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8 「私たちは木材から、
より多くの価値を生み
出す」

当社の使命

ルーツへの回帰： 完全

統合型の当社 製材施設

（ブリロン・ドイツ）

このような高い要求を掲げて、Fritz Egger seniorは
1961年に、オーストリア・チロル州のザンクト・ヨハン

で最初のチップボード工場を設立し、EGGERのサクセ

ス・ストーリーの礎を築いたのです。私たちは、今日、

これに何を付け加えるべきでしょうか？ 正確に言うな

らば、世界10か国にある20の工場と、全世界で働く

万人を超える当社の従業員です。

これは、オーストリア発のビジョンに基づく誇らしい成

果であり、このビジョンによって、EGGERは、常にグル

ープ企業の発展を継続的に推し進め、当社の顧客や

パートナー及び従業員に新しい展望をもたらすという

義務を担っています。

ContiRoll圧縮機:  

未処理パーティークルボードを

製造するあらゆるEGGER工場

の根幹。この写真の施設は ヘ

クサム(イギリス)にあり、長さ

は 48.5 mで幅は 2.6 mありま

す。ここは24時間体制で稼働し

ています。 





10 なぜ、当社の製品は多様性に
富んでいるのでしょうか？
それは、当社のお客様が多様性に
富んでいるからです。

家具・インテリア産業

当社は、家具業界からのお客様に対して、

個別に顧客の要望に応えるための的確な

材料およびサービスを提供します。当社は、

最先端の材料と色柄によって流行を作り出

し、アイデアを提案します。 

小売/卸売商社/建築

プロフェッショナルな設計者、建築家およ

び製造業者様のためには、特別に仕立て

られた製品がそろっています。どのような

製品でも、当社製品を扱う卸売商社の幅

広い流通ネットワークを通じた製品提供が

可能です。

DIY
DIY愛好家で品質を重視する方へは、フロー

リングをはじめ、OSB、製材など、当社が国

内外の有名なホームセンターに提供してい

るDIY用品がお役に立ちます。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です



11

EGGERの世界

当社は、家具・インテリア産業、木造建築、フローリン

グをトータルに製造・供給している企業です。ここで

は多様性に限界はありません。当社は、常に製品ポー

トフォリオの開発で努力し続けています。当社では、

流行に合った新しい色柄の開発を継続する一方で、

技術革新の推進にも重点を置いており、それによっ

て製品の改良を重ね、作業工程を改善し、持続的な

成長をもたらしています。 

ハイテクが稼働中: オーストリ

ア・チロル州、ザンクト・ヨハン

工場で2013年に稼働したショー

ト・サイクル・プレス設備は、木

目柄に同調した深いエンボス

を持つ美し化粧ボードの製造

を可能にした最初の設備です。
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家具およびインテリア
デザイン 

インテリアデザインを可能性を広げる為の素材や色

柄を取り揃えています。

製造加工業者様向けには、パーティクルボード、HDF
ボード、ラッカーボード、軽量ハニカムボード、メラミン

化粧板、家具部材、ワークトップ、家具面材、コンパク

トラミネート、エッジ材などを供給しています。

木材とともに生き、木材とともに働くことが、当社の

使命です。当社は、EGGERブランドのもと、人々の日

々の生活空間から公共空間まで、様々な分野で用い

られる製品を提供しています。色柄の開発や改良を

通じ、インテリアデザインを流行を提供しています。

また、お客様の使い勝手を向上させるために、当社

は常に製品の技術革新を行っています。

家具とインテリアデザイン、 
建設資材とフローリング： 
調和がとれている3つの柱

2015年のミラノ国際博覧会(イタリア)

にて、ドイツ・パビリオンの展示: 

この「アイデアの庭」には、総計4キロ

メートルものEGGER Eurolight 軽量

ハニカムボードが使われました。それ

以外にも、ドイツ・パビリオンでは様々

なEGGER製品が採用されました。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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EGGERの世界

建設資材

環境配慮型の木造建築を望むお客様へは、当社の

OSBボード、OSB下地用ボード、通気性・耐湿性の両

方を備えたファイバーボード、製材製品を提供いたし

ます。環境性能に優れた材料によって、高品質で優

れたソリューションの提供を可能にします。

同時に、簡易かつ仕上がりの美しい施工性能を提供

いたします。

フローリング

当社のフローリング材は、本物の快適さを提供

します。

EGGERフローリングは、幅広いカラーバリエーショ

ンに加え、GreenTecデザインフローリング、コンフ

ォートフローリング、ラミネートフローリングの3つ

のカテゴリーにより、用途・目的にあった最適な

床材を提供しています。

シュタンス(スイス)における

Pilatus AG社の航空機組立

施設:

木材を使って出来る地球環境

保護の取り組みのひとつに、鋼

材やコンクリートの代わりに木

質構造を使った建築がござい

ます。この建物では、25,000m2
のOSB4 Topと3,500m2のDHF
が用いられました。

部屋の広さ、インテリアデザイン、用

途に合わせたフローリングを用意し

ています。汎用性の高い当社のラ

ミネートフローリングは、お手入れ

が簡単で長期にわたりご使用いた

だけます。
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パーフェクトセンス・ラッカーボ

ードの製品カテゴリーでは、ハイ

グロスやマットな質感がある製

品を提供いたします。

すべてのインテリア空間におい

て、上質で洗練されたデザイン

を演出いたします。

EGGERは、当社製品を通じて、

皆様のお客様へのコンサルテ

ィングやサービス提供を容易に

することを目指しています。

当社が、どのようにしてデザイン性
と製品性能を両立しているか。

居住空間およびオフィス空間に対する設計要件は、ますます
要求が厳しくなっています。
エンドユーザーおよび加工業者の両方に等しく対応する為に
は、製品はデザイン性だけでなく性能面においても納得の出
来るものである必要があります。
また、加工も容易でなければなりません。

