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第 1章 はじめに 
 
背景 

現在は昔に比べてより競争が激しい社会です。同じ業界、業種でも自社の売り方は全く

違い各社それぞれの戦略があります。また、近年はどの国でも自国に囚われずに積極的に

世界にでる企業がでているように感じます。このような現代で他社と似たような事をして

いては駄目で、奇抜で誰もが考えもしなかったような企業独自の戦略をたてなくては生き

残っていけない、または成功しないのではないのだろうか。 
 
研究の狙い 

背景で独自の戦略で成功した企業の例として IKEA がある。IKEA は当初は普通の家具
店だったが同業界の価格競争に敗れ経営難に陥った。しかし独自のビジネスモデルを編み

出すことに成功する。今では世界３６カ国２７８店舗ある。どのような方法で小さな雑貨

屋から世界の IKEAまで成長したのか。 
 
第２章 日本の家具業界の現状・仕組み 
 
２章では他業界と比べ家具業界の景気はどうなのか？家具業界の中でのトップはどこな

のか？トップはどのような流通の仕組みなのかを調べていきます。 
 
(1)他業界と家具業界の比較 
 

2008 年の家具業界の増収率は 9.1％で全業種の 3 位だった。ただ、首位だった前回調査
(11.2%増)に比べると勢いは鈍っている。理由は、2007年 6月に改正建築基準法の影響で住
宅着工が減り、そのあおりで家具需要が落ち込んできたためである。 
 売上高で首位のニトリは低価格戦略や 20店もの新規出店で 14.9%増収と業界平均を上回
っている。半面、大塚家具は利益率が高い高級家具の不振で 10.7%の経常減益だった。  
 
(2)各会社の現状･仕組み 
 
日本の家具業界の売上高トップはニトリで 2位の大塚家具の 3倍もある。 

ＩＫＥＡとニトリはＳＰＡである。 
ＳＰＡとは speciality store retailer of private label apparelの略であり製造小売業のこ
とである。ＳＰＡはＧＡＰが 1986年に考えたとされ、アパレル関係に多いく仕組みは販売
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から製造まで単一の業者が全て行うことである。 
アパレルの SPAチェーンのほとんどが、商社などの OEMに委託しているのが現状の中
ニトリは 200 社の海外サプライヤーに対して自前の事務所、駐屯地を置き独自で管理して
いる。またトレードオフにより安さを徹底する努力をしているが、品質が追い付いていな

いのが、自社も認める現状である。そこで異業種である自動車会社ホンダで海外生産を任

されていた役員を迎え入れ、生産の仕組みを急ピッチで整えているのがニトリの現状であ

る。 
 

 図 2-１ 

 
第３章 各社の概要 
 
第 3章では IKEAを中心に日本で知名度の高いニトリ、大塚家具の概要を調べます。 
 
① IKEA 
 
出身国：スウェーデン 
創設者：ｲﾝｸﾞｳﾞｧﾙ・ｶﾞﾝﾌﾟﾗｰﾄﾞ 

 1926 年 3 月 26 日スウェーデン南部のスモーランド地方に生まれる。アグナリッ
ドとい村の近くのエルムタリッドという農場で育った。IKEAという社名の由来は
自分のイニシャルとアグナリッドとエルムタリッドの頭文字をとっている。幼少

期よりビジネスの才能を開花させ、自転車でマッチを売る事に成功させる。スト

ックホルムで大量に安く仕入れることを発見して売っていたのである。マッチか

ら魚、クリスマスツリーの装飾品、種、鉛筆、ボール用のペンへと事業を拡大さ

せ IKEAとつながる。 
 2008年世界長者番付では世界 7位にランキングされるほどの富豪である。 
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設立年：1943年 
2007年売上高：198億ユーロ 
従業員数：118000人 
店舗数：世界 272店舗（36カ国）（日本 4店舗） 
顧客層：子供がいる家族向きが多いが基本的には大衆向けである。 
特徴 

 安くデザイン性がある。 
 トータルコーディネイトをするには便利である。 
 店内に子供の遊び場・食事場がある。 
 SPA（製造小売業）である。 
 接客無しが基本である。 
 自国よりもドイツを 1 番のマーケットとしていて、店舗は自国の２倍半ある。最近の
ドイツは家具にはお金をかけないのが現状だがイケアは伸び続けている。イケアはド

