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⽊⼯家具、第 1 四半期は好調も、秋以降は不安要素あり
家具⾒本市は、新しい市場に⽬を向け、
サステナビリティにおけるリーダーシップを強調する機会となる

FLA 会⻑フェルトリン：「インフレで需要減速の可能性
⽊材不⾜は喫緊の課題、Mise(経済開発省) ・Mipaaf (農林⽔産省)と連携し解決へ」。

第 60 回ミラノサローネを前に、⽊⼯家具サプライチェーンは、総売上⾼が 490 億ユーロを超
え、そのうち 18%が輸出向け、従業員 29 万⼈以上、企業 7 万社以上（それぞれ国内全体の
7.7%、15%を占める）、貿易⿊字 82 億ユーロ、⽣産⾼が 2019 年より 14%増と、意外にも予
想を上回る 2021 年に期待をしているようです。
この 2 年間の困難にもかかわらず、投資を続け、⾃信を持って将来を⾒据える⼩規模な企業で
構成されるこのセクターの健全性を⽰す数字が、ようやく元の状態に戻りつつあることが膨⼤
な来場登録数にも現れており、デザイン界の起業家がいかにビジネスツールの基本であるかを
⽰しています。

イタリア家具⼯業連盟（以下、FLA ）クラウディオ・フェルトリン会⻑：
「新しい市場においてもその価値を再確認し確信できる機会であり重要な祭典となるでしょ
う。しかし、ウクライナ紛争による不確実性の中で始まった今年の下半期は、秋⼝にはその
影響が顕在化することが懸念されており、企業家やサプライチェーン全体の視線がすでに下
半期に向けられていることは否定できません。実際、当連盟のリサーチセンターが会員企業
を対象に実施した最新のモニターの結果によれば、2022 年 1-3 ⽉期は、国内市場（27.2％増）
と輸出（21％増）の両⽅に影響を与える良好な売上実績（24.5％増）で幕を閉じました。

マクロシステム家具部⾨も国内市場、輸出ともに 20％増となり、全システムでプラスに転じ、
家具はより顕著でした。2021 年と⽐較すると、最初の指標では、パンデミックの年に他より
も⼤きな被害を受けたコントラクト部⾨において、緩やかな回復が⾒られるとさえ⾔えます。
しかし、変動要因が多すぎ、今のような旺盛な需要が続くと想像するのは⾮現実的なリスク
です。 また、これらの結果が現実のものなのか、あるいはエネルギーや原材料コストの影響
を抑えるために適⽤された価格調整の結果なのか、どの程度なのかを評価するのはまだ時期
尚早であるという事実もあります。
国境を越えてみると、現在のところ、紛争による輸出への影響はわずかであり、第 3 位の⽶
国 28.3%増、英国 30%増、スイス 29.8%増と、主要輸出先市場は持続的に成⻑しているほど
ではあります。
ヨーロッパも好調で、上位２位の市場であるフランスとドイツはそれぞれ 9%増、18.6%増で
した。しかし、私たちが考慮しなければならない減速の兆しが少しずつ⾒え始めています。
国内市場では、既存の受注が⼀巡すると、各社とも⾜元は鈍化すると⾒ています。侮るなか
れ、です。 エネルギーなどのインフレが家計の購買⼒や消費性向に与える影響は、今後数カ
⽉で鈍化すると考えるのが妥当であり、過⼩評価されるべきではありません」
この傾向は、Istat が発表した他の経済指標にも反映されており、それによると、1 ⽉に EU 圏
外への輸出が活発化した後、2 ⽉と 3 ⽉にはすでに減速の兆候が⾒られ、30%増から 20%増へ
と減少しています。この現象は、当社の輸出の 2.7%を占めるロシア市場（3 ⽉ 7.3%減）と、1
⽉の 26.3%増、2 ⽉の 17.1%増から 2022 年 3 ⽉には 6%増に減少した中国市場の両⽅に起因し
ています。
ロシアの輸出の 2.7%の中には、同市場が主要な販売先の⼀つとなっている企業が含まれていま
す。たとえ、2014 年以降施⾏された規制により、⻑年にわたって市場を徐々に差別化し、同国
への依存度を下げ、少なくとも部分的には損失を補うことに成功しているとしても、です。

