
（プラン要1週間、相談無料）

〈３Ｄプランの一例〉

エル・アリーヴォ

KLIPPAN 2016 AWコレクション
Celebrate Nature, Celebrate Winter
～スローとストール。冬のきらめき～
凍てつく冬も、スウェーデンの人々にとってはたのしむ季節。
お気に入りのストールを身にまとい外にでる。
室内ではきれい色のスローを手を伸ばせば届く場所に。
KLIPPANで冬を思いっきりたのしみましょう。

1. 経験豊富なコーディネーターがじっくり相談をお受けします。
2.提案した家具・照明等をお選びいただき、３Ｄで空間をシュミレーションします。
3.プラン決定後、搬入から設置まで責任をもって行います。

ミナ・ペルホネンのスペシャルコレクションは10月7日㈮発売。只今予約受付中。

ブックエンド
W15×D14×H20cm

¥2,900+税

←ペンスタンド
φ9.8×H20.5cm

¥3,200+税 →目覚まし時計
φ10×Ｄ5×H17.5cm

¥5,700+税

ご自宅の新築・リフォームをご計画の方
３Ｄシュミレーションでインテリアプランニングいたします。

流行ではない。
けれど流行遅れでもない、

永遠の北欧家具フェア

 9月10日（土）～19日（月）

長野県白馬に今冬誕生

巡回展
1949年カールハンセン＆サン社の
社長ホルガー・ハンセンは当時ま
だ無名のデザイナーだったハンス・
ウェグナーに椅子のデザインを依
頼します。
翌年彼が提出したデザインは５
点。後に彼の代表作といわれ
今日まで作り続けられているＣＨ
24（Ｙチェア）も含まれています。
今回復刻されるのはその中の１
点で長く生産が途絶えていまし
た。二次元成形合板という新し
い技術を取り入れた意欲的な作
品で、随所にウェグナーらしさが
表現されています。

デンマークの家具が世界で認められる先駆的な役割を果たしたフィン
ユールですが、その木工の常識から外れたユニークな構造から生産
されず忘れられていた時期が長く続きました。
２０００年にハンナ夫人から権利を得たワンコレクション社は日本でＣＡＤ
による図面化とＮＣルーターによる生産を取り入れてからは積極的に
復刻を始めます。今回復刻される No136チェアは当時フランス＆サン
社がアメリカで成功した椅
子で輸送効率を考え組立
式になっていました。今日
殆ど見かけないのは長く使
用している間に壊れてし
まったのでしょう。丸の内
ビームスの靴売場で使用さ
れていたのですが最近見
かけないのは同じ理由から
と思われます。今回固定
式とし強度を改良の上、
デンマークで復刻され、フェ
アに間に合わせる為空輸
で取り寄せました。（本邦
初公開）。

同時にデザインされた５点のうち
の１点ですが試作品すら作ら
れず長く忘れられていました。
カール・ハンセン＆サンの現社
長クヌードさんもウェグナーの娘、
マリアンヌさんに図面を見せら
れて始めてその存在を知ったと
いいます。ダイニング用として
全体のプロポーションを見直し、
強度と安定性を高めています。
始めて製品化された名作をご
覧ください。 天然資源としての良質な木材が入手困

難となり、次 と々カタログから姿を消して
います。
今回貴重な良質のウェンジ材が手に入
り、PPモブラーがウェグナーの代表作を
限定生産致します。材がなくなり次第終
了です。この機会に1脚いかがですか？

昨年12月にニューヨークで開かれたフィリッ
プスのデザインマスターズオークションで、個
人コレクションから出品されたニールス・
ヴォッター製チーク材のチーフテンチェアが
112,500ドル（1370万円）で落札されまし
た。当時製作されたのはヴォッター製79脚、
シュレクター製10脚アナセン製150脚の総
数239脚で、中でも貴重なのが今では入手
できないブラジリアンローズウッド材で僅か
10脚しか作られていません。今回、そのうち
の1脚がフェアに出品されます。

一度でいいからフィンユールの家具に囲まれて、あの空間で暮らして
みたいというマニアの夢を実現する計画が進行しています。長野県
白馬村にある築４０年の古いペンションを改装し、５室の客室とラウン
ジ、食堂はすべてフィンユールの家具で揃えられデンマーク流の空間

でゆっくり過ごせます。
完成はスキーシーズンに合わ
せ１２月始めの予定。来年３
月末まではデンマークの旅行
会社が企画する「日本スキー
ツアー」の宿として利用され、
それ以降は一般にも開放さ
れる予定です。今からゴー
ルデンウィークの予約をされて
はいかかですか？