イツでの店舗数は 37店舗で総売上は２８億ユーロに達していて、アクセル、シュプリ
ンガー出版、RTLグループ、マクドナルドの売上を上回る勢いである。 

 ドイツ国内では最大の雇用主として常に上位にランクインされている。表を見ると売

上の５分の１はドイツである事が分かりる。そして、仕入高は売上高の上位に入って

いない中国とポーランドで全体の 3 分の１を占めている。中国と、ポーランドは低賃
金で従業員を雇え、低コストで生産できる事がわかる。 

売上高トップ 5   仕入高トップ 5 

ドイツ 19%   中国 18%

アメリカ 11%   ポーランド 12%

イギリス 11%   スウェーデン 9%

フランス 9%   イタリア 7%

スウェーデン 8%  ドイツ 6%

            図 2-2  
 地域別売上高では自国の北米が 16％と少なく、ヨーロッパが 81％を占めている。 
 アジア進出を本格的に始めてきているイケアだが、まだアジアは 3％と少ない。 
 地域別仕入高は、地域別売上高と比較するとヨーロッパがトップである事に変わり

はないが、アジアと北米が逆転する。店舗数・売上高を考慮すると、仕入高がアジ

アは 30％になるのは凄い事だろう。それだけ、低賃金･低コストなのである。 
 物流拠点として最初に工場は千葉県八千代市にあったが、2006年からは名古屋に移
転した。これは名古屋が関東と関西の真ん中といった理由である。 
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図 2-3 
② ニトリ 
 
出身国：日本（北海道） 
創設者：似鳥昭雄 
  1944年北海道の樺太に生まれる。ニトリを異例のスピードで急成長させた経営手腕に
は定評がある。母校や留学生に基金を寄付するなど社会活動にも積極的である。2008年
には Jリーグコンサドーレ札幌のスポンサーにもなっている。 

設立年：1972年 
2007年売上高：2139億円 
従業員数：9000人（内社員数 2800人） 
店舗数：日本 162店舗 1店舗台湾 
顧客層：大衆向け  
特徴 

 ニトリは家具のイメージが強いが家具＋ホームファッションをやっている。  
 業態・事業展開は IKEAを手本にしている。 
 IKEA同様、SPAである。 
 家具業界のユニクロと言われている。 
 近年は商品開発に力を入れていて、検査体制も整えている。 
 自動車会社ホンダや、コンピューター技術者などをアドバイザーとして招き

いれている。 
 
 
③ 大塚家具 
 
出身国：日本（埼玉県） 
創設者：大塚勝久 
設立年：1969年 
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2007年売上高：727億円 
従業員数：1767人 
店舗数：21店舗（日本） 
顧客層：富裕層または法人が多い。 
特徴： 

 富裕層が多いので接客が固いイメージがある。 
 デザイン性よりも機能性を重視している。 
 接客時間が平均 2時間と顧客との繋がりを大切にしている。 

 
第 4章  独自の発想・マーケティング戦略 
 
 第４章では IKEA が世界的企業へと成長した理由である独自の発想、マーケテ
ィング戦略を調べました。 
 
（１） ホームソリューションストアー 

2006 年 4 月 24 日にオープンした「IKEA 船橋」には当日、３５３１３人の人
が訪れ、1週間では 20万人を超えたという。来店者の目をまず釘付けにするのは
73 ものルームセットである。イケア独自のデザインの家具とホームファッション
で魅力的な部屋に演出されている。 
 トータルコーディネイトする事によって新しい暮らしを始

める人など（一人暮らし、新婚等）のために色々なパターン

を設定して全部セットで売っていたりもする。１つの部屋を

作っているので、イメージが伝わりやすくてよかった。複数

の家具をコーディネイトして一つの部屋のレイアウトを提案

するというのは日本でも珍しいものではない。 
しかし、イケアが日本の家具店やホームファッション店 
と違うのは家具だけではなく、壁面や窓の装飾方法、間接照明の効果的な使い方