「その意味で、」とフェルトリン会⻑は続けます、「今回のミラノサローネは、新しい市場
を開拓し、これまで外れていた場所に⾝を置くという意味で、まさに⾒逃せない機会だと思

っています。そして、アフリカ、アラブ⾸⻑国連邦、インド、パキスタン、そして新たなロ
ックダウンにより現在危ぶまれている中国を除くアジアといった市場を考えています」。
したがって、紛争の影響は、輸出の⾯では⼩さいといえますが、⽊材の輸⼊の⾯では、例えば
⽩樺の場合、ほとんどその領⼟からしか⼊⼿できないため、かなり⼤きな影響を及ぼしている
といえます。

「サプライチェーン全体を深刻な危機に陥れる危険性のあるこの問題に直⾯するために、我
が国はより⾃律的かつ⾃給的になり、森林遺産の責任ある管理と⼀次加⼯産業の価値向上に
基づく短いサプライチェーンを⽀持し、同時に環境、雇⽤、社会的観点から領⼟の保護に貢
献すべきです」とフェルトリン会⻑は説明します。 「これは、⽊材の輸⼊から国をより⾃⽴
させるという共通の⽬標に向かって、すべての関係者が⾏動するためのシステムオペレーシ
ョンとなり、私たちはすでに Mise (経済開発省) や Mipaaf (農林⽔産省)とともに、連盟とし
てこれを実⾏しています。そうしないと、今回のような深刻な危機の時に、ポジティブなも
のをどう⽣かすかを知らないということになるのです。
また、第 1 四半期のデータでは、エネルギー価格の上昇により⼀部の企業が⽣産停⽌を余儀
なくされた結果、再⽣可能エネルギーへの投資への関⼼が⾼まっていることが⽰されていま
す。つまり、エネルギー価格の上昇は、もはや製品だけでなく、プロセスも含めた持続可能
性の⽬標達成に弾みをつけているのです。 このような困難な状況にもかかわらず、関連企業
は、サステナビリティの分野でリーダーシップを維持することに注⼒しています。このこと
は、イタリア家具⼯業連盟が 11 ⽉に発表した「⼗戒」を通じて、この問題を優先的に取り組
むことを決定し、6 ⽉ 27 ⽇のミラノ総会で⾏動計画を発表したことからもうかがい知ること
ができます。」
⽊⼯家具のサプライチェーンは、すでに多くの研究が証明しているように、サステナビリティ
とリサイクルにおいてヨーロッパのリーダーであり、ミラノサローネはそれを証明する唯⼀の

ショーケースです。その成果は、先⾒の明のある投資戦略の賜物です。⽊⼯家具のサプライチ
ェーンは、すでに多くの研究が証明しているように、サステナビリティとリサイクルにおいて
ヨーロッパのリーダーであり、ミラノサローネはそれを証明するユニークなショーケースです。
その成果は、先見の明のある投資戦略の賜物です。

FLA リサーチセンターの調査によると、企業は景気後退期にもグリーン・イノベーションに投
資してきました。⽣産プロセスの改善に投資した 64％の企業のうち、2/3 が⽣産廃棄物を削減
し、44％が節⽔対策を導⼊しています。サプライチェーンの 50％の企業がすでに包装材削減、
製品のリサイクル性、エネルギー消費削減のテーマに沿っており、30％が修理可能性、再利⽤
のテーマに沿っています。 資源へのアクセスという点では、74％の企業が少なくとも部分的に
地元の原材料を調達しており、ショートサプライチェーンの視点を持っています。

