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ケルン国際オフィス家具見本市「オルガテック 2010」
出展のお知らせ

愛知株式会社（社長：島本迪彦、本社：名古屋）は 2010 年 10 月 26 日(火)～30 日(土)
の 5 日間にわたり、ドイツ・ケルンで開催されるケルン国際オフィス家具見本市「オルガ
テック 2010」に海外向け新商品を出展いたします。
日本の専門家具メーカーとしては初の出展となります。
当社は 2005 年にアメリカ・シカゴで開催された家具見本市「ネオコン 2005」において、
スタッキングチェア「デイライト」が「Best of NeoCon GOLD AWARD」を受賞し、その後、
アメリカを中心に「デイライト」を約 12 万脚輸出販売しています。
今後さらに海外輸出を強化し当社の経営の柱の一つに育てていくためには、特にヨーロ
ッパ諸国への販路の拡大と、輸出商品の充実が必要不可欠であり、その足掛かりとして当
展示会に出展するものです。
家具を主体とした国際的な展示会は世界中に数多くあり、「ミラノ・サローネ」「シカ
ゴ・ネオコン」そしてこの「ケルン・オルガテック」の 3 件が規模の大きさと内容の充実
度から、毎回業界の注目を集めています。その中でオルガテックは、イメージよりも機能
や品質を重視した内容の展示が多く、インテリアデザインの祭典的な意味の強いミラノ・
サローネに比べ、より実利的な商談の場となり得る展示会です。
弊社は、欧米市場をターゲットに新規開発したスタッキングチェアとフラッピングテー
ブルを中心に展示いたします。

出展ブース
Hall 10.2 Aisle M No:20 Aisle L No:21
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当展示会にてメッシュシート超軽量スタッキングチェア「ティーポ」と、ハイグレード・
フラッピングテーブル「セリオ」を新商品として発表します。
またその他に、既に欧米にて約 10 万脚の実績を持つメッシュシート超軽量スタッキングチ
ェア「デイライト」と、「ビアネロ」「ＣＴＺ」を出展します。
① Tipo <ティーポ> メッシュシート超軽量スタッキングチェア、多目的チェア【新製品】

●主な特徴
新時代・世界基準のスタッキングチェアとして、スタイリッシュなデザインと機能
美を追求しています。シャープで品格のあるフォルムは国際的に活躍できる高いデ
ザイン性を実現しています。
座面に肌触りが良い独自のニット編みのメッシュを採用し、柔軟性だけでなく通気
性にもすぐれ、長時間座っても快適に過ごせる座り心地と、軽量化を実現。
メッシュとフレームは、特許取得の一体成型、優れた強度と耐久性を誇ります。
時代をリードしてきたスタッキングチェアの開発と、長年培ってきたスチールパイ
プの加工技術により、最小限の高さで、専用台車に 40 脚まで積載可能です。
環境負荷を軽減するため、材質分別廃棄が可能となっています。
●発売日：2010 年（国内は未定）
●寸法/質量：3.3kg～4.1kg
●バリエーション：3 種類の背もたれと 2 種類の座を揃え、様々なニーズに応える
全 5 タイプをラインアップ。
●対応スペース：会議･研修･集会室、教室･演習室、ラウンジ、食堂
●パテント：国内特許、国内意匠、米国意匠、欧州意匠
●適合基準：ISO、BIFMA、グリーン購入法
●受賞：2010 年度グッドデザイン・中小企業庁長官賞
② Serio <セリオ> ハイグレード・フラッピングテーブル。【新製品】

●主な特徴
天板の回転に連動してストッパーが上下するシンクロトップシステムを採用してい
ます（1987 年に当社が開発した世界初の機構）。設置時には４カ所のストッパーが
確実にテーブルを安定させ、移動時はストッパーの解除の手間もいらずスムーズに
移動ができます。また、ストッパー解除忘れによる故障も防ぎます。
脚部にアルミダイカストを使用した、シンプルなシンメトリーのデザインとし、様々
な空間にマッチしやすい汎用性の高いデザインとしています。
大きくて軽いタッチの操作レバーや、回転機構がフルカバーされているなど、扱い
やすさや安全性を配慮しています。
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●発売日：2010 年
●寸法：W1500･1800･2100mm×D450･600･750mm×H700（国内タイプ）
●バリエーション：従来からある D450mm～D600mm、W1500mm～W1800mm に加え、対面
利用に適した D750mm、3 人掛けでもゆとりのスペースの W2100mm をラインアップ。
●対応スペース：会議･研修･集会室、教室･演習室
●パテント：国内特許、国内意匠、米国意匠、欧州意匠
●適合基準：ISO、BIFMA、グリーン購入法