家具およびインテリアデザイン

EGGERの世界

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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当社は、イノベーションを生み出す舞台を持ち合わせ

ています。

当社は、年1回開催される欧州の家具業界向けの自

社展示会EGGERZUMにおいて、新柄や新しいテクノ

ロジーを用いた新製品の発表を通じて、家具・インテ

リアデザインの発展を前進させています。

当社によって発表された新しい家具へのアイディア

は様々な家具メーカで採用され、その後、多くの居住

空間や公共空間に応用されていきます。

当社は、ほぼ全ての有名家具メーカーに製品を納入

をしているため、当社の製品は多くの居住空間、ホ

テル、商業施設、公共施設で使用されています。 

当社にとってデザインとは、単なる外観の見た目だ

けの問題ではありません。経済性や機能性も重要な

デザインの要素です。

他社と比べると、当社の考えるトレンドは、多少変わ

っているところがあります。それは、当社が永続性を

目指しているところです。

どのようにトレンドが生れるので
しょうか？
それは、私たちが担い、生み出し
ています。

アルテホテル、ザルツブルグ

（オーストリア）：パーフェクト

センスの黒い艶消しマット材料

は、このホテルの客室に洗練さ

れた印象を与えています。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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EGGERのデコラティブ・コレクションは、多彩な色柄、

本物に近い質感をもつ表面テクスチャー、同色・同柄

を異なる材料への展開するインテリジェンスなサービ

スを提供しています。

設計者や加工業者の皆様へ無限の可能性を提案い

たします。

当社のボード材料は全てのEGGERのデコラティブ・コ

レクションの色柄で提供が可能なだけでなく、同色・

同柄のエッジ材の提案も可能です。

これは、お客様から寄せられるご要望に対する当社

の答えです。

EGGERのデザインは、ナチュラ

ルでエレガントなキッチンを演

出いたします。

EGGERの世界

→ EGGERは年間10億メートルのエッジ材を製造しています。これ

は、地球 26 周分に相当します。





左ページの写真:

大板のEGGER OSB 4 TOPは、

プレハブ構造の木質壁部材、

天井部材および屋根部材に使

用されます。

建設資材

成功する建設計画の秘訣は何でし
ょうか? 豊富な経験です。

製品以外にも、設計士や製造

業者の皆様へは技術的なアド

アイスやデジタル・プランニン

グ支援などのサービスも提供し

ています。
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EGGERの世界

デベロッパーは、美観、快適性および有用性の観点から木材
を高く評価しています。
EGGERの建設資材は、それに加え、個別のソリューションに
合わせた最適な製品を提供いたします。
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DHF
EGGER DHFは、通気性がある耐湿性の木質繊維板

であり、建築業界では屋根および壁の外側板張りに

用いられます。EGGER DHFは耐浸透性であり、さね継

ぎによって防風性と排水性も備えています。このDHF
ボードには釘パターンが印刷されているので、特に敷

設が容易です。 

OSB 4 TOP
EGGER OSB 4 TOP：木造品質試験済みのボードCE性

能宣言に基づく最適な静的・構造的物理特性を備

え、エンジニアリング・ウッドストラクチャーおよびティ

ンバーフレーム構造に対して納得の行く選択となり

ます。なお、非対称テーパーほぞ穴の設計は、敷設が

迅速且つ正確性を確保することができます。 

製材 
EGGERの製材は、未加工か乾燥または面取りしたも

のが利用可能です。視感選別および機械的な選別

は、視覚的な要求条件および 強度に従って行われ、

最高度の要望に応えます(写真は、CE保証つき機械

選別の屋根用小角材)。当社は、社内外の厳密なチェ

ックによって、常に高品質な製品を保証します。 
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オーストリア・チロル州、ザンク

ト・ヨハンの当社本社社屋: 

自社製品を用いて建造された

建物では、250名を超える従業

員が働いています。

EGGERの建築資材は、木造建造物に関わる様々な製

品をご用意しています。

当社は単なる供給業者ではなく、お客様と共に問題

を解決するパートナーであると考えます。

EGGERの木質系材料および無垢材製品は、 工学的

木材構造物、木造家屋、内装工事ならびに改修およ

びリフォーム用の実用性が高く、効率的で信頼でき

ます。

当然ながら、お客様へ提供している製品は当社でも

使用されています。 2014年 のオーストリア・チロル州

のザンクト・ヨハンにあるEGGERグループの本社社屋

を皮切に、ルーマニア・ラダウツィ工場のオフィス棟、

オーストリア・ウンターラードルベルク工場のテクニカ

ルセンター、ドイツ・ブリーロン工場の集会場施設に、

自社の建設資材製品を用いた建造物を建設いたし

ました。

当社の木材を採用して、安心し
て建築できます。
当社の実績が、それを証明いた
します。

EGGERの世界

→ EGGERの本社社屋の建築には、 3,115 m3 の木材が用いられました。 

これは、ドイツの森林がわずか 14 分間の成長で補充できる分量です。





23快適な住まいや職場環境の基盤
とは何でしょうか？
それは、当社のフローリングです。

当社の望みは、人々の 自宅での暮らしを快適にすることで
す。当社のフローリングを用いれば、その望みをかなえること
が可能です。
当社のフローリングは、先進的なデザインが優れいているだ
けでなく、敷設が容易である点でも優れています。

