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木材加工のソリューション
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1つのブランド
6千人の社員
無限の可能性
私たちのは貴方の解決策です

お客様のための解決策を個々の機械で。HOMAG の全解決策を代表する、最新の縁貼機。1962 年に発売された世界初の縁貼機が HOMAG の成功の礎石を築きました。

1 つの企業、1 つのブランド

部材提供にとどまらない企業
現代社会で成功を収めるには、市場の動向を探り、顧客の声を聞き、変化に対して柔軟

今後は HOMAG をひとつの強力なブランドとして据えるという決定により、当社はお

に対応する必要があります。それを私たちも真摯に受け止め、企業の体系を一新しまし

客様のニーズに、より一層お応えしていく所存です。今後は、当グループの製品がすべて

た。

HOMAG ブランドの製品として提供されます。それによって、コミュニケーションが明確に
なり、リサーチが容易になるはずです。HOMAG の新しいブランド / コミュニケーション

私たちの行動の中核となるのが、お客様のための解決策です。個々の機械やソフトウェア

戦略については、2 ページ をご覧ください。

の販売、業務、すぐれたサービスにおいて、単独で最適な解決策を提供できる時代はは
るか昔に終わりました。顧客の事業の全体像を理解し、必要なものすべてを 1 つの会
社として納入しない限り、質の高いアドバイスや最適なイノベーションを提供することが難
しくなっています。

「HOMAG は自社を、解決策の中で考え、行動する革新的パートナーとして位置付けています。我々は首尾一貫して
この道を歩む覚悟です」
HOMAG Group AG 取締役 Pekka Paasivaara
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「今日までの当社の発展は、優れた製品、意欲のある従業員、安全な工程の結果です。したがって、顧客やサプライ
ヤの皆様から HOMAG に寄せられる大きな信頼は、私たち全員を日々励ましてくれる特別な勲章です」

2017 年 3 月

「幅広い製品ラインアップを誇る当社は解決策を練り上げ、お客様の事業の発展をお手伝いします。機械だけでな
く、コンサルティングやソフトウェアソリューションも提供できるのが強みです。その点で HOMAG は他のメーカーを
凌駕しています」

HOMAG ライフサイクルサービス部門上級副社長 Anton Hamm

HOMAG 中南欧副社長 Tobias Schaible

(続き)

変化をチャンスととらえる

が 1 つに統合されることで、新たな解決策が市場の成熟を促進します。おなじ

当社は、1960 年代以降一貫して、数多くのイノベーションとテクノロジーでこの

みの HOLZMA のパネルソーや、BRANDT の縁貼機、WEEKE の CNC 工作

業界の発展に貢献し、お客様と共に市場における地位を確立してきました。当社

機械、BÜTFERING の研磨機に HOMAG のロゴが付けられても、品質の信頼

は、明確な戦略に従って木材加工の全工程をカバーする企業へと発展し、現在

性は変わりません。

1,200人のサービス要員
90%のサービス案件を遠隔で解決
1つの目標 ― 最高性能
私たちのはお客様の解決策です

では 6,000 人の従業員が一致団結して世界中のお客様のために働いています。
当社は現在世界市場でナンバーワンの地位にあります。このような発展は、常に

未来志向の戦略

前進を続け、変化に柔軟に対応してきた従業員なくしてありえません。特に最近

私たちが新たなコミュニケーション戦略で強調したい点は、HOMAG の機械とその

は、私たちを取り巻く世界の変化のスピードがますます速くなっています。グロー

用途には、見た目以上のものが詰まっているという事実です。多数のイノベーショ

バル化、個別化、ネットワーク化、デジタル化といったキーワードは、この世界の

ンと特許。さまざまなソフトウェアとサービス。そしてもちろん、従業員ひとりひとり

転換を示すほんの一部にすぎません。

の熱意です。これらすべてが一体となってお客様のための解決策が完成します。

HOMAG を唯一のブランドに
私たちは、このような変化をチャンスと捉えて、次のステップを踏み出しました。す
べてのブランドを 1 つに統合したのです。これからは、私たちの製品すべてを
HOMAG ブランドの製品として提供します。
すべての機械に HOMAG のロゴが付けられ、販売担当者もサービス担当者
も HOMAG の所属となります。この決定の土台にあるのは、私たちの第一の
目標、つまりお客様、サプライヤ、ビジネスパートナーとの協力体制を簡略化し、
全世界で明確なコミュニケーションを可能にすることです。同時に研究開発部門

