
欧州ラグジュアリー市場への参入

中間素材としての販路開拓

2018.12
1



ＥＵ販路開拓ガイドブックシリーズ

中小機構では、中小企業一社一社の輸出や海外拠点設立を経験
豊富な専門家が一緒に考える「海外ビジネス戦略推進支援事
業」を行なっています。今般、EU との経済連携協定の締結を契
機として、EU進出を図る企業様の支援特別枠を設けるとともに、
より幅広い方々を支援するため、「EU 販路開拓ガイドブックシ
リーズ」を作成していきます。

このガイドブックシリーズでは、進出を図る際に知っておきた
いEU マーケットの動向や参入規制、展示会などを活用した販路
開拓のポイントのほか、急速に進展を遂げるWEBを使ったマー
ケティングやEC モールの活用など、オンラインでの販路開拓の
ノウハウについても取り上げていきます。

平成30年3月から平成31年3月までの特別プロジェクトです。
ご期待ください。

「海外ビジネスナビ」にて順次公開予定
http://biznavi.smrj.go.jp/

中小機構とは

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構）は経済
産業省が所管している中小企業政策の中核的な実施機関です。
起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、企業の各成長ス
テージで生じる様々な経営課題に対応した支援メニューを提供
しています。
全国１０か所の地域本部等及び９か所の中小企業大学校を支援
の最前線として、皆様の経営をサポートしています。このほか、
国内外の他の政府系機関や地域支援機関とも連携し、幅広く支
援メニューを提供しています。

欧州ラグジュアリー市場への参入
中間素材としての販路開拓

このガイドブックはSPACE M PROJECTS,LTD.,JAPAN
に委託して作成しました。

松浦 隆展/Takanobu Matsuura
Creative& Managing Director

1986年、米国のNew York州にて現地法人を設立。日米企業の
Buying & Licensing Agent、ショールームを設け北米、ＥＵ市場
にて日本製品を販売、店舗・商品開発などを手掛ける。
東京ミッドタウン開業時に、直営店舗(STYLE MEETS PEOPLE)
をオープンし、2009年に帰国。
海外向け商品開発、コンサルティング業務を行う。

海外ビジネス戦略推進支援事業
「海外展開に確かな手ごたえを！」

中小機構が国内外の専門家ネットワークで
支援します。
経験豊富な専門家と一緒に考えることで、
「御社だけの海外展開の姿」が見えてきます！

受付期間：（平成30年度の募集は締め切りました）

公募
情報
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欧州ラグジュアリー市場への参入
ー中間素材としての販路開拓ー

プロジェクトの概要

①消費財としてではなく素材としての販路開拓を目指すプロジェクトです。

②パリの展示会メゾン・エ・オブジェを舞台に、2017年9月展に第一回出展を、
2018年9月展に中小機構と組んで第二回出展を実施しました。

③展示ブースは“IMAGINATIVE MATERIALS”とし、想像力を刺激する日本の
建築材料・素材を提案する試みです。

本レポートでは、このプロジェクトを通じて見えてきたラグジュアリー
市場の可能性について、13社の取り組みと、さらに2社の事例を取り
上げて紹介します。
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欧州ラグジュアリー市場への参入
ー中間素材としての販路開拓ー

EU市場が求める素材とは？

日本の文化・風土から生まれ育まれてきた伝統技術による工芸品や消費財を海外で販売する試みは、様々な施策

を通じておこなわれてきています。しかし、継続的な販売に結びついているという事例は非常に少ないのが現状です。
売る側も施策を実行する側もすでにハードルが高いということは周知になっているのではないかと思います。しかし、
“どう販路を開拓していくのか？”という問いに答える施策が示されていません。
この「素材」という販路開拓アプローチは、一つの解決の糸口として捉えることが出来る事例として紹介します。

