Factory

CERUBO CO., LTD

Policy

Location

CERUBO originates from the deep roots township of Takumi,

A:FACTORY 1

in Hida-Takayama, Japan. Our company is well known for designing and

ADD: Binh Phuoc A Quater,Binh Chuan Ward,Thuan An Town,Binh

producing exclusive wooden furniture using ‘traditional’ Japanese skill.

Duong Province. Vietnam

The ‘traditional’ Japanese skill is our speciality as it’s developed for

Tel: +84-6503-788-374/5/8

several generations by our craftsmen. Now, with the latest technology and

Fax: +84-6503-788-376

skillful craftmanships, we can provide the best furniture to our customers.
We promise to deliver the best of material and goods at a reasonable fair price.

B:FACTORY2
ADD:Lot Cn13, H1 Street, KIM HUY INDUSTRY PARK,Phu Tan Ward, Thu

私たちCERUBOは、最良の材質を使い、
確かな技術で作ります。

Dau Mot Town, Binh Duong Province.

私たちCERUBOの財産は、人と資材、
そして日本の伝統です。

Tel: +84-6503-815500/1/2

匠の郷である、
日本の飛騨高山にルーツを持つCERUBOは、

Fax: +84-6503-815503

その培われた技術と伝統を活かして、
お客様にとって最高の
家具を適正な価格でお届けできるよう、
最大限努力しています。

1st factory is about an hour drive away from Tan Son Nhat airport.
第一工場までタンソンニャット空港から車で約1時間

Material

CERUBO CO., LTD

Background

Category of Material

CERUBO well known for producing the finest material and goods in

Oak

China,North America

the region has a unique practice by storing all our sources and material,

オーク

中国,北米

thus providing immediate solution to meet our customer’s demands.
Black Walnut

Eastern North America,Canada

ブラックウォルナット

北米 東部,カナダ

1つは、常に良質な地域の最高の素材を確保し続けるため。

White ash

Southeastern North America

もう一つは、お客様からの発注にベストパフォーマンスを発揮するため。

ホワイトアッシュ

北米 東南部

CERUBO is ready to meet our customer’s needs at any time.
私たちCERUBOが、
これだけの素材を確保するのには理由があります。

これだけの素材を家具のためだけに確保しているメーカーは、
そう多くはないでしょう。

European Beech

Parts of Europe (France &c.)

CERUBOは、いつでもお客様のご要望にお応えする準備があります。

ヨーロピアンビーチ

ヨーロッパ各地(フランス等)

Rubber wood

Southeast Asia (Vietnam)

ラバーウッド

東南アジア
（ベトナム）

Black Cherry

Northeastern United States

ブラックチェリー

アメリカ 北東部

CERUBO CO., LTD

Manufacturing

General Manager Mr.Kazuiwa IKUMA

Quality control manager Mr.Kouta KIRIHARA

I encourange my craftsmen to take full responsibility for the entire production

My aim is to improve the quality of our products by focusing on

as I believe in creating an environment in which craftsmen can concentrate

quality control during the manufacturing process, to convey the intention of

on their duties.

our artisan designers and engineers with feedback from the field to put

I understand the characteristics of Vietnamese are gentle and serious;

together the best of the best.

however I ask them to understand the level and standard of Japan and

We are committed to ensure the goods we produced are safe to use

other part of the world standard manufactures as well.

as well as eliminates the waste of materials at manufacturing process.

In addition, we are committed to maximizing the capacity of the plant,

At the manufacturing stage, I aim to achieve both safety and effienciency to

ranging from managing the progress of the design and made-to-order

ensure highest quality of goods is produced for our customers.

manufacturing line, to the management of new products samples.

We would like to work in good faith with our customer’s request and change

Our first priority is to ensure safety.

it on a daily basis as I think of CERUBO as a world standard factory.

私は製造全体に責任を持ち、社員が自分の職務に専念できる

私は製造工程における品質管理を中心に、
デザイナーや設計者の意図を

環境を作れるように心がけています。

現場に伝え、
現場からのフィードバックと擦り合せることで品質の向上を

優しくて真面目なベトナム人の国民性を理解した上で、
製造者として

目指しています。

日本をはじめとする世界の標準、
基準を理解してもらっています。

家具の使用における安全性はもとより、
製造工程や資材の無駄を省き、

また、製造ラインの設計や受注管理、
サンプルや新規商品の

製造段階での安全と効率化を両立させるよう努めています。

開発管理に至るまで、安全を最優先に確保した上で工場の能力を

CERUBOがワールドスタンダードの工場であるべく、
日々変化する

最大限発揮できるマネジメントを行うように努めています。

お客様の要望に誠実に取り組んでいきたいと思います。

製造本部長

品質管理責任者

伊熊

一巌

桐原

康多

Design

CERUBO CO., LTD

Designer Mr.Tatsuya SAKAI

Our Heritage

My design element is to complement the characteristics of wood to produce

We stored all our design mould in our manufacturing plant. Thus,

a beautiful form using ‘traditional’ Japanese skills. In addition, our design also

it’s possible to recreate a model from the past as well we use it as reference

efficiently prevents waste of materials and components. By doing this,

to create new designs.

I’m thinking to minimize the cost and distribution to a reasonable price.

Our designs are a universal beauty, which is everlasting throughout the flow

The originality of the design coexists with tradition making our design well

of time.

loved for a long time.

私は木材の特徴を活かしながら、
日本の伝統的な技術と融合させることで

これは第一工場（製造工場）に保管されている家具の「型」
です。

美しいフォルムを生み出すようデザインしています。

過去のモデルを再販する時にも使いますが、
新しいデザインの

また、素材や部品に無駄が出ないように効率的に設計することで、

参考にする時もあります。

コストを最小限に抑え、適正価格で流通できるよう考えています。

時の流れに流されない、
普遍的な美しさを求める家具作りでは、

オリジナリティと伝統が共存することで、
大切な家具がお客様に長く

過去の蓄積も大切な財産になるのです。

愛されることを願います。
デザイナー

坂井

達也

CERUBO CO., LTD

Company

Company Profile

Company Profile

Established / Oct. 2001

For customer’s viewing purposes, we have a showroom available at

Turnover / USD27,000,000/year (2012)

our 1st factory.

Workforce / 815 employees (2012)

To visit our showroom, please do not hesitate to contact us at:

Management / Mr.Ichiro Nakamura (Managing Director)
Land size / 1st Factory : 24000m2

2nd Factory : 30000m2

Category / Furniture Manufacturer

第一工場に隣接されたオフィスには、
ショールームもございます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

Main Products / Dining Set, Living Set
Main Export Country / Japan, Korea
Bank / VID Public Bank
Monthly Capacity / Dining Chair 32000 unit; Dining Table 7800 unit

OFFICE

Binh Phuoc A Quater, Binh Chuan Ward,Thuan An Town,
Binh Duong Province. Vietnam

設立／2001年10月
売上高／23億円（2012年現在）
従業員数／815名（2012年現在）
役員／代表取締役

中村

敷地／第1工場:24000㎡

一郎
第2工場:30000㎡

業種／家具製造
主力製品／ダイニングセット、
リビングセット
主要輸出国／日本、韓国
取引銀行／VIDパブリック
月間製造数／ダイニングチェア：32000脚 ダイニングテーブル：7800台

Tel: +84 - 650 -3788375
Fax:+ 84 - 650 -3788376
Email: info@cerubo.com