BRANDT

HOLZMA

FRIZ

私たちの新しいテーマは、HOMAG が部材の集合体以上のものであることを表現しています。お客様のための解決策とは、たとえば HOMAG のサービス要員が、ある目標を達成するため、つ
まりお客様の機械を動かすために全力を注ぐことを意味します。

ブランドの中核を成す価値観

HOMAG AUTOMATION
WEEKE

パートナーシップ

BÜTFERING

+

イノベーション

+

ソリューション志向

私たちは、数十年にわたって顧客の皆様の

HOMAG の未来志向の解決策は、方向性

HOMAG のテクノロジー、製品、サービスは、

誠実で強い結びつきをもったパートナーで

を定め、市場におけるお客様の成功をサポー

お客様が直面している課題を、ネットワーク化

あり続けてきました。

トします。

された全体論的かつ持続可能な方法で解決し
ます。

これらの価値は、新しい強力な HOMAG のモットーとなります。

= お客様の解決策です
新しいブランド戦略は、ブランドを明確にすることで世界中で HOMAG とその製品に簡単にたどり着けるようになります。今後は、すべての製品に HOMAG のロゴが付けられます。

プロセスチェーンの全段階で「お客様のための解決策」を提供します
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統合による単純化

当社の新しい体系が
顧客の皆様にもたらすメリット:
1. 1 人の販売担当者がすべての解決策を

来に適応していて、企業のプロセスの最適化を行う

え、顧客の皆様から寄せられた体験談も数

提供: お客様担当の HOMAG エキスパ

ことです。

多くご紹介します。詳しくは、www.homag.
com をご覧ください。

ートがあらゆる製品に関するご相談にお応
えし、お客様と協力してニーズに合った解
決策を講じます。

3. 世界全体をカバーする 1 つの強力なサービス
チーム: 高度な専門知識を備えた HOMAG のサ
ービス担当者のチームが、全世界で迅速かつプロ

2. イノベーション促進のための 1 つの強

フェッショナルなサービスを提供します。

力な開発チーム: 研究力を結んで、私たち
は更に高い速度で新しい解決策で市場を

4. 1 つの Web サイトであらゆる解決策を提供:

進めている。その上にいつもこんな要望を持

今後は、当社のすべての解決策を 1 つの URL

っているのは 企業の発展を進めていて、未

で確認きるようになります。豊富な製品の一覧に加

世界中に広がるパートナーシップ

「オートメーションは最初の一歩に
過ぎません。HOMAG のコンサルティ
ングと一貫したソフトウェアこそが、
我々に突破口を開いてくれました」
Schreinerei Beer (ドイツ) オーナー
Christian Beer
「当社のようにシステムキッチンを 48 時間以内
に納入するには、生産のネットワーク化が必要で
す。そしてそれに精通しているパートナーも」Darex
Home (セルビア) マネージャ Olja Glisovic
「私たちの成功は、HOMAG の解決策への投資なし

「1つのブランドにまとまることで、あらゆるビジネス

にはあり得ませんでした」Erba Mobili (イタリア)

分野でより大きな効果を上げられるようになりまし

マネージャ Alessandro Erba

た。すべての分野で顧客の皆様に最高の解決策を
提供することができます」
HOMAG BU パネル分割部門上級副社長
Wolfgang Augsten
「HOMAG のおかげで、段違いに大きい企業との
厳しい競争にも負けていません」
Schreinerei Daxenberger (ドイツ) 一級建具技
能士 Bernhard Daxenberger

「HOMAG の特徴は、解決策が全体論的なコンセプ

「何か問題が発生する
と、HOMAG が必ず解決案を見
出してくれます。HOMAG のサポ
ートとサービスには大いに満足し
ています」

トに基づいていることです。コンサルティングから生

Precise Precut (オーストラリア) マネージャ
Lyle Kearns

産体系、ネットワーク、そして他に類を見ない製品ポ

メッセティッカー

ートフォリオまで。もちろん、そこにはサービスも含ま

HOMAG が LIGNA に出展。

れています」
HOMAG 製品管理ディレクター Achim Homeier

HOMAG の解決策の世界へぜひ足をお運びくだ
さい。2017 年 5 月 22 日～26 日にハノーファ

「当社では、生産体系全体を一新しました。新しい

ー�メッセのホール 13 と 14 で、HOMAG が

設備の構築も HOMAG にお任せするつもりです」

どのようなソリューションをご用意できるか、ご自

Nowy Styl (ポーランド) 重役 Jerzy

分の目でお確かめください。

Krzanowski
「HOMAG の協力を得て、階段製造の次のステップ
へと進むことができました」
Weberhaus (ドイツ) 階段製造部長 Klaus
Armbruster
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