＜背景＞

ライフスタイル関連の国際見本市として評価の高いメゾン・エ・オブジェ(パリ）では、資材・素材としてのカテゴリー、
「Projets（プロジェ）」が2015年９月から始まっています。毎年スペースは広がっており、昨年はHALL８全館で、今年は
全体の構成が変わりHALL６と７に分かれて展開されました。来場者のターゲットは建築家、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ、
など商業施設、高級ホテル、クルーザーなどを手掛ける建築、内装関係の人々です。
上質な素材、資材を求めるニーズが年々増えており、展示会主催者であるSAFIが最も注視している分野です。

＜EU市場＞

昨年、メゾン・エ・オブジェの統括責任者であるブジャール氏に「Projets」の話を聞く機会がありました。

“ハイレベルな市場はプロジェクトに合致する上質な素材を常に求めており、「プレミアムソリューション」として成立す
る感性と質を持つ素材は日本に多くあるのではないだろうか？”いう意見を頂きました。そこで、“消費財として形ある
モノとしてではなく、中間素材としての販路が必ずあるはずだ”という思いを強くしました。

＜潜在的販路＞
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欧州ラグジュアリー市場への参入
ー見えてきたラグジュアリー市場ー

素材としての展示アプローチとは？

プロジェクトの開始から展示会まで約３ヶ月という限られた期間での商品ブラッシュアップに取り組むことになりました。
各出展者の工房に出向き、商材ライン・特徴・生産能力などの整理から始め、欧州市場に向けた商材へと顔を変えて
いくことにしました。

では何をどう変えるのかという定義はありません。商材自体が有している素材の“力”、つまり“素”を知ることだと思い
ます。その上で、いかに素材として欧州市場に向けアピールできる魅力を持たせるかです。デザイン（フォルム）が素
材の力を変えるのではなく、素材が持つポテンシャルを引き出すことです。

＜展示商材のブラッシュアップ＞

ブース全体のスペースは135平米、１３社の商材で構成しました。勿論、出展者の素材は様々なので展示方法も工夫

を求められます。全ﾌﾞｰｽの割り振りだけをして、コマ（什器、壁、照明）として空間デザインをする訳にはいきません。
各社の素材の特徴を生かし、バランスを取りながら空間構成とビジュアル・マーチャンダイジングをおこなう必要があ
ります。IMAGINATIVE MATERIALSと名付けたからには、素材を見て実際に採用したいと思わせる感性に訴えることが

ポイントになります。世界各国のﾌﾟﾚﾐｱﾑ市場で活躍するバイヤーから注目されなければなりません。今回の空間構成
のテーマは、ダイナミックさ・素材の対比の２つを軸に日本人の繊細さを表現することにしました。

＜IMAGINATIVE MATERIALSとしてのブランディング＞

消費財の形
を解放

素材と
して検証

中間素材と
してプレゼン
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＜商材ブラッシュアップの事例ー丹後ちりめん６社＞

現状の商品 布からインテリア材へのアプローチ 空間素材としてのイマジネーション

６社のイメージ統一
全体の商品構成

素材の特徴
の抽出

素材の魅力
を表現

丹後のブランディング

EUラグジュアリー市場への参入
ー見えてきたラグジュアリー市場ー
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＜展示会を通じ見えてきたEUラグジュアリー市場＞

ラグジュアリー市場とは？
近年、“ラグジュアリー市場”という言葉を良く見聞きしますが、ハイエンドやプレミアムの定義とどう違うのでしょうか？
実際にラグジュアリーと呼ばれる市場は存在するのでしょうか？ そしてどのような人々やブランドをそう呼ぶのでしょう？
ラグジュアリーという言葉からweb、書籍、講演、行政関連の資料、またマーケティング用語としての説明などを調べてみ

ました。しかし明確な定義はないようです。行政やシンクタンクなどもラグジュアリーという市場を成立させている人々の動
向を数字としてデータ分析するまでには至っていないのが現状です。最も、分析するに足るデータが不足しているというこ
とです。
では何故、ここで“ラグジュアリー市場が見えてきた”といえるのかです。まだ２年にしかなりませんが、
IMAGINATIVE MATERIALSの展示会を通じて知り得たことを述べてみたいと思います。