EGGERのフローリング・コレク

ションは、多様な装飾性だけ

でなく、技術革新とサービス

の点においても優れています。

フローリング

左ページの写真:

インストールシステムCLIC it!
は、簡単、迅速、安全に使用す

ることができます。

EGGERの世界

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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当社は、建築家、施工業者、インテリアデザイナー、そ

して DIY愛好家といった幅広いユーザーに対してフ

ローリングを幅広く取り揃えています。

クラシックなスタイル、モダンなスタイル、ヴィンテー

ジなスタイル、カントリーハウスなスタイルなど、どん

なスタイルにも対応が可能です。

当社は、用途別に3種類の床材を製造しています。

ラミネート・フローリング、コンフォート・フローリン

グ、そして EGGERデザインフローリングGreenTecで
す。EGGERラミネート・フローリングは、デザインが美し

いだけでなく、耐衝撃性、耐摩耗性、お手入れのしや

すさにも優れています。

EGGERコンフォート・フローリングは、 コルクの特性と

ラミネート・フローリングの機能性を一つの製品にし

たものです。

EGGERデザイン・フローリングGreenTecは、多くの人

々が利用する耐久性が求められる全てのシーンに最

適なソリューションです。

堅牢性と耐湿性を備えたこのフローリングは、特にホ

テルや店舗などの商業施設に最適です。

CLIC it! 施工システムは、作業を簡素化し、フローリン

グの接合目地をより強固なものにします。

美しいフローリング

濡れても心配ありません:

EGGERのAqua+フローリン

グは、耐水性が高く、

水のかかる居住空間向けの

理想的なソリューションです。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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EGGERのコンフォートフローリングは、騒音レベルを

低減し、室内に高い快適性を生み出すことに重点を

置く場合に使用されます。

2枚のコルク層が一体化されているため、暖かく、柔

らかく、静かさを演出できます。

コンフォートフローリングは、トレンドに沿ったデザイン

性と堅牢な表面により、美しさと長い耐用年数を実

現しています。

また、再生可能な原材料である木材とコルクを使用

しているため、エコロジーの面においても高く評価さ

れます。

製品性能とデザイン性を両立

させたEGGERコンフォートフロー

リングは、暖かく、柔らかく、静

かなだけでなく、エコロジーでも

あります。

EGGERの世界

→ EGGERは、年間8000万m2のフローリングを生産する能力を有しています。

これは、22m2の広さのリビングルーム360万室分に相当します。
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製品概要

誰にでも、必ず尖った個性があります。
当社は、フローリングやインテリアの
表面材料を備え、更にそれに見合う
多くの沢山の木材があります。

当社の製品概要：
当社は木質製品の総合サプライヤーとして、家具やインテリ
アデザイン、建築資材、フローリングなど、幅広い製品を取り揃
えています。
コアボード（基材）のほとんどは、トレンドに合わせた装飾や表
面加工が施されています。

右側の写真:

色、素材、表面の組み合わせ

は、創造性と個性を発揮するた

めの可能性を与えてくれます。

EGGERは「インテリア・マッチ」に

よって、家具と床材の組み合わ

せの可能性を示しました。

インテリア・セレクションは、2つ

の製品分野のコレクションから

美しくマッチングする意匠の組

み合わせています。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です



家具およびインテリアデザイン

Eurodekor®低圧メラミン

化粧パーティクルボード

コンパクトラミネート

(厚物メラミン積層板)

Eurolight®軽量ハニカムボード

PerfectSense®  

ラッカーボード

ワークトップ用アクセサリー

スラッシュバックパネル

MDFボード 薄板MDFラッカーボード

エッジテープ

Eurodekor®低圧メラミン

化粧MDFボード

高圧メラミン化粧ボード

薄物チップボード

薄板MDFボード 加工済みボード

メラミン化粧板

ワークトップ

Eurolight®軽量ハニカム化粧ボード

Eurospan®

パーティクルボード
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建設資材 床材

ラミネートフローリング

デザインフローリング GreenTec

製材 

未加工、乾燥剤、面取り材

OSB
実付き

DHF 
通気性 木質ファイバーボード

Peel Clean Xtra EGGER Protect

コンフォートフローリング

OSB 

ストレートエッジ

Eurospan®敷設用ボード

Ergoボード

EGGERの世界

幅木
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沿革

「木材は、簡単に捨てて
しまうには、あまりにも
価値が高いのです!」

EGGER社の設立者、Fritz Egger 
senior。Fritz Egger seniorは、

どこまでも己の道を貫く人物

でした。

Fritz Egger senior、 1982年没
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私たちが EGGERです