【輸出地域】

2021 年の⽊製家具サプライチェーン全体の⽣産⾼は 490 億ユーロ以上（イタリアの製造業の
4.7％）、そのうち輸出向けは 180 億ユーロ、従業員は 29 万⼈以上、企業は 7 万社以上（それ
ぞれ全国の 7.7％と 15％を占める）、貿易⿊字は 82 億ユーロ、⽣産⾼は 2019 年より 14％⾦額
増となりました。家具と照明のマクロシステムの規模は 260 億ユーロで、そのうち 135 億ユー
ロが輸出、125 億ユーロが国内市場向けとなっています。
サプライチェーン全体の数値を決定するのは、政府が打ち出した建築ボーナスだけでなく、輸
出傾向（2019 年比 7.3％増）にも後押しされたイタリア市場のダイナミズム（2019 年比 18.4％
増）です。2021 年にはイタリアの全地域で成長し、地区の活力が確認されたことは言うまでも
ありません。ロンバルディア州、ヴェネト州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、エミリ
ア＝ロマーニャ州が約 200 カ国への輸出額の 75％を占めており、これらの地域の中で最も安定
した成長を記録しているのがフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州です（2020 年比 28.2％増
2019 年比 12.9％増）。

●ロンバルディア州
この分野の売上高 96 億ユーロ、貿易収支 23 億ユーロと、イタリアで第 1 位です。 木材と家具
の両分野で 8,999 社、51,533 人の従業員を抱えるロンバルディア州は、サプライチェーンの輸
出額でも第 1 位で、全体の 29％を占め、2021 年の輸出額は 43 億ユーロ、そのうち家具と照明
は 38 億ユーロとなります。
●モンツァ、ブリアンツァ
家具の生産では、モンツァ県とブリアンツァ県が 1,354 社、9,681 人の従業員を抱え、約 20 億
ユーロの売上高を記録しています。ブリアンツァ地区は、この分野に特化した企業がイタリア
で最も多く、地域の総売上高の 40％以上をカバーし、牽引する力を持っています。米国
（13％）、中国（11％）、フランス（10％）がブリアンザの家具のトップ 3 の市場です。
●ベネト
ベネト州の売上⾼は約 73 億ユーロ、うち家具は 52 億ユーロ、6,842 社、従業員数 44,951 ⼈で、
⽊製家具分野の輸出額（2021 年には 37 億ユーロ、うち家具と照明は 29 億ユーロ）では第 2
位、貿易収⽀は 22 億ユーロとなっています。 2021 年の輸出総額は 2020 年⽐で 15.8％増成⻑
し、また 2019 年⽐で 3.9％回復しました。フランスはヴェネト州の家具輸出先上位 10 の中で
主要市場として確認され、2020 年⽐で 24.8％増、2019 年⽐で 9.9％増の成⻑を遂げています。
2 位のドイツ に向けて成⻑が続きますが（2020 年⽐ 5％増）、2019 年の好調だった傾向
（13.5％増）ほどではありません。ヴェネトは 40.4％のシェアを持ち、この国の家具サプライ
ヤーの中ではトップです。⽶国は 2019 年⽐ 9.8 増で 3 位です。トレヴィーゾは、家具の輸出額
で 1 位の県で、2021 年には 18 億ユーロ、2020 年⽐ 8.9%増、2019 年⽐ 1.8%増の伸びを⽰し
ています。

●マルケ
マルケ州は家具の輸出額（2021 年 5 億 9360 万ユーロ）で 5 番目の地域で、2020 年比 13.2％増、
2019 年比 11.7％増となっています。サプライチェーンの総売上高は 36 億ユーロ（2,252 社、
19,143 人）、貿易収支は 6 億 1,900 万ユーロ。一方、家具部門（1,200 社、従業員数 13,700 人）
は、2021 年には約 28 億ユーロで、2019 年比で 17.8％の伸びを示しています。この地域の家具
の売上高のうち、79％がキッチンの生産で占められ、その金額は 22 億ユーロ、全国では 26 億
ユーロに達しています。
マルケの家具の輸出先はフランスが 14.1%増でトップ、ドイツ（29.7%増）、イギリス（37.3%
増）も大きく伸びています。最も家具を輸出している県はペーザロ・ウルビーノで、2021 年は
12.3％増（'19 年は 11.3％増）で終了したが、最も大きな伸びを記録したのはアンコーナでした
（‘20 年は 18.8%増、‘19 年は 18.1％増）。
●プーリア
プーリア州の⽊材・家具サプライチェーンの売上⾼は 15 億ユーロ以上で、そのうち家具は 13
億ユーロです。貿易収⽀は 2 億 3,400 万ユーロで、2,918 社が操業し、従業員数は 15,473 ⼈、
そのうち 10,792 ⼈が家具関係、4,681 ⼈が⽊材関係で働いています。家具総⽣産量の 4 割が海
外向けで、2019 年は 25.8％増。1 位はアメリカ（2019 年⽐ 103.6％増）、2 位はイギリス（19
年⽐ 13.9％増）、フランス（19 年⽐ 8.2％増）、中国（19 年⽐ 20.1％増）と確定しています。
バーリは、家具の輸出において最も重要な県であり、4 億 1100 万ユーロで 2020 年⽐ 46.7%増、
2019 年⽐ 26.4%増の伸びを⽰しています。