③ Daylight <デイライト> メッシュシート超軽量スタッキングチェア、多目的チェア

●主な特徴
座面に肌触りが良い独自のニット編みのメッシュを採用し、柔軟性だけでなく通気
性にもすぐれ、長時間座っても快適に過ごせる座り心地と、軽量化を実現。
メッシュとフレームは、特許取得の「メルトスティック工法」による一体成型、優
れた強度と耐久性を誇ります。
時代をリードしてきたスタッキングチェアの開発と、長年培ってきたスチールパイ
プの加工技術により、最小限の高さで、専用台車に 45 脚まで積載可能です。
●発売日：2008 年
●寸法/質量：W510mm×D550mm×H770mm / 4.1kg（国内タイプ）
●バリエーション：ホワイト/ブラックの 2 色
●対応スペース：会議･研修･集会室、教室･演習室、ラウンジ、食堂
●パテント：国内特許、国内意匠、米国意匠、欧州意匠
●適合基準：ISO、グリーン購入法
●受賞：ベスト・オブ・ネオコン 2005/金賞（スタッキングチェア部門）。1998 年
度グッドデザイン・中小企業庁長官賞（デイライトは 1998 年受賞のテクスのバリ
エーション追加として受賞）

④ Bianero <ビアネロ> 中級多目的チェア

●主な特徴
スリットを施した背もたれは、しなやかなに身体にフィットする。またスリットが
荷重を吸収することにより、自然なベンディング効果が生まれる。
シートの基盤に独自の樹脂板を採用。体圧を効果的に分散し、長時間使用しても疲
労感が少ない。内部に熱が溜まらないように座裏カバーまでデザインされている。
座を跳ね上げて、水平方向にスタッキングが可能。労力をかけずに簡単に収納がで
きる。また、積み重ねてスタックすることも可能。
●発売日：2010 年
●寸法/質量：7.1kg～9.9kg
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●バリエーション：ストレート脚とキャスター脚のラインアップのほか、タブレッ
ト付や肘付などバリエーションも豊富で用途に合わせて利用できる。
●対応スペース：会議･研修･集会室、教室･演習室
●パテント：国内特許、国内意匠、米国意匠、欧州意匠
●適合基準：ISO、BIFMA、グリーン購入法
⑤ ＣＴＺ フラッピングテーブル

●主な特徴
天板の回転に連動してストッパーが上下するシンクロトップシステムを採用してい
ます（1987 年に当社が開発した世界初の機構）。設置時にはストッパーが確実にテ
ーブルを安定させ、移動時はストッパーの解除の手間もいらずスムーズに移動がで
きます。また、ストッパー解除忘れによる故障も防ぎます。
直線的な美しさは、現代建築に映えるモダンなデザインを実現しています。
収納時に脚部を立体的に重ねることで、左右にずれることなく平行にスタッキング
ができます。天板の間口が左右に広がることなく、コンパクトに収納できます。
脚部は離着席のしやすいＬ字型の低床設計。
大きくて軽いレバーは扱いやすく、移動と設置が容易に行えます。
●発売日：2007 年
●寸法：W1500･1800mm×D450･600mm×H700mm（国内タイプ）
●対応スペース：会議･研修･集会室、教室･演習室
●パテント：国内特許出願中、ドイツ特許出願中、国内意匠、米国意匠、欧州意匠
●適合基準：ISO、BIFMA、グリーン購入法
●受賞：2007 年度グッドデザイン賞

4

集いと学び空間をデザインする

ニュースリリース

展示会名称
主催
会期
開催時間
会場
入場資格
開催頻度
展示商品
出展予定
出展日本企業
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オルガテック 2010/ケルン国際オフィス家具見本市 2010
Koelnmesse GmbH / ケルンメッセ会社
2010 年 10 月 26 日(火)～30 日(土)
連日 9 時～18 時
ドイツ連邦共和国 ケルンメッセ会場
専門業者
隔年
オフィス家具、オフィス関連設備・機器、プラニング、照明、セキュリテ
ィー、オフィス用品、プレゼンテーション技術
35 カ国、700 社（2010 年 4 月 13 日時点、主催者発表）
愛知、他 3 社（2010 年 4 月 13 日時点、主催者発表）

過去のデータ
2008 年 10 月 21 日(火)～25 日(土)
出展者数
： 39 ヵ国 673 社（ドイツ国内 263 社、外国 410 社、外国比率 61％）
来場者数
： 113 ヵ国 62,500 人（外国人比率 50％）前回より 9.3％増
総展示面積
： 130,000 ㎡
2006 年 10 月 24 日(火)～28 日(土)
出展者数
： 40 ヵ国 678 社（ドイツ国内 277 社、外国 401 社、外国比率 60％）
来場者数
： 122 ヵ国 57,200 人（外国人比率 54％）前回より約 5％増
総展示面積
： 130,000 ㎡
2004 年 10 月 19 日(火)～23 日(土)
出展者数
： 41 ヵ国 847 社
来場者数
： 90 ヵ国 54,000 人（外国人比率 50％）
オルガテックに関するお問い合わせ先
ケルンメッセ株式会社
〒106-0045 東京都港区麻布十番 2-20-6 ジャノメ麻布十番ビル 7F
Tel: 03-5418-6245 Fax: 03-5418-6246 kmjpn@koelnmesse.jp
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