあり、高級品として販売される。当然価格も高い。高級品

であれば高級品であるほど、アフターサービスが要求される。修理の必要が出てきた場合、

誰が行うのか、現地の会社にその技術があるのか、今後乗り越えねばならない問題である。 

 

 

第３節 販売ツールの不足 

 

SILVERA の Castiglione 氏は、インタビューの最後に、「販売ツール」を充実させなさい。

とのアドバイスをくれた。確かに筆者の経験では、フランスに売り込もうというのに、販
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売ツールが低品質のカラープリントだったり、前述のように円建て FOB 価格で表示されて

いたり、そもそも言語が日本語で、日本市場での希望小売価格が書いてあるなど、バイヤ

ーにとっては理解不可能なものが多い。 

 

フランスのバイヤーの心をつかむには、やはり本格的なパンフレットが必要である。 

 

 

 

第８章 結論   

 

 

隣国家具輸出国イタリアの存在、アジア諸国からの低価格商品の流入など、フランス家具

市場もまた飽和状態であり、自国の家具生産者の生き残りすら危惧される現状である。 

 

その中で、ロジスティクス、納期、価格面でハンディを負う日本家具の参入の可能性は限

られている。 

 

フランスに既存の商品と同じグラウンドで勝負しては、敗北は目に見えている。 

 

 

筆者はその中で、二つの可能性に着目している。 

 

一つ目は、完成品家具にこだわらない「素材」の輸出。日本にしかない素材、あるいは日

本にしかない技術の輸出である。すなわち伝統的素材、あるいは革新的テクノロジーを駆

使した素材である。ただし、伝統的素材であっても、ある程度産業として大量生産が可能

なものでなければならない。15また、フランス人はイノベーション（innovation）という言

葉に敏感である。 

 

二つ目は、デザイナーとのタイアップである。日本人デザイナーであれ、ヨーロッパのデ

ザイナーであれ、フランスの生活習慣を理解したデザイナーとのコラボが一つの可能性と

して挙げられる。ただし、デザイナーの選抜は注意深く行うべきであるし、デザイナーズ・

                                                   
15近年「職人芸」「伝統産品」と言った言葉は家具のビジネス面においてはむしろマイナス

に働く。日本の生産者の、伝統的な職人芸を売り込みたいという気持ちが空回りする場面

も多い。バイヤーは、職人芸、伝統産品という言葉に、郷土市のような印象をうけ、「大口

発注に答えられないのではないか。」「納期が遅いのではないか。」という不安を抱くのであ

る。「職人芸」「伝統産品」が、大衆（主として 50 代以上の層）に受けがよく、展示会など

に出ると評価されるので、生産者がその事実に気付きにくいという問題がある。 
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ブランドを作ったからと言って、それがすぐ輸出につながる可能性は極めて低いことは理

解しておく必要がある。いいデザイナーと組むことによって、評価を得ても、ロジスティ

クス、納期など、解決すべき問題があるのである。 

 

いずれにせよ、「純粋な和家具」を即流通させる市場がフランスには存在しない以上、日本

的美を取り入れ、伝統技術や素材を生かしたデザイン性の高いモダン家具を生み出し、先

にも述べた用に、一般フランス人向け高級家具市場の流通網に商品を乗せる努力をするべ

きと考える。 

 

第一の可能性にせよ、第二の可能性にせよ、1~2 年で実現するものではない。長期的視野に

立った、粘り強い展示会参加、商品開発がフランス市場進出への鍵である。 

 

 

 

第９章 家具ショップリストについて 

 

本リストは、フランスおよび、ベルギーやスペインの代表的企業も網羅したものである。 

 

ショップリストは家具の取り扱い企業だが、家具以外に雑貨を扱っているところもある。

インターネットアドレスをできる限り付記しているので、確認願いたい。 

 

今回、日本の製品を取り扱う可能性のあるショップを「モダン家具」、「デザイナー」、「ア

ジア専門店」、「ネットショップ」に分けて紹介する（重複あり）。 

 

ネットショップを独立して紹介する背景には、ネット通販の拡大がある。仏のネット通販

は 07年で前年比 34％増の 160億ユーロに達し、利用者数も 2100 万人となっている。今や、

ネットは仏国民の重要なショッピングのための手段となっている。 

 

 

また、デザイナー・建築家のリストも作成した。コントラクト市場参入のために必要なコ

ンタクト先であるので参考とされたい。 

 

 

 

  