など部屋全体の演出方法を提案しているのである。全てのルームセット、どれを

見ても壁面には必ずアートフレームや飾り棚が取り付けられて、間接照明が部屋

を照らしているのである。家具とテキスタイル、装飾小物は完璧にカラーコディ

ネイトされている。そして、普通の店なら家具はスペースを取るため１色しか置

いていないがＩＫＥAは全色陳列しているのである。なので、直に商品を見て考え
られるので便利である。 
これを見ればイケアが単なる「家具屋」ではなく、住空間全体をより心地よく

するためにトータルな提案を行う「ホームソリューションストアー」なのである。 
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（２） 価格設定 
IKEAの強さを圧倒的なものにしているのは、消費者が欲しいと思った商品を気
軽に購入できる価格設定である。これまでとくに日本では、センスのいい家具と

インテリアをコーディネイトして楽しむことは一部の富裕層のぜいたくな趣味で

あり、中流階級以下の一般庶民にとっては、あこがれても実現出来ないのが現状

であった。一般庶民の夢を実現させたのが IKEAである。 
IKAの商品は安い。大きな理由は商品を選び、自分でカゴに入れレジに持っていく。 
自分で持ち帰り、家に帰って組み立てる。こうする事によって人件費、配送費のコストを

抑えているので低価格で商品を提供できる。 
組み立て式にすることによって、平らになるので組み立った状態よりも工場から店に運

ぶ運送費がかからずに、店でも場所をとらないのである。家具を分解する事によって通常

の 6分の 1ですむ。 
また IKEA は「品質第一」とは考えてはいない。日常の要求に数年使えればいいという
考えなので耐久性は求めておらずに人目のつかない部分には安い部分を使う。 

IKEAで販売されている家具のほとんどがスウェーデン産ではない。スウェーデ
ン産は 9％しかない。低賃金の国で生産し、買い入れて高賃金の国で販売するので
ある。主に中国・ポーランドで生産し、ヨーロッパと北アメリカで稼いでいる。

この賃金格差を上手に使うことで低価格で提供することができるのである。 
 
（３） 宣伝 
 IKEA船橋の OPEN前日に IKEAは今までに無い宣伝の仕方をする。 
電車の窓の外の景色を使ったのである。場所は JR京葉線・新浦安駅のすぐ近くで、普段は
気にもとめないマンションのベランダを使って一斉に IKEA のロゴをアピールしたのであ
る。マンション 1 棟を丸ごと広告媒体にするという桁外れのスケールはイケア上陸という
ニュースの大きさの表現にもなっている。また、4月の 1ヶ月間は、最寄駅の南船橋駅を含
む周辺の 11駅で階段を使った広告を実施し集客に結びつけた。 

IKEAはスウェーデンの会社である事をアピールしている。IKEAのカラーは国旗と同じ
ブルーとイエローである。店の外壁、ロゴ、従業員の服装もブルーとイエローでまとめて

いる。カンプラードは「北欧の中では IKEA を強調しろ。北欧の外にでたらスウェーデン
を強調しろ」と言っている。国際市場に出る場合は、企業の国民性をアピールした方が有

利といった考えからこの言葉は出てきている。 
 IKEAの商品にはスウェーデンの地名などで全て名前が付けられており、全世界共通であ
る。そうする事によって愛着を感じるのである。 
 IKEAにとってカタログは重要な市場開拓の武器である。宣伝雑誌としては世界最大の発
行部数を誇り、2005年 8月に出たカタログは 1億 6千万部である。33ヶ国 25ヶ国語で出
版され、376 ページに渡り、4000 もの商品が掲載されている。他社と違うのは生活感あふ
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れる家具をイメージするために、無造作に家具を集めて写真を撮る事はしないで花や書物

等を置いて実際の部屋を作ってしまうのである。家具だけでなく人間も登場する。人間も

美男・美女ではなく普通のお父さんが出てくるなどして、家族だんらん、つまり家庭の幸

せをアピールする。1ページ目には必ず、その国の IKEAの代表取締役がトレーナーかシャ
ツ姿で登場する。これはレストランの立て看板のようなもので「この店ではこのシェフが