【マクロシステム家具・照明】
家具・照明のマクロシステムは、生産高が 260 億ユーロとなり、総額は 2019 年の水準に戻り、
それを上回りました。 2021 年は 2019 年比 10.7%増の変動で終了。2020 年の損失を少なくとも
部分的にでも回復させることができたのは、特に住宅部門の活力とイタリアの家庭が利用でき
るさまざまな税制優遇措置や国内市場の販売動向のおかげです。

経済財務省が公開しているデータによると、2013 年に家具ボーナスが導入されてから 2020 年
まで、2020 年だけで約 16 万 5 千人を含む 150 万人以上の納税者がこの制度を利用し、家具に
95 億 6 千万ユーロを支出しました。一方、業務用・商業用家具やオフィスなど、より非住宅に
関連するシステムはパンデミック前の水準に戻っていません。
125 億ユーロにのぼるイタリア市場の売上について、家具と照明のマクロシステムは 2019 年⽐
12.3％増を記録し、貿易収⽀は 90 億ユーロを超え、そのうち家具システム関連だけで 57 億ユ
ーロ、2019 年⽐ 7.2％増の伸びを記録しました。
輸出⾯では、2021 年は 135 億ユーロとなり、2019 年⽐で 9.3%の変化で幕を閉じました。上位
10 カ国のうち、イギリスとロシアがそれぞれ 2019 年⽐ 1.3%、4.7%減少した以外は、フラン
スが 20 億ユーロ超で 1 位を確定し、輸出全体の 16.7%を吸収して 2019 年⽐＋15.6%を記録し
た。2 位の 15 億ユーロのアメリカは 2019 年⽐ 33.7％増、3 位の 13 億ユーロのドイツは 2019
年⽐ 14.1%増を記録しています。ロシアは 2019 年⽐ 4.7％減で 9 位（3 億 8500 万ユーロ）。

【ファニッシングシステム】

2020 年には、家具の減少が最も小さくなっています。これは、パンデミック開始後も、特に住
まいが中心的な役割を担っていたためです。2021 年には、生産高が 2019 年比で 14.5％増加し、
金額でも 162 億ユーロとなり、そのほぼ半分が海外市場向けとなるなど、プラスの傾向が確認
されました。海外での販売（2019 年比 13.3％増）、特にイタリアでの販売（2019 年比 15.7％
増）ともに明るい兆しが見えています。2021 年の家具システム製品の輸出額は 79 億ユーロに
達した（生産高全体の 49％） 増加に寄与したのは、特にフランス、米国、そして少ないながら
もドイツです。
13 億 4000 万ユーロでシステム輸出全体の 17％のシェアを持つ最初の市場であるフランスは、
2020 年に平均より小さな減少を記録した後、2019 年比で 21％増を記録しました。11.6 億ユー
ロの米国は 2 番目の市場（全体の 14.7％）で、2021 年も 2019 年比 41％増と伸びています（2020
年も遅れをとっていない）。また、今後の見通しとして、米国は紛争の影響を最も受けにくい
市場であると発表しています。5 億 9100 万ユーロで第 3 位（全体の 7.5％）のドイツは、2020
年にダイナミズムで上位 10 カ国に突出した後、2021 年にはさらに金額を伸ばした（2019 年比
14.5％増）。
苦戦した 2020 年を経て、第 4 の市場である中国も 2019 年⽐プラス（11.3％増）となり、プラ
ス圏に戻りました。イギリスは 5 番⽬の市場として確定（2020 年⽐ 31.4％増、2019 年⽐ 7％
増）。上位 10 都市のうち、2021 年に 2019 年の⽔準に戻らなかったのはロシアのみです（2.9％
減）。