1961年 にさかのぼってみましょう。

Fritz Egger seniorは、ザンクト・ヨハンで、ブルンホー

フの農場と製材所からなるEGGER家の事業に成功

しました。

その一方で、Fritzの叔父であるEdiは、クーフシュタイ

ンで伝統的なビール工場とホテル、映画館および2
件の居酒屋を経営していました。

2人とも、事業は上手く行っていました。製材所は、チ

始まり：

1961年、チロルのザンクト・ヨハ

ンにEGGER初のチップボード工

場が誕生。

ロル州のウンターランド地方では近代的な部類に入

っていました。それでも、Fritz Egger seniorは満足し

ていませんでした。Fritzは、洞察力のある人だったの

で、製材所ではEGGERに将来性がないことを見抜い

ていました。そこでFritzは、再建を図りました。EGGER
ブランドの下で最初のチップボード工場設立を決意

しました。しかし、道のりは平たんではありませんで

した。あらゆる障害を乗り越えて、わずか数ヶ月後に

最初のチップボード工場が竣工したとき、Fritz Egger 
seniorはすべての人に対して志操堅固であれば事業

も成り立つことを示したのです。 

→ 1962年には、チロル州ザンクト・ヨハンの工場では、毎日 30 m3 のチップボ

ード生産されていました。現在では、当社の 20 か所のEGGER工場は、この

同じ分量の木質系材料をわずか 2 分以内に生産しています。
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年表:
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1961年 

Fritz Egger seniorがチロル州ザンクト・ヨハン(オース

トリア)に会社を設立

1966年 

ヴェルグル(オーストリア)でファイバーボード工場

を買収

1970年 

ウンターラードルベルク(オーストリア)でチップボー

ド工場が稼働

1982年 

Michael、Fritz juniorおよびEdmund Eggerの兄弟が

経営を引き継ぐ

1984年 

ヘクサム(イギリス)に最初の海外工場

1989年 

最初のドイツ工場: ギフホルン(ドイツ)で  

メラミン化粧板生産

1990年 

ブリーロン(ドイツ)でチップボード工場が稼働

1994年 

ビュンデ(ドイツ)で家具向け部材の生産。  

フランスで最初の工場: リオン・デ・ランド(フランス)

1995年 

チロル州ザンクト・ヨハン(オーストリア)でラミネート

フローリングの生産

1995年 

ブリーロン(ドイツ)でのMDF工場建設、およびベーヴ

ェルン(ドイツ)での薄板MDF工場買収

1998年 

バロニー(イギリス)でパーティクルボード工場が稼働

1999年 

ヴィスマール(ドイツ)でのOSB生産および床材生

産。 マリーエンミュンスター(ドイツ)でのコーティング

工場の買収

2000年 

ランベルヴィレ(フランス)でのチップボード工場の

買収

2005年 

シューヤ(ロシア)に最初のロシア工場

2008年 

ラダウツィ(ルーマニア)の新工場でチップボード生

産を開始

2008年 

ブリーロン(ドイツ)で製材所が稼働

2010年 

ゲブゼ(トルコ)でトルコのエッジバンドメーカーRoma 
Plastikを買収

2011年 

ガガーリン(ロシア)でのチップボード工場の買収

2015年 

ザンクト・ヨハン(オーストリア)での本社社屋および

ハイ・ベイ倉庫を含む工場拡張

2016年 

ガガーリン(ロシア)でのMDF施設およびフローリング

生産を含む工場拡張

2017年 

ヨーロッパ域外で初の工場: コンコルディア(アルゼ

ンチン)拠点の買収

2019年 

ビスクピエツ(ポーランド)の新工場で 

チップボード生産を開始

2020年 

欧州外では初となる工場新設からの投資。レキシ

ントン、ノースカロライナ州(アメリカ合衆国)新工場

の操業開始 

私たちが EGGERです
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私たちが EGGERです

当社の信念

EGGERでの研修:  

チロル州(オーストリア)のザン

クト・ヨハンにおける当社の実

習生たち。

EGGERは活気に満ちた国際的な大家族です。

この背景には、世界77か国で20の工場および25の
営業拠点が含まれています。

若い人から年配の人まで、すべての従業員がEGGER
グループに貢献するために仕事に取り組んでいま

す。彼らは献身的な努力、専門知識、経験、そして忠

誠心によってEGGERを支えています。

当社は、すべての拠点で若年従業員をスペシャリス

トに育て上げ、社内で能力開発の機会を促進するこ

とによって、相互信頼に基づく従業員

の協力関係を築いています。

EGGERを構成しているものとは
何でしょうか? 
それは私たち全員です。 

→ EGGERは、毎年およそ350人以上の若者を24種類の様々な職業

教育によってスペシャリストに育て上げています。
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1961年創業のEGGER。

Fritz Eggerの子息FritzとMichaelは、当社を新
たな成功へと導きました。2人は力を合わせて、
最も重要な中心的価値を忠実に維持しつつ
EGGERを国際市場に組み込むことに成功しま
した: それらの価値とは、活力、忠実、責任感お
よび信頼です。 

現在、2人のオーナーはもう経営の指揮をとって
いませんが、相談役としては当社の発展のため
に戦略的方針を決定する際に重要な役割を果
たしています。2人は、グループ経営陣との密接
な連携を保ち、当社の創設者である父親のビジ
ョンが次の世代にも上手く受け継がれるように
目を光らせています。 

特長のある 
家族経営企業

オーナー:  

Fritz Egger（左）とMichael 
Egger

「上手い言い方がありますね?
成功には多くの顔がある。そうす
ると、当社の成功はどれほど大き
くなければならないのでしょう? 
当社の成功には 10,000以上の
顔があるのですから!」
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グループ経営陣、 

左から右へ:  
Thomas Leissing (Chief 
Financial Officer & Speaker 
of the Group Management), 
Hannes Mitterweissacher 
(Chief Technology Officer), 
Frank Bölling (Chief Supply 
Chain Officer), Michael 
Egger Jr. (Chief Sales Officer)