料理をしています」といったメッセージが込められている。 
 
（４）ホットドッグ 
スウェーデンには「腹が減っていては買い物ができない」という習慣があるた

め、 
カンプラードは IKEA 内にホットドッグを食べる
ビストロを作った。彼はファーストフードの半値

で売る事に成功した。半値で売るためには、店員

からパンに挟んだソーセージを渡してもらい、自

分の手でカラシやケッチャップをつけてさらに、

たまねぎやキュウリをセルフサービスで付ける仕

組みをとった。 
 販売スタンドは出口の間とレジの後ろのスペースに設けた。販売側の心理とし

てはショッピングで疲れた顧客に一息ついてもらおうという考えである。また、

レジを後にして、これからもうひと仕事、つまり重くて扱いにくい荷物をマイカ

ーに積むのでその前に元気をつけなくてはという心理を使ったのである。 
 またホットドッグで安さをアピールする事によって、それ位 IKEA の商品はお
買い得商品であると消費者に思わせるという考えもある。 
 
（５）売り場 
 イケアは売場つくりにもさまざまな仕掛けが成されている。 
１ 照明 
天井にはスポットと蛍光灯がある。しかし、それは足元を照らす照明ではなく、

商品やサービスに向けられている。照明の効果は３つある。1つめは商品やサービ
スそのものを照らし出し、商品を見せるものである。これによって商品が浮かび

上がり、より存在感を増すのである。２つめはマグネット効果である。虫が光の

ある場所に集まるように人も明るい場所に向かって歩いて行く。 
そして、店内をくまなく歩かせるためにワンウェイ方式の通路と光と商品によ

るマグネット効果を駆使している。３つめは商品の組み合わせによるディスプレ

ーの効果である。部屋に必ずあるのが照明である。ソファーの展示コーナーには

ディスプレーとしてはもちろん、羅列している商品の中にもスタンドライトが



10 
 

所々に置かれている。テーブルの上にもペンダントライトが吊り下げられている。

こうする事によってより部屋のイメージを持たせるための道具・アクセントとし

て使用されているのである。 
 
２ サイズ・カラー 
１つの商品に多数のサイズがあり、カラーがある為にお客は好みの色や大きさ

を自由に選択できる。日本ではスペースの関係から１つのサイズ、カラーのみの

商品を展示して他は見本や表示で済ましてしまうケースが多い。しかしイケアで

は全てを展示してカラーとサイズの豊富さをアピールしている。例えば、ソファ

ーの陳列を例にあげると一人用、二人用、三人用というサイズ順に並べられ、手

前からホワイト、レッド、グレーの三色がそれぞれ展示されているのである。こ

うする事によってお客は自分の好みの色、サイズを実際に見て手で触れて確認す

る事が出来るのである。 
また、家具以外の小さな商品も同じである。縦に同じカラーの商品をサイズ事

に展開する。これによって、同じサイズの商品の比較がしやすくなり、視覚的に

もカラーとサイズの豊富さをアピールする事が出来る。 
 
３ 商品展開 
高額な家具が売っているスペースの脇に低価格な大量販売の商品が随所に展開

されている。桁の違う低価格商品を家具などの高額商品の中に展開する事で安さ

をお客に植え付けるのである。 
これらの陳列方法はエンドゴンドラによる単品大量陳列とカゴの中への投げ込

み方式の 2 種類である。単品を大量陳列する事で家具などの大型商品に負けない
存在感を出し衝動買いを誘発するのである。さらにこれらの低価格訴求品は他の

階にあるマーケットホールやレジ前のセルフサービスエリアなどにもあり同じ商

品が何か所にも設置されているのである。見逃したお客や一度は買うことをため

らったお客に対してダメ押しのようにアピールしているのである。 
また、日本では大量販売品と言えば商品を段ボールのままカットしそのまま山

積みになって売られているがイケアは必ずディスプレーがついている。日本では

大量販売品は価格が優先されており、商品は一般に認知された商品がほとんどで

あるがイケアは商品自体のデザインやカラーと言った機能に自信があるから出来

るのである。 
また、ワードローブの扉に「開いてみてください」というショーカードが付け

られ開いてみると、中にまで商品がディスプレーされていて商品の使用状況を教

えてくれるのである。商品をただ並べるだけでなく、機能や使い勝手をしっても

おらおうというイケアのアプローチなのである。 
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４ カラーによる安さ 
商品を視認させる技術として照明効果の他にもさまざまな工夫がなされている。