【キッチンコンパートメント】

2021 年、キッチン部⾨は、特に国内市場での販売減少によって引き起こされた 2020 年の低迷
から、成⻑に戻り（2020 年⽐ 25％増）、2019 年の⽔準（⾦額で 13.1％増）を回復しました。
主に国内市場での販売動向によって回復した（2020 年⽐ 30.7％増、2019 年⽐ 16.8％増）とい
えます。2021 年の売上⾼の 34％を占める輸出も、2020 年⽐で回復し（15％増）、⾦額でも
2019 年の⽔準を上回りました（6.5％増）。貿易収⽀も 2019 年は 7.2％増と伸びています。
輸出全体のほぼ 21％を占めるフランスは、2019 年の損失（16.3％増）を回復し、2020 年に記
録した激しい収縮の後、さらに 1.1％減となった⽶国を抑えて、断然トップの輸出先であること
が確認された。また、⾦額で 2019 年の⽔準を回復しているのは、スイス（12.9%増）、イギリ
ス（2.6% 増）、2018 年から好調に伸び続けているドイツ（32.3% 増）です。

FLA のキッチングループ担当のエディ・ズナイデロ⽒は、「2021 年は、特に国内市場におい
て重要な回復を遂げたことが特徴です。今⽇の時点では、物価上昇によって成⻑が鈍化して
いることが懸念されているが、起業家は未来への投資に慣れており、ミラノサローネという
紛れもないグローバルショーケースで品質、イノベーション、創造性を⽰す必要性を強く感
じた」とコメントしています。「エウロクチーナクチーナは、現代の⽣活において最も快適
な空間のトレンドを発⾒する絶好の機会となるだろう」と述べています。

【バスルーム・ファニチャーシステム】

バスルーム家具システムは、住宅⽤部品との強い関連性により、2020 年に成⻑し（22.5％増）、
⾦額ではパンデミック前の⽔準を回復し（11.5％増）上昇傾向です。これは、特にイタリア市
場での販売（2019 年⽐ 14.1％増）のおかげです。 輸出もプラスですが、成⻑率は低く（2019
年⽐ 8.5％増）、総売上⾼の半分弱を占めています。2021 年の輸出に関しては、ドイツが主要
市場（輸出全体の 17％）として確認され、2020 年⽐（13.5％増）、2019 年⽐（13％増）とプ
ラスの変動となっています。第 2 市場のフランスも 2020 年⽐ 18.9%増、2019 年⽐ 11.2%増と
好調、対してイギリス向けは 3 年連続の減少（2020 年⽐ 9.3%減、2019 年⽐ 21.3%減）となっ
ています。 最後に、7 年連続で増加し、参考市場の TOP10 ⼊りしたポーランドは、2020 年⽐
20.3%増、2019 年⽐ 78.2%増と特筆すべき点です。
FLA アッソバーニョ代表エリア・ヴィスマラは、「4 年ぶりに、私たちの部門が国際バスルーム

展のような卓越した見本市に戻ってきました。この見本市は最も待ち望まれていたもので、住
宅や浴室環境に対する消費者の関心が高まっていることを背景に、企業が長年の大流行にもか
かわらず成し遂げた数々の革新的技術を披露できる場です」と説明します。「浴室家具メーカ
ーは、長年にわたって研究と革新に投資しており、持続可能性、節水、快適性といった今日の
緊急課題に対応するための準備が整っているため、今回の展示では、ますます技術的でグリー
ン志向の製品を紹介します」
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