上記のような質問を多く受けましたので、交換した名刺にある会社を幾つか調べてみま
した。建築、内装を手掛けている彼らの多くは、世界各都市でプロジェクトを同時に進
行していたり、プライベートジェットやメガヨットのみの内装デザインをしている専門のデ
ザイン会社だったりします。つまり、プレミアム市場でもウルトラハイエンドの客層のみ
をターゲットにしたビジネスが成立しているということが、分かってきました。

プレミアムやハイエンドと呼ばれる市場の中でも、トップを形成している層、“ラグジュア
リー市場”があるということが垣間見えてきました。

＊プライベートジェットの内装を手掛けているので、素材サンプルが欲しい
＊メガヨットの内装デザインをしているが、初めて見る素材なので提案したい
＊富裕層に絞ったレジデンスの施工をしているので素材を詳しく知りたい
＊ ・・・・店舗(有名ファッションブランド）の内装材として候補に上げたい

見えてきた
ラグジュアリー市場

ローエンド

ミドル

欧州ラグジュアリー市場への参入
ー見えてきたラグジュアリー市場ー



出展ホール

ブースの広さ

出展者数

素材

総合カタログ配布数

名刺交換数

商談件数

契約見込件数

成約見込金額
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HALL ６

１３５平米

１３社

ファブリック、ガラス、金属、瓦

約 ３，０００部

約 １，２００枚

６２５件

１１６件

４億２，７００万円

欧州ラグジュアリー市場への参入
ー９月展示会レポートー ①総括
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アベル（株）
独自開発した電解発色技術
によりステンレスに極薄膜を
作ることに成功。アベルブラ
ックと呼ぶ黒発色は他社には
真似できない深い黒を表現

（株）ナガエブリュス

アルミと錫に特殊な加工を施し、
金属素材そのものの表面を
結晶化させて独自の意匠を
施した素材を展示

欧州ラグジュアリー市場への参入
ー９月展示会レポートー ②展示ブース（金属）
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丹後ちりめん（6社）
正絹100%や凹凸のシボ

のある生地を想像しますが、
展示では幅広の生地を製
作したり、ジャガード織やぼ
かしの技術を生かしインテ
リア素材としてｱﾌﾟﾛｰﾁ

“KYOGO”
ブランドで出展の
（株)加地織物は150年の歴

史を誇る京都西陣織のメー
カー。金糸、銀糸の織りを
巧みに織り交ぜ奥行のある
多様な表情を表現する織を
カーテン、オットマンとして
展示

欧州ラグジュアリー市場への参入
ー９月展示会レポートー ③展示ブース（ファブリック）
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e stonetech
ガラスの研削加工技術
を生かした新紋様を紹介

Koyo Seiga
いぶし瓦をモザイクタイル
にして内装・外壁材の需要
を獲得

JIKU ART CREATION
ガラス造形の特色は、ロク
レール技法を用いています。
商業・医療施設などへの
導入を期待しています。

UNION
ドアハンドルでは絶大な
シェアーと技術を誇る。

今回はリゾートをテーマ
にホテル向けが好評。

欧州ラグジュアリー市場への参入
ー９月展示会レポートー ④展示ブース（ガラス、瓦）
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EU市場に２０１７年の秋から販路開拓を進める e stonetech社は、２回

の展示会ですでに大きな成果を上げつつある。

消費財としての形あるものとしてではなく、高度な加工技術を素材で

見せることによりプレスクリプター、建築家、インテリアデザイナーなど

に強いインパクトを与え、市場に参入することに成功している。

取組のスタートからその過程を見てきた立場から、オーナーの斎藤

さんに話を聞いてみた。

“ガラスの研削加工技術と挑戦する魂”

が切り開くEUラグジュアリーマーケット

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック
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素材重量は5,000kg程、長さは6mまでのブロック加工を得意