曲がりくねった主通路を歩くと、スポットが当てられた商品が正面に見えるよう

に配置されていることも１つである。さらに価格の安さを明確に示す黄色い POP
が後ろの赤いフラッグ上に浮き出て見える。イケアの POPは白字と黄色地の 2種
類で文字は黒で書かれている。黄色と赤は信号にも使用されているように視認性

が高くどちらも刺激的な興奮色なのである。日本でも黄色字の紙に商品名が黒字、

価格が赤字で書かれている場合が多くこの組み合わせは安さをイメージさせるの

である。しかし赤字にして価格のみアピールする POPと違い赤いバックに黄色の
POPにすることによって POP自体を浮き上がらせているのである。 
この手法は家具などの販売だけでなく大量販売品でも行っている。例えば、テ

ーブルウェアの食器では赤いバックボードのゴンドラに黄色のPOPが取り付けら
れている。低価格商品である赤いバックボード部分の商品と、通常の白いバック

ボードの商品を明暗に分ける作用と遠くからでもそこに特化商品があるいうこと

を知らせる効果があるのである。 

 
第５章  問題点 
 
 第５章では売れている企業でも問題点は必ずあるはずだと考えられるので問題

点を探しました。 
 
(1)商品 

IKEAの売りは配送コスト・組み立てコストの削減のため低価格である。しかし
配送してもらい、組み立ててもらった場合はどうなのか？という事で２つを込み

で計算してみてニトリと比較してみたら、若干は IKEA が安いがそこまで値段は
変わらないのである。調査によるとダブルベッド購入の際に組立を以来する人は

80%にも及ぶという。さらに接客無しというコストが加わるとどうなのか？ 
 また、店の中がごちゃごちゃとしすぎている。1度場所を離れたら、また戻るの
に一苦労してしまう。気づいたら出口にいた、入口に戻

っていたということもあるだろう。しかも配置が分かり

づらい。在庫状況も全く分からないし、商品番号をメモ

して商品が置いてある場所に行って探すのも時間がかな

りかかる。在庫状況も書いていなくて分からない。  
今まで日本では 2 階で商品を選び１階に行って自分で揃えるといった仕組みの
スーパーは存在しなかった。私が１階をウロウロしていると側にいたカップルが
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「さっきのあった！」と言って手にとって見ていた。せっかく２階で選び悩んで

いても１階に行けば忘れてしまう。メモするほどでもないが気になる商品はたく

さんあるはずである。こういった商品は置いてあった場所で買えれば買うかもし

れない。しかし、場所が分からないとなると必死に探すまでもなくなってしまう

のである。この時点で衝動買いのチャンスを失っているのではないのだろうか？             

商品自体の話では男性がタンスを組み立てていたらタンスが倒れてきて大けが

してしまった事件があった。経済産業省はＩＫＥＡジャパンに説明書の改善を求

めた。つまり、説明書が分かりづらいのである。 
 
(2)接客 
実際に IKEA 船橋店に行ってみた。店の広さに比べると従業員は少ないように
感じた。配送・組み立てコストなどの事を質問しようと従業員に聞いてみたが「分

からないのでカスタマーサービスでお聞きください」と言われてしまった。しか

も態度も面倒くさいのがものすごく伝わってきた。カスタマーサービスに行き同

じ事を尋ねると一覧表が書いてあるパンフレットをくれた。その時に気づいたの

だがこのパンフレットはここでしか貰えない、見たことがないのである。つまり

宅配・組み立てサービスは積極的に勧めていないのだと感じた。他の人にも聞い

てみたが同じような感じだった。では他に商品に対する知識はあるのかと商品の

事を聞いてみたが知識もあまりないように感じた。  
イケアが日本の家具ホームファッション店とは異なり打ち出しているポイント

は徹底した「セルフサービス」と「フラットパックお持ち帰り」であり。それを

することによって「低価格販売」という形で消費者に還元している事である。つ

まり宅配・組み立てのコストの削減で安く購入出来ていると私たちは考えている。

しかし忘れてならないのは「接客コスト」も省いているのではないか？というこ

とである。 
また、IKEAの商品購入の仕方は特徴的であり、日本人にはなじみがない。接客
が無いので尚更、戸惑ってしまう客は多いはずである。購買客の 7 割はホームフ
ァッションのグッズを買っていて、家具を買っている人は少なかったように感じ