当社のグループ経営陣:  
連帯して責任を担う。

当社は家族経営の大企業なので、様々な目標
の中でも特に持続的な目標に関心を寄せてい
ます。当社の製品の高い品質、ならびに当社の
従業員や顧客およびパートナーとの人間味あ
ふれる付き合い方は、そのような目標に基づい
ています。。このような基盤に支えられて、グル
ープ経営陣が企業の顔となっています。  

Thomas Leissing、Frank Bölling、Michael 
Egger Jr.、Hannes Mitterweissacherの4人は、
同じ目標に向かって責任範囲を分担していま
す。その目標とは、この成功した企業を最高レ
ベルでさらに拡充することです。彼らは毎日、他
のすべてのEGGER従業員とともに、EGGERを唯
一無二の企業に育て上げる仕事に邁進してい
ます。これによって、進むべき方向はただ1つと
なります。すなわち、さらに上を目指すのです。

私たちが EGGERです
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EGGERは木材からより多くのものを作り出すだ
けではなく、仕事場からもより多くのものを作り
出します。
EGGERグループの中心には、献身的で優秀な

社員が存在し、木質系素材産業における世界
的リーディングカンパニーであるEGGERグルー
プの今日の大きな特徴となっています。

当社の成功は偶然の産物で
はありません。そうではなく
て、20,000人を超える人々の働
きによる成果なのです。

当社の従業員

「EGGERは、他に類を見な
い可能性を与えてくれま
す。私は、優れたトレーニン
グと支援のおかげで能力
を伸ばすことができました
し、成功するチームを育て
上げることができました。」

Peter Reed、

保全監督者メカニクス、

ヘクサム(イギリス)
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私たちが EGGERです

「流行を感知するのは、一
種の芸術です。感知した流
行を EGGERで具体的な製
品に転換する仕事に、私は
毎日新しい喜びを感じてい
ます。」

「男性が多い職種のマネ
ージャーとして、わたしは
EGGERでさらに自分を成長
させることができ、多くの新
しいことを学ぶことができ
ました。

ユリヤ・クックスハウス 

ウッドヤード責任者。 

ガガーリン（ロシア）

Klaus Monhoff、

デザインマネジメント・装飾マネジメント担当主管、  

ブリーロン(ドイツ)
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「私たちには、最先端の技術で作業を行い、ヨーロッパ
全域の従業員たちの集めた経験値を活用するという、
他と比べようもないチャンスが与えられています。」

Mihaita Calugarean、 

シフトリーダーOSB生産、

ラダウツィ(ルーマニア)
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私たちが EGGERです

「私がEGGERで学んだ最
も大切な事ですか? それ
は、何事にもソリューション
があるということです。」

「EGGERは、約束を重んじ
ます。この姿勢は、社内外
で非常に高く評価されてい
ます。」

Sophie Bourniquel-de Oliveira、

装飾および製品担当主任 フランス/スペイン/ポルトガル、 

リオン・デ・ランド(フランス)

Peter Lattrich、 

EGGERリサイクリング 

事業部Timberpak監督、  

レールテ(ドイツ)



「物流での私の仕事は複
雑で、変化に富んでおり、
非常に多様です。それは、
まさにEGGERそのもので
す。」

カタリーナ・シルブ、 

輸送管理スペシャリスト、  

ラダウツィ(ルーマニア)

44

「ここEGGERで私が特に気
に入っているのは、職場環
境の良さです。私たちは、
皆で力を合わせれば最も
よく問題を解決できること
を全員が理解しています。
そこから私たちの団結が生
まれます。」

Wilhelm Grauer、
ホイールローダードライバー　木材集積場、

ブリーロン(ドイツ)
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私たちが EGGERです

「革新的な企業で働くということは、毎日が新しい挑戦
です。 自分のアイデアを貢献し、実行するのは楽しいこ
とです。」

ユリア・ライター 

品質管理グループ技術者 

ザンクト・ヨハン、チロル州(オーストリア)



自社の
成長

国際性  ページ 48 
革新性  ページ 56
統合  ページ 60
識別  ページ 64





48 私たちは、品質をデザインと結び
つけます。
そして、ザンクト・ヨハンを東京と
結びつけます。

国際性

EGGERは、チロル州(オースト

リア)のザンクト・ヨハンにある

基幹工場でも成長していま

す。33.6 mの高さがあるハイ・ラ

ック倉庫には、35,300 m3 の木

質系材料が保管できます。倉

庫保管は、5台の入出庫装置に

よって、18階建ての総計3,040
の保管スペースの中を完全自

動で行われます。 
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自社の成長

EGGERはグローバルに考えローカルに行動します。 

当社は、チロル州をルーツとする国際的企業です。当

社は、ヨーロッパとアメリカの市場に重点を置いてい

ますが、アジア、オセアニア地域に至る輸出市場でも

当社の製品に対する需要は高まっています。考え抜

かれた物流システムによって、道路から鉄道、海運に

至るまでのあらゆる利用可能な交通手段を活用し、

いつでも素早く注文に応え 原材料の供給を確保で

きるようになっています。

EGGERは、近道を行くために、世界中に幅広く展開し

ているのです。

環境に配慮した物流システム

の運用は、インフラと適切な輸

送手段の効率的な活用・選択

の両方に関わるものです。

→ 毎日1,360台のトラックがEGGERの拠点を出発します。  

これはトラックを縦に並べた場合、2424kmの車列となります。
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ウンターラードルベルク　オーストリア