としています。弊社の強みは、大型の重量物を扱うことが出

来ることだと思います。

この特徴を生かすことが海外販路の開拓につながると確信

しています。

ー石材加工で蓄積した技術を

大型のガラス研削に生かすー

いつも笑顔の斎藤さん

ー質の高い原材料からの製作と熟練工

の技による高付加価値なもので勝負ー

国内の見本市や展示会に出展し反応を見てきましたが、価

格帯が全く合わず整合性がないことを痛感しました。大型の

装飾品を作るメーカーも市場も日本にはほとんどありません

し、また海外も同様です。ただ弊社の技術を生かせる分野と

して、内装・建築資材の販路があるのではないかと考えまし

た。一件当たりの価格も上がるのではないかと思います。

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック

約.15tの石英
ガラスブロック
左側面は耐火

レンガの残り
が付着した状
態
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日本国内での販売が難しいという状況に直面していた時、“消費財としてではな

く、素材という捉えかたでEU市場の展示会に出展しないか”という話を頂きまし

た。この時期、試行錯誤していましたが、自分が考えていた方向と合致したので、

すぐに出展することを決めました。

しかし、海外で何をどう見せればいいのかも分かりませんでした。ただ挑戦した

いという気持ちだけで動き始めました。

ーメゾン・エ・オブジェに素材として出展する経緯はー

２０１７年９月のメゾン・エ・オブジェが初出展となりましたが、この年の４月から準備が

始まり展示会まで４ヶ月程しかありませんでした。

プロジェクトのクリエイティブディレクターの方が、工場を訪問された際、すでに製作し

ていた家具は全てダメ出しをされ、さてどうするかと途方にくれました。

その時、片隅に積み上げられ破棄するガラスの山に目を向けられ、手に取られた破片

から大きく動き出しました。

ーガラスの破片から見出された活路ー

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック
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“捨てられていたガラス破片の紋様が素晴らしい”

と着目され、展示会用に数点の家具製作が始まりました。

不規則な形をしたこぶし大の光学ガラスの塊を加熱し、焼成をし

てできた紋様は何とも美しく、テーブルの天板として展示しました。

ー加熱焼成により創り出される自然な紋様ー

多くの注目を集め、デザイナー、建築家、デベロッパーの

方々から評価を得ることが出来ました。

今後のＥＵ販路の展開において、自社の技術と素材を生み

出して行く自信にもなりました。

また日本にない、ラグジュアリー市場というものがあるのだと

いうことも実際に分かりました。

ー最も注目を集めたガラス

天板の紋様ー

欧州市場向け

商品のブラッシュアップ

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック



MAISON & OBJET ９月展示会ブース
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熱心なバイヤーが多い

フランス人デザイナーによる

試作品

商談が弾む

ガラスの模様が見えるよう壁はブラック

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック
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EU向けに開発した

インテリア小物

新しく開発したガラスの模様

デザインの打ち合わせ

最終日、、、、。

MAISON & OBJET ９月展示会ブース

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック
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あるガラス装飾品の有名ブランドでチーフデザイナーを

していた方から新規プロジェクトのオファーがあり、食事

をしながらの打ち合わせ。現在、２件のプロトタイプ製作

に全力を注いでいます。かなり難度が高くハードルが幾

つもありますが、挑戦中です。

ーパリでプロジェクトがスタートー

ーロッテルダムで商品開発ー

展示会終了後、オランダに移動。デザイナーの工房前で

撮影。新商品のデザインの打ち合わせで訪問。

欧州市場向けのインテリア装飾で使われる商品を開発

中で、来年春には自社製品が市場に出る予定です。

MAISON & OBJET ／展示会後の商談

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック
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ー素材としての販路に新たな活路を見出すー
今後の取組と課題