る。また、寝室、キッチン等の家具セットとしての提案が多かった。接客販売を

無くしてまとめて買う人は中々いないのではないだろうか。日本人の特徴として

「押し売りではなくひと押し」は必要な気がした。 
 
(3)創業者 
 創業者、つまりカンプラードの存在が大きすぎるのである。設立してから 60年
以上カンプラードは企業を操作し続けている。マネージャーや幹部の人々もカン

プラードの考えを仕込まれた者しかいなく、いなくなったときにどうなるのか？ 
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第６章  将来性 
 
 第６章では IEKAの将来性を考え、どうしたらもっと伸びるのかというのを考えました。 
 
（１）アピール 
今まで述べてきた通り IKEA は商品の種類は多く、敷地も広い。なので、長時間楽しめ
る店としては成功しているように感じる。しかしお客は衝動買いするというよりはじっく

りと商品を探す店である。全てを見終わった後はぐったりしてしまい商品の購入意欲がな

くなってしまうお客、元々買う気がなく時間つぶしに来るお客、１階に降りた時に興味の

あった商品を忘れてしまうお客がいるのではないだろうか。 
日本ではまだイケアの名前を知らない人も多いだろう。販売スタイルも理解していない

だろう。なので、初めてイケアに行った人は何が何だか分からないうちに自分が見たい場

所以外の所にいるといったケースも多々あると思う。つまり、まずは店の見回り方、買い

方を知ってもらうのが最初に知ってもらうべき事なのである。２階で商品を見て、１階で

自分でそろえて基本的には自分で持ち帰り組み立てるという買い物スタイルを店に来てか

ら知ってもらうのではなく事前に知って来てもらうと、より楽しめるのではないのだろう

か。 
またイケアは環境への取り組みも非常に熱心に行っている企業なのである。 
「イケアで販売する商品は有害物質を含まない」 
「イケアで販売する書棚やテーブルなどの商品には、認証森林で生産された木材を用いる」 
といった目標を掲げている。 
他に環境面では 2002年に IKEA鉄道も設立していて、スウェーデン、デンマーク、ドイ
ツで運行しているのである。これはトラックで輸送するよりも環境負荷がかからなく、渋

滞による遅延もなく、コストもかからないのである。今後はポーランド、イタリア、ベル

ギーにのばしていく予定である。自前の鉄道を持つほど環境対策しているのである。 
こういった IKEA ならではの買い物の仕方、なぜ安いのかという IKEA ならではのポイ

ントをもっとアピールし理解してもらえば馴染みが出て来てのびるのではないか。 
 
（２）欧州とアジアの違い 
欧州とアジアの文化の違いは大きいのではないか。過去に欧州の巨大スーパー「コスト

コ」などは欧州では抜群の人気を誇っているが日本ではなじみが薄く業績も良くない。他

にも欧・米の大手小売業が日本への進出を行っているが成功している企業は少ない。現に

IKEAも 1度、日本に進出して失敗しているのである。そのせいもあり、IKEAは日本の市
場研究を非常に熱心に行ってきた。その結果、欧州では常識だが日本では常識では無いこ

とがいくつかある事に気づいた。 
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1つ目に額縁に関する商品説明がリーフレットになっている。一般的に日本人は「額縁を
何㎝の高さに張るべきなのか？」「壁の大きさと額縁の大きさはどうなっているのか？」「額

縁が 4枚になった場合、9枚になった場合、どのように貼るのか？」というような額縁の貼
り方を日本人は知らない。しかし、欧州の室内の写真を見ると、どの家庭の部屋でも額縁

をずらっと貼ってある。そして、そこにはルールがあるのだ。室内にむやみに貼っている

と展覧会になってしまうのである。 
２つ目は天井照明ではない照明の使い方をしっかりと説明しているのである。日本と欧

州の室内の違いは蛍光灯を入れるかどうか。日本の家電メーカーが全ての住宅に蛍光灯を

入れてしまった事が原因で日本人が知らない常識がある。蛍光灯はもともと、工場用とオ

フィス用であり室内用では無かった。にもかかわらず、日本ではいまだに蛍光灯の天井照

明が主流なのである。IKEAは天井照明ではない照明をいかに使うかという説明をふんだん
にすることで新しい常識を日本に植え付け用としているのである。 
３つ目は布団の説明である。布団はどうしても材質の説明に走りがちで使い勝手のこと