チロル州のザンクト・ヨハン

オーストリア

1

3

5

2

4

6
ベーヴェルン　ドイツ

ヴェルグル　オーストリア

ブリーロン　ドイツ

ギフホルン　ドイツ

20か所の拠点にて誇らし
い業績をあげています。

右側の写真:

ザンクト・ヨハンでのエネルギー

および環境プロジェクト: EGGER
の工場では、バイオマスや生物

由来の生産残渣を自ら燃焼さ

せることで熱エネルギーを生成

しています。現在では、この熱

エネルギーによって、EGGERの

工場だけではなく、地域暖房ネ

ットワークを介して約 1,000 の

家庭および地域のすべての大

口使用者にエネルギーが供給

されています。



バロニー   イギリス

ヴィスマール   ドイツ

ビュンデ　ドイツ

9

7

11

13

10

8

12

14
リオン・デ・ランド   フランス

ヘクサム   イギリス

マリーエンミュンスター　ドイツ

ランベルヴィレ   フランス

シューヤ   ロシア



52

独力で成長する

19
ビスクピィエツ   ポーランド

ラダウツィ   ルーマニアガガーリン   ロシア

15

17

オーストリアから全世界へ。チロル州に最初のチップ

ボード工場が設立されることによってEGGERグループ

の礎石が置かれて以来、当社は独力で成長してきま

した。持続的かつ国際的に。  

ボードが南西フランスのリオン産であろうと、あるいは

ロシアのガガーリン で製造されたものであろうと – す

べては等しく高品位のEGGER品質基準に対応して

います。 

16

18

20

ゲブゼ   トルコ コンコルディア   アルゼンチン

レキシントン、ノースカロライナ州   
アメリカ合衆国





当社の
生産拠点

当社の
販売拠点

1 St. Johann in Tirol AT
2 Wörgl AT
3 Unterradlberg AT
4 Brilon DE
5 Bevern DE
6 Gi� orn DE
7 Bünde DE
8 Marienmünster DE
9 Wismar DE
10 Hexham UK
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
19 Biskupiec PL
20 Lexington, NC US

1 Tours FR
2 Kortrijk BE
3 Tistrup DK
4  Kriens CH
5 Treviso IT
6 Šenčur SI
7 Varaždin HR
8 Hradec Krălově CZ
9 Poznań PL
10 Budapest HU
11 Belgrade RS
12 So� a BG
13 Bucharest RO
14 Vilnius LT
15 Minsk BY
16 Kyiv UA
17 Moscow RU
18 Almaty KZ
19 Shanghai CN
20 Tokyo JP
21 Santiago de Chile CL
22  Melbourne AU
23 Buenos Aires AR
24 Ho Chi Minh City VN
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オーストリアから、そし
て世界から
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自社の成長
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自社の成長

革新性

何百年も前から、人間は木材とともに生き、木材とと

もに働いてきました。EGGERは、このような木材の有

用性を最適化するために、日々重要な貢献を果たし

ています。そのため、当社は木材を用いた仕事の中

で、製品、工程およびサービスの更新と開発を常に

続けていいます。EGGERのビジョンを実現するために

は、このような仕事が決定的に重要です。わが社は、

将来の顧客が必要とするものを、現在すでに理解し

ています。 

その際には、環境および持続可能性への配慮が常に

中心的な位置を占めています。当社は、天然由来の

原材料を用いています。そのため、当社は可能なか

ぎり資源の保全に努めながら仕事を進めています。

その努力は、生産過程の全体にわたっています。 

どうすれば、現在のお客様に応える
ことができるでしょうか?  
将来の技術を用いるのです。 

フィールウッド同調エンボス

表面によって、視覚についても

触覚的についても完全な調和

と、抜群の材料耐久性が実現

されます。

左側の写真:

生産における革新性:40 のシリ

ンダーと最大 700 N/mm2 の
圧力、および6 つのカメラを用

いた当て板の調整によって、チ

ロル州(オーストリア)のザンク

ト・ヨハン工場内の「Super-KT」
では、完璧に同期された表面が

出来上がります。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です



58 創造性についての当社の公式
は？
それはいつでも解決可能です。
ウンターラードルベルク(オーストリア)にある当社の

TechCenterでは、研究者と技術者のチームが、木質

系材料についての新しい製品や技術、接着剤および

加工工程を開発するために、重要な将来性のあるテ

ーマに取り組んでいます。当社の実験室における仕

事は、顧客の利益を基準としており、それによって長

期的には当社の収益性の基盤となります。ここでは

当社のビジョンが計算可能な公式になります。この

公式は、研究から始まり、産業上の実現可能性に及

びます。 

実験室の木材:

穿孔テストでは、トルオールを

用いた抽出およびその後の光

分析によって、木質系材料ボー

ドのホルムアルデヒド含有量が

計測されます。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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自社の成長

当社は、製品によってお客様

に最大限の利益をもたらすこ

とを重視しています。そのため

に、当社は計画段階から製品

問い合わせ、さらにはデザイン

の可視化までを含んだ実に様

々な支援サービスを提供して

います。

また、私たちは常にサービスの開発に取り組んでい

ます。ボタンひとつで、バーチャル・デザイン・スタジオ

（VDS）は、エッガー・EGGERインテリア・コレクション

の全装飾と、現在の全フローリング・デザインを、様

々な部屋の例として表示することが可能です。

EGGER Decorative Collection Appを使えば、お客様

はいつでも家具や内装の全コレクションを手元で見

ることができるのです。このようにして、意思決定を

迅速に行い、アイデアを巧みに実現し、本当に必要

なものをシンプルな方法で手に入れることができる

のです。

→ 当社の従業員が出した 何百万件もの アイデアの中から、最良

のアイデアが新しい製品および製品やサービスの改善につながり、こ

れまでに世界各国で 2,500 件にのぼる特許を取得しました。
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自社の成長