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その① 株式会社イーストンテック

ー現在進行している海外とのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをお聞かせ下さい。

斎藤さん、

オランダの建築・デザイン事務所とドアノブの製作依頼があり、プロトタイプを

送った所です。非常に高価になりプレミアム市場向けとなります。 パリに本社

があるBuddha Barチェーン店向けの改修工事に関わる内装材として検討して

もらっています。またシンガポールのレストラン向けの照明器具の部材として

設計提案をしています。その他、幾つかプロジェクトが進行しています。

ー海外との取組は自社で対応されているのでしょうか？

斎藤さん、

社内での海外とのやり取りや交渉は難しいのです。

パリにエージェントを見つけることが出来てお願いしています。

ー素材としての展示会は２回目となりますが、日本との違いは？

斎藤さん、

生活様式の違い、居住空間の大きさからも日本の案件とは比べようもありま

せん。弊社が得意とする大型加工の技術が生かされます。積極的に海外と

の取組を進めていきたいです。 特にEUのラグジュアリー市場には大きな期

待をしています。
神宮外苑スケートセンター
外壁カーテンウォールに採用

企業概要

所在地

代表者

業種

創業

URL

栃木県塩谷郡塩谷町東房143-1

斎藤俊雄

石英ガラス装飾品

光学ガラス装飾品製造販売

ガラス装飾品加工全般

平成２３年

http：//e-stonetech.co.jp
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大正１２年創業の日本伝統いぶし瓦窯元である光洋製瓦は、

長年に渡り文化財を含む日本の屋根瓦を作り続けています。

脈々と培われてきた焼成技術は、大量生産が難しく、受け継いできた

職人技が瓦のいぶし銀の光沢（サエ）に見てとれます。良質な粘土を

用いた“いぶし瓦”は、耐久性に優れ強度があることで、経年劣化が

起こりづらい特徴があります。

姫路城の「平成の大修理」では、大天守の瓦を始めシャチ瓦、

鬼瓦など数々の光洋の瓦が使われ、瓦職人が数年に及び修理を手

掛け完成を見ました。

伝統工法を用い職人の技術を培ってきた光洋製瓦が欧米市場に販路

を求め、果敢に攻める企業姿勢に興味を持ち、代表である笹田さんに

話を聞いてみました。

ーいぶし瓦が放つ銀のサエと伝統素材が切り開くー

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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日本の屋根瓦を支えてきた歴史と技術に誇りを持っ

ています。より多くの人々に瓦が持つ美しさを伝えて

いきたいです。

また私達が少しでも瓦業界に貢献することでこの業

界が活性化することを目指しています。

ある日の現場風景

工場の煙突

「KOYO IBUSHI」はゆっくり温度を上げ

1165度で焼成後、いぶしをかけ、ゆっく

りと自然冷却させる四日窯。

圧巻の屋根瓦

工場に隣接するご自宅

海外からのお客様を宿としておもてなし

をすることで、日本をより知ってもらいた

いという願いがあります。

ーいぶし瓦を造り続ける支えとはー

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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ー職人の技術を未来につなぐー

工場から見える原風景

“脈々と築き、つないできた焼成技術を

守るには、継続と挑戦が必要”と語る

笹田社長。

筋金入りのいぶし瓦の伝道師

成形された瓦

性質の違う数種類の粘土をブレンドし、

ゆっくり時間をかけて焼成、燻化します。

それにより美しい、いぶし銀の炭素膜を

形成することが出来ます。

随所に手仕事が光る

焼成前に表面をヘラやコテで丹念に

磨いて滑らかにします。均一で高品質

ないぶし瓦を生み出します。

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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ー素材が持つ可能性を生かすー

内装・外壁材への挑戦

モザイク状などにすることで汎用性のある用途としての活路を見出す

土と炭素の自然素材で作られている瓦を

瓦という用途ではなく着眼点を変える試み。

いぶし銀の輝き手仕事で素地を貼っていきます

内装、外壁としての用途を追求

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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素材の美しさにバイヤーの驚きの声が多数

