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ShortStory

シンプソン

クイックセット
1９４６年にアドルフ・スコープとカール・ラインハル
トが施工性に優れたチューブ状のロックを開発し
住宅のロックデザ
インを革新させま
した。以来６０年以
上に渡り、常に技
術革新を続け皆
様に高品質で使
いやすい製品を安
心とともにお届け
しています。 

フローラ

ハウディー フローリング

ハウディーオリジナル洗面フローラのキャビネットはタイのサムト
プラカーンにある提携会社で2004年から製作を開始しました。
日本の大手ベッドメーカー向け家具を製作している技術とノウ
ハウをもとに、いち早く日本のF☆☆☆☆基準をクリアし今日
ではFloraはハウディーの人気商品となっています。 
  
  
  

Thailand

Vietnam
２００１年３月よりベトナムのホーチミン郊外の提携会社でハウ
ディー・オーク床材の製作を開始しました。欧米から材料を購
入し、V溝加工や市場の求める色、仕様を反映したオリジナル
床材開発に注力しています。
更にハノイ工場も加わりOEM床材も生産中。 
  
  
  
  

1912年よりワシントン州マックレアリ
の森林でドアを作り続けいます。
ＬＩＦＥ ＧＯＥＳ ＴＨＲＯＵＧＨ ＩＴ®をキャッ
チフレーズに伝統に培われた技術や創造
力を生かし最高級のドア作りを目指して
革新を続けています。  
  
  

Carifornia/Lake Forest

WA/Mc Cleary
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フロリダ

ミネソタ

アイオワ

オハイオ

1885年にペンシルバニア
州で階段や部材の製作を始
めました。１９１１年にオハイ
オ州に移り、その高い技術
と品質で南部の邸宅にみら
れる精緻なサーキュラー階
段造りとその拡大に力を尽
くし、今では米国で最大の
階段メーカーとなりました。 

ペラ

ロールスクリーンの会社と
して創業。１９２６年にアイ
オワ州のペラ市で窓の製造・販売へと事業拡大しました。
ガラス間にブラインドやロールスクリーンを組み込んだ
デザイナーシリーズなど、伝統を生かした機能性と美しさ
の両立をめざしたデザイン開発を進めています。

エルジェースミス

ファイポン
1969年メイランド州ボルティモアで創業。以来半世
紀近く研究開発を続け、ウレタン装飾材の市場拡大
と発展に寄与してきました。今では世界中から多く
の支持を受けまさに業界をリードしています。 
  
  
  

メソナイト
1924年、研究者でありエンジニアでもあったHメ
イソンはウッドチップを経済的な建築資材HDFに
したことで広く知られており建築資材産業に多大
な貢献をしました。この精神は今も脈々と受け継
がれています。 

1903年創業。1960年代に初めて木製サッシの
工業生産を開始した会社であり、２０世紀を代表する
会社トップ１００に建材業界で唯一選ばれた窓メー
カーです。全米NO1のシェアを誇り高品質で機能的
な窓の開発で業界を常にリードしています。また旧帝
国ホテルの設計で知られるフランク・ロイド・ライト氏
デザインのアートガラスでも知られています。 

Florida /Tampa

アンダーセン Minnesota/Bayport

Ohio/Bowerston

Ohio/Maumee
Iowa/Main Street Pella 
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、ウレタン装飾材の市場拡大
した。今では世界中から多く
界をリードしています。 
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