当社は、関連のあるものどうしを結びつ
けます: つまり、消費者と供給業者を結
びつけるのです。 

原木から製品まで。当社にとって、エコロジカルな循

環は原材料が生育する場所から始まります。当社が

生産に利用しているのは、間伐材や製材所から出た

高品質のおが屑、および適切にリサイクルされた木

材です。こうして、当社は持続可能な林業の維持に

貢献しています。 

木材という原材料は、製材所での無垢材生産から木

質系材料を用いた生産までの過程で利用し尽くされ

ます。製造過程で発生するすべてのおが屑は、当社

独自の施設で改良工程のために使用され、こうして

常に価値を増して行くのです。

熱として利用する前に、まず材料として利用すること

が大切です。前記のような改良が不可能になっては

じめて、表皮おが屑および有機素材は電力と熱を生

み出すために利用されます。こうして当社は、木材を

最適に利用するためのシステムを作り上げ、化石燃

料に依存しなくなりました。 

統合

左ページの写真:

EGGERにおける川上統合: 木材

供給を確保し改善するために、

当社は、独自に森林経営を行

っています。



62 自社内の循環の輪の中で考える。
あるいは、原材料の段階で、
エンドユーザーのことを考える。

EGGERは、価値創造過程に参与するすべてのパート

ナーを結びつけます。統合とは、当社がすべてのプロ

セスで共に考えることを意味します。しかも、その考

えは全方向に及びます。

川上統合。当社は、納入業者との長期的な提携関

係および契約関係を重視しており、原材料供給の確

保と改善に集中しています。そのために当社は自社

でも製材所を持ち、独自の接着剤施設、独自の森林

経営企業および木材リサイクル企業、ならびに独自

の短周期で植林と伐採が可能な植林地および物流

システムを持っています。 

ラダウツィ工場における補強： 

2010年にルーマニア工場へ接

着剤製造設備への投資を行

い、自社使用用途向けに接着

剤と樹脂を製造しています。

掲載されている単色・木目柄は全て複製された工業製品です
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自社の成長

川下統合。家具構成におけるClic技術で、さまざまな

新しい可能性を提供します。Clicは、チップボードとユ

ーロライト軽量ボードを直角に接続するための、形状

接合し貫通する溝とスプリング式のジョイントで、全

方向のシーリングが施されています。Clic接続により、

ボディー組み立てに追加の継手や接着剤は必要あり

ません。このため、家具組立が子どもでもできるよう

に楽になります。

clic技術のおかげで、移動する

ことの多い現代人にも、家具

の組み立てや分解が容易に

なります。
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お互いに学ぶ: ザンクト・ヨハ

ン（AT）の自動車工場責任

者、クリスチャン・ザイヴァルト

は、EGGERの若い才能ある人材

に、これまで培ってきた専門知

識を伝授しています。

企業への高い忠誠心

将来性のある特別な職場環境の中で人がお互い

に尊重し合い、人間性を重視している場合には、そ

こに信頼が生まれ、仕事への喜びが生み出されま

す。EGGERは、各地域で最善の雇用主となることを

望んでいます。  

私たちの工場の中で最も素晴らしい
場所はどこでしょうか？
それは、私たちの職場です

識別

健全で安定した企業として、常に将来に目を向け

た、当社は、このような業務への喜びに、さらに必要

な保証を付与します。当社の一員となった人は、単な

る労働者ではなく、大家族のメンバーになるのです。 
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自社の成長

品質の高い学習: EGGERは、

幅広い職種において、明日の

スキルを持った人材を育成し

ています。 

「EGGER RUN」: このキャンペ

ーンは、 当社の従業員の 健康

に良いだけではなく、同時に、

地域の社会福祉施設でも注目

されています。1キロメートルを

走る毎に、 5 ユーロの募金が集

まります。

私たちの工場の中で最も素晴らしい
場所はどこでしょうか？
それは、私たちの職場です

総合的な研修

当社は、木材技術者から事務員まで、総勢350名を

超える若手社員にたいして当社の拠点で研修を行

っています。その際に、当社は、従業員を各人の力量

に合わせて育成し、各人の能力を補強します。グルー

プ間で練り上げられた研修基本計画は、各国の公的

研修システムに新しい基準を与え、各国間での交換

プログラムを可能にしています。

健康管理

従業員の健康維持は、当社の目標です。EGGERの健

康管理は、健康な食生活や運動、およびコンサルティ

ングまでを含んだ、年間 40 種類以上の多種多様な

サービスを提供しています。

→ 2010年に、「EGGER RUN」を開始して以来、従業員は大会で30万キロ以上を走

り、160万ユーロ以上の寄付をすることができました。
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ザンクト・ヨハン(オーストリア)