今年、２回目となるメゾン・エ・オブ
ジェ出展。
展示ブース全体のコーナー前部
に位置するポジションを任される。
５日間を通して一番の集客力を
発揮した。

ー展示会、一番の集客力ー

通路側にモザイク状
にした素材をはめ込
み訴求効果を高めた。

MAISON & OBJET ９月展示会ブース

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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ー素材をテーマとしたIMAGINATIVE 
MATERIALSの感想をお聞かせ下さい。
笹田社長、
今年で２回目となりましたが、確実な手ごた
えを感じています。実際に幾つかの商談も
まとまり、取引が始まっています。

ー消費財ではない販路はどのようなクラ
イアントでしょうか？
笹田社長、
商談は高級スパ、ホテルの内装材などの
オファーがあります。また、世界的なブラ
ンドの店舗用壁材などです。

ー潜在的なクライアント層は？
笹田社長、
ハイエンド、しかもラグジュアリー市場
と思います。

ー欧州のバイヤーを

魅了する素材の力ー

５日間の展示会で多くの商談が持
ち込まれる。

訪れるのは建築家、プレスクリプ
ター、デベロッパーなど、世界中で
プロジェクトを手掛けている人が多
い。

日本人が当たり前に見ている“瓦”
が、素材を生かし、形を変えること
で欧州の人々に注目して頂けたこ
とは、大きな成果であり手ごたえを
感じました。

MAISON & OBJET ９月展示会ブース

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社

４代目笹田社長（左）
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ー積極的なアプローチの継続ー

ー現在進行している商談の事例をお聞かせ下さい。
笹田社長、
米国のメーカーですが、ファイヤープレイス（暖炉）を製造販売し
ている会社と商談が進んでいます。具体的には、ファイヤーピッ
トに使えるかどうかの耐火テストを現地で行っています。

またスイスに拠点を置く世界的な時計メーカーから話があり、プ
ロトタイプの製作に取り組んでいます。これは文字盤に使用出
来るような特注品で、厚さ0.4mmを求められています。現在、
0.6mmまでは出来るのですが、さらなる試験が必要で、厚さもで
すが安定性の基準もクリアーしなければなりません。
昨年から始まったBREITLING店舗の内装材への採用は、世界各
国へと広がっています。

ーいぶし瓦とは全く違う形状で販路も異なり、技術的な壁
や製造など社内体制はいかがですか？
笹田社長、
どのハードルも高いですが、チャンスと捉え挑戦です。

トロントの設計事務所を訪問

New Yorkにて打ち合わせ

パリ市内にあるタイル専門店に営業

BREITLING店舗の内装材に採用

MAISON & OBJET / 展示会後の商談

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社
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ー日本と欧州市場で商材に求められる違いはありますか？
笹田社長、

日本はいぶし素材が珍しくないこともあり、形を求められますが、
欧州においては素材自体が魅力的に映るので、プロトタイプを
提案し現地で展開していくことが出来ます。

ープレミアム、ラグジュアリー市場に通じるビジネスに直接触れて、
どのような感想をお持ちですか？
笹田社長、

ひとつの物件で終わるのではなく、世界中に広がっていくという期
待感があります。

ー今後もこの市場への販路にチャレンジし、継続していきます
か？
笹田社長、
継続することで認知され、チャンスが増えると考えています。

ー今後の課題は？
笹田社長、

製造体制の整備を急ぐと共に、現地でフォローする人材が必要と
感じています。

企業概要

所在地

代表者

業種

資本金

創業

URL

兵庫県姫路市船津町5241-5

笹田奈都子

文化財、神社、仏閣、城郭などの

瓦及び一般住宅の向けの瓦製造、

1,000万円

大正１２年

http//koyoseiga.co.jp

ー素材としての販路に新たな活路を見出す今後の取組と課題ー

欧州ラグジュアリー市場への参入
展示会出展者へのヒアリングー その② 光洋製瓦株式会社