にはあまり触れないのが当たり前になっている。だから、日本の小売店で布団の商品説明

を受けると「暖かい」「軽い」というセールストークが返ってくるのがほとんどである。し

かしそれだけでいいのか？「暖かい」「軽い」のを嫌う人もいるのである。だから、「暖か

い」「軽い」のレベルをつけて、その人にどのタイプが最も適しているかを見つけてあげる

べきなのである。しかし、そんなサービスをしている店は日本にはなかった。IKEAは「羽
毛ばかりがいいわけではありません。」なぜ、綿と羽毛の両方を使うのかが書かれている。

この説明は欧米の IKEA には無かった。それはこの事は欧米では常識であり、日本人だけ
が知らない常識なのである。 
このように IKEA はただ単に家具を売るだけではなく、日本人が知らないインテリアの
常識を教えてくれるのである。ただ私が IKEA を訪れた時にここまで気付かなかった。お
そらく、気づく人は少ないのではないか？ディスプレー等に詳しく書く、パンフレットを

配るなどすればお客をあっと言わすことが出来て購入する人が増えるのではないか？ 
 
第７章  まとめ 
 
 第 7章は２～６章まで調べた結果のまとめです。 
 

IKEAは 1974年～1986年まで日本にあったが業績不振の為に日本から撤退している。 
イケアジャパンのトミークルバーグ社長は、今回の出店をリベンジマッチと言っている。 
同じ事を繰り返さないために失敗した理由に時間をたくさんかけて分析し、慎重に準備

をした。その為か 1度目の進出は 12年間で 2店舗に対し 2度目の進出は 2006年に進出し
てからの 2年間の 2008年 11月現在で 5店舗もある。そして、数年以内に関西、関東にそ
れぞれ 6 店舗出店する計画が出ているほどなのである。なので、とりあえず今の時点では
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成功しているといえるのではないのだろうか。  
ただ長期的に考えるとどうなのか？今は物珍しさ、宣伝の上手さにより、1度は行ってみ
ようと考えるかもしれない。そして、私が店に行った感想だが、また行こうという気には

あまりなれなかった。IKEAは欧州の会社であり、欧州の会社が日本でもあまり成功してい
ない事は第 6 章でも述べた。その違いを 1 度目の失敗で把握していて日本人向けになって
いる。だが、一般の消費者からの視点では安さというイメージしか伝わっていないように

感じる。勿論、それが 1 番の理由なのだろうがそれだけでは長期的に考えると厳しいだろ
う。IKEAは環境に力を入れているし、日本人向けに色々と努力をしている。それをもっと
アピールしていけば欧州は勿論、アジアでも伸びるのではないだろうか。 
 日本進出をするにあたって IKEA のライバルとして日本の家具業界がいる。日本は今不
況であるため、安価で良い物が売れる時代である。大塚家具は接客が優秀であるが値段が

高い為に業績が落ちている。 
やはり安価でデザイン性のある物を売っていて、接客力もあるニトリが大きな壁として

立つのではないかと思う。その理由として 2 章であげたがニトリは IKEA を手本としてい
る。ニトリは日本での国内店舗網の確立を先行していて、さらに海外の IKEA オペレーシ
ョンの良い部分を学びながら成長しているのだ。ニトリは海外で成功している IKEA の良
い部分と日本独自のニーズを兼ね備えているのである。日本独自のニーズとは先行する店

舗網とその販売力を背景とした商品調達力が他を追随させない、商品知識を兼ね備えた接

客販売への積極的な取り組み、店舗スタッフを中心とした人材の豊富さといった点である。 
これは 5 章であげた IKEA の問題点なのである。ニトリが新規地区に出店すると、その
地区の地元家具店は軒並みに潰れていくそうだ。私は船橋に住んでいるが IKEA が船橋に
出来てから 2年経つが地元の家具店は潰れていない。IKEAは日本の大塚家具やニトリの人
材教育を学びお客に提案販売できるレベルまで持っていけば伸びるのではないか？ 
やはり IKEA の良い所取りをし、プラスとして IKEA の悪いと考えられる場所は独自で
考える。この方法をとったニトリの方がこれから成長するのではないだろうか。 
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