における「新しい働き方」

新しいオフィス空間コンセプト

のパイロットプロジェクトは、ス

タッフ間の協力と交流を促進し

ます。このように、エガーはデジ

タル化によって生じた新たなニ

ーズに応えています。

魅力のある仕事場

従業員の満足と決断そしてモチベーションが当社の

成長の基礎を築きます。当社は、 77 か国出身の従

業員を擁する国際的な職場です。あらゆる国境を越

えた活発なノウハウの交換は、当社の国際的な組織

を促進するだけではなく、当社の社内文化の特長に

もなっています。 
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自社の成長

Startklarプログラム参加者のプ

レゼンテーショントレーニング。2 
年毎に、18 名の次世代経営者

が、すべての工場から集まり、こ

の国際的なプログラムに参加

します。 

能力開発のチャンス

社内人材育成。当社は、専門家および経営者を社内

で育成する努力を続けています。そのために、当社

は、独自の経営者育成プログラムを開発しました。特

に、次世代経営者育成プログラムStartklarでは、経

営の資質を備えた有能な若年者に対して、年半にわ

たり価値の高い経営学の基礎知識および後に経営

者の地位についた際に役立つ社会的力量を育てる

チャンスが与えられます。 



Naturally
EGGER.
環境  ページ 70
持続可能性  ページ 72





70 木材の取り扱いで特に気をつけ
るべき1つのこと、それは尊重す
ることです。

木材は、私たちにとって、原材

料であり、リサイクル可能素材

です。私たちは持続可能な行

動をとり、資源を大切に守り、そ

の結果、持続可能な開発に貢

献します。

当社は自然との関わりが密接であり、持続可能性が

流行になる以前からすでに持続可能な考えを持って

いました。EGGERは、人と環境に対する責任を真剣に

考えています。そのために、当社は日々、持続可能性

のある経営を実践しています。

当社は、私たちの行動が環境に与える影響に常に目

を向けています。資源の責任ある利用が私たちの目

標です。工場に導入された最先端のテクノロジーと、

プロセスの継続的な改善が、その答えです。地域の

環境保全に対する重要な貢献以外にも、EGGERは

大規模な貢献を行っています: 当社が生産に利用し

ているのは、間伐材や製材所から出た高品質のお

が屑、および、当社の工場で再利用される適切にリ

サイクルされた木材です。木材は、多くの量のCO₂を
固定します。製材1m3で802kgCO₂、OSBパネル1m3で
753kgCO₂、生チップボード1m3で1,019kgCO₂、MDFパ
ネル1m3で1,096kgCO₂となります。

→ 当社のEGGER製品は、毎年 650 万トンのCO2 を固定しています。 

環境
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リサイクル

企画と申請書

製材副産物の
利用

木質系材料の生産
および改良 

再生可能エネルギー

持続可能な林業

当社の環境循環－または、持続
可能性が当社では単なる言葉
以上のものである理由。

当社は、環境生産宣言(EPDs)に従って、完全な情

報公開を実施しています。これによって、当社のあら

ゆる基本製品について、環境および健康面に関す

る重要な情報が専門家に提供されます。

生産工程における環境性能を常に改善するために、

当社は、ISO 50001、ISO 14001およびEMASに基づく

国際的な認証を取得したエネルギーマネージメント

および環境マネジメントに従っています。

私たちは、地域の製材所や

認証を受けた製材所から

副産物を購入することを

優先しています。副産物

の利用促進により天然資源

の保存に努めています。

木質系素材の生産におい

て、廃材を再利用していま

す。これは、家具やパレット、

梱包材などの廃棄物から発

生するものです。

こうすることで、新鮮資源を

節約し、CO₂の貯蔵効果を長

持ちさせることができます。

当社では、素材としては利用で

きないバイオマスや製材残渣

を、独自のバイオマス発電施設

で熱およびエコロジカルな電力

に転換しています。

持続可能な森林経営を推進するために、私たちは努力

しています。私たちは、サプライチェーンにおける法的・

社会的基準の遵守を徹底しています。私たちの木材

は、ISO 38200に基づき、100％検証された合法かつ管

理された供給元から調達しています。丸材は、購入地域

の認証林から購入することを優先しています。

持続可能性
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環境と持続可能性

当社の信念は一巡し、始めに戻ります。 

当社は、生産に利用できなかった表皮おが屑やリサ

イクリング木材をバイオマス発電施設でエコロジカ

ルな電気や熱に変換しています。これによって、天然

ガスを燃焼させた場合に比べて年間2百万トン以上

の二酸化炭素が削減されます。これこそが、当社の

素材である木材の、まさに最適で環境に優しい利用

法であり、当社の最も重要な供給者である自然に合

った利用法なのです。

EGGERにおけるリサイクル管理:  

木材のリサイクリングおよび再

利用の最適化は、 

自然保護を目的とした当社

の環境循環の重要な構成部

分です。
→ 当社のチップボードは、平均して 30 % がリサイ

クルされた材料から出来ています。



EGGER  
in focus.
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中欧、西欧、東欧、北米、南米に工場を持つこの数十

年の力強い成長は、高度な多様性をもたらしていま

す。その間、77カ国の仲間が各拠点で働いています。

彼らは皆、私たちの最も貴重な資源である「木材」に

対する情熱を共有しているのです。このつながりは、

別途、会社紹介映画で印象深く紹介されています。

そこでは、従業員だけでなく、オーナーやグループリ

ーダーも発言しています。かれらは、EGGERがどのよ

うに成長し、どのような価値観がEGGERの世界を特

徴付けているのかを話しています。中心は社員です。 

短編映画が語る 
EGGER社史

ポーランド出身のロマン、ドイツ

出身のパウラ、アメリカ出身の

ランス、ロシア出身のアナスタ

シア、フランス出身のオード。彼

らは皆、私たちの唯一無二の「

木材」に対する情熱を共有して

いるのです。



EGGER会社紹介映画
www.egger.com/film

情熱の共有
10か国。20か所の拠点。1巻の映画。
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