
PRESS RELEASE

この度、フィリピン・マニラに位置する「Designs Ligna（デザインズ　リグナ）
社」のショップ「Casa Ligna（カーサ リグナ）」内にカンディハウスショップ
がオープンいたします。6年前より営業強化してきたアジア・オセアニア地域
への展開は、フィリピンを加え9カ国・地域となります。ショップでは「テン 
ダイニング」などデザインにこだわり、海外で需要が高いシリーズを中心に
展開。北海道の自然と日本の美意識を取り入れた生活空間を提案します。

オープン日時：4月26日(金) 12：00～
オープニングセレモニーは15：00～

店舗名称：CONDE HOUSE MANILA　
店舗面積・点数 ：210㎡、約50点
所在地：235 Nicanor Garcia St. Bel Air,    
Makati City, Makati, 1209 Metro Manila

2019年 4月8日

アジア9カ国目の日本のものづくり発信

フィリピン・マニラにカンディハウスショップがオープン

■ Designs Ligna 運営ショップ  概要

■ 運営会社 Designs Ligna  概要
1969年設立。木製家具の製造・販売、ならびに輸入販売を手がける。オーナー
のNicolaas de Lange氏はフィリピン家具産業協議会の代表理事も務める。
他取り扱いブランドはデンマークのWendelbo。
https://designsligna.com/



■ Designs Ligna社とフィリピン市場への期待
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www.condehouse.co. jp

このリリースに関するお問い合わせ先／ (株)カンディハウス 企画本部   渡辺
Tel 0166-47-9967  Fax 0166-49-2225　E-mail info@condehouse.co.jp

新たに販売代理店となるDesigns Ligna社は、フィリピンにて家具製造およ
び販売事業を行う家具メーカー。同社は今年で創立50年を迎えるにあたり、
最高級の品質とデザインの家具を取り扱う主要ショップとなることを目指し
ており、カンディハウスブランドを選びました。ショップはマニラの中でも
経済の中心地で、富裕層や外国人駐在員も多く住むマカティ市に立地。ショッ
プ周辺は国内外の家具ブランドのショップが集まるエリアとしても知られて
いることから、多くの来場が見込まれ、高級住宅向けの家具需要が期待さ
れます。ここ数年アジアでもトップのGDP成長率を誇るフィリピンは、日本
に比べて圧倒的に平均年齢も低く、これからのアジア地域においてブランド
認知を得るため重要な市場と位置づけています。

「テン ダイニング  EXソリッドテーブル」
すっきりとしたデザインで国内外から人気の高い「テン」。家族や親戚が集まる機会が
多いフィリピンの生活文化に向けて、伸長式のテーブルも展開します。



 

 

March 20, 2019 
 
 
 
Dear all, 
 
This 2019, the Philippine’s top furniture manufacturer Designs Ligna 
celebrates 50 years of fine furniture manufacturing! To further strengthen 
its position in the domestic market, the company has partnered up with 
another wooden furniture brand that has also just celebrated 50 years of 
existence, and together we will offer 100 years of collective experience to 
the Philippine’s discerning market! 
 
This April, Designs Ligna, through its retail and trading arm Casa Ligna, 
introduces Japan’s highest quality furniture manufacturer to the 
Philippines: Conde House Co., Ltd.  
 
Manufacturing out of Japan’s richest furniture hub, Asahikawa City on the 
island of Hokkaido, Conde House combines both the latest technology 
along with hand craftmanship to produce outstanding wooden furniture 
never before seen in the Philippines. Quality, timeless design, 
craftsmanship; these elements are what Designs Ligna has always stood for, 
and these can also be found in Conde House. 
 
Conde House Manila opens its doors on Friday the 26th of April with 
simple ceremonies at 3pm followed by cocktails with industry friends. It 
would please us to have you grace our event, so we can introduce you to the 
brand as well as the president of the company, Mr. Tetsuya Fujita who will 
be around to introduce the brand and its products to our guests. 
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