「スィルク」（フランス語でサーカスの意）はこれまでにない新鮮な色づか
いで、３種のカラーと大きさのバリエーションはひとつでもまとめて使っ
ても高いアクセント
効果を生みます。

ハンス・ウェグナーがデザインした
椅子のなかで日本の家庭で最も
使われているのがこのＹチェア。
永年の使用でペーパーコードが
ゆるんだり切れたりして使われな
くなった椅子も張替でよみがえり
ます。Ｙチェアについての誕生秘
話など面白い話も聞いて頂けま
す。（定員有、要予約）

CH22 イージーチェア
Ｗ69.5×Ｄ61.5×Ｈ72.6（ＳＨ36.8）ｃｍ
オーク材・ソープ仕上げ、ペーパーコード
巡回展特別価格 ¥238,000

CH26 ダイニングチェア
Ｗ59.2×Ｄ51.9×Ｈ79.8（ＳＨ44.5）ｃｍ
オーク材・ラッカー塗装、ブラックペーパーコード
巡回展特別価格 ¥132,000

PP503 （ザ・チェア）
ウェンジ材・ナチュラルレザー
  フェア特別価格 ¥980,000

巡回展中ご購入のかたにはシープスキンをプレゼント。

ペーパーコード張替デモンストレーション

“ニューヨークオークションで高値”

ルイスポールセンの新しい照明 Cirque9月18日（日）
11：00～12：00
14：00～15：00

フランスチェア（No.136）
Ｗ51×Ｄ46×Ｈ75（ＳＨ45）ｃｍ
オーク材、レザー
　  フェア特別価格 ¥443,000

カラー（３種）
レッド・トップ
イエロー・トップ
カッパー・トップ
サイズ
φ150（40Ｗ形）
　  ¥32,000
φ220（60Ｗ形）
　  ¥46,000
φ380（100Ｗ形）
　  ¥68,000

3万円以上お買上
げの方に絵本作家
高畠純さんデザイン
のモビールをプレゼ
ント致します。

「モビールごりら」
  ￥3,500 デザイナー：クララ・フォン・ツヴァイベルク



新しいインテリア雑貨や、新作の家具が入荷しました。
↑ KIDDEE
WOOD TRAY オイル付き
W36×D8×H5cm ￥4,800+税
素材：アカシア、
セラミック
※エッセンシャルオイル
（オレンジ）付。

THOTHOCHI
ボウル
φ9×H6cm ￥1,000+税、φ12×H7.5cm ￥1,400+税
素材：ガラス・ラバーウッド

→ THOTHOCHI
SPOON&
3P TUBEコースター
W10.5×D13.2
￥3,000+税
素材：ガラス・ラバーウッド

↑ THOTHOCHI
TAGキャニスター
φ9×H10.5cm ￥2,200+税、
φ9×H15cm ￥2,400+税
素材：ガラス・ラバーウッド

↑ タッセルバブーシュ
レディス/26cm ￥4,000+税
メンズ/28cm ￥5,000+税
※色違いもございます。

←
取手付きディップ皿
φ6.5×H3.6cm 
￥900+税
W10.2×D6.2×H2.2cm 
￥900+税
素材：陶器

KIDDEE
ラウンドボックス
W15×D15×H5.5cm ￥3,800+税

ガラスBALL
φ10×H25cm ￥4,500+税
素材：ガラス・アカシア・セラミック

→ EVERY
バスタオル
70×140cm ￥2,200+税

バスマット
50×70cm ￥2,500+税

トイレマット
60×60cm ￥2,700+税

フェイスタオル
34×80cm ￥900+税

↑ ヘリンボンルームシューズ
レディス/26.5cm ￥2,000+税
メンズ/29cm ￥2,000+税
※色違いもございます。

← フォトフレーム
W19×D1×H24cm 
￥2,000+税
※柄違いもございます。

← ハンドメイド
ガラスベース
φ8.8×H13.5cm 
￥1,400+税
φ11×H11.8cm 
￥1,600+税
素材：ガラス
※それぞれクリア・ホワイト・
ブラックの3色ございます。

クッションカバー各種
45×45cm ￥4,200+税～
※クッション中材別売。

← クッションカバー各種
45×45cm ￥4,400+税～
※クッション中材別売。

フォトフレーム
C.W23×D1.5×H28cm 
￥2,200+税
D.W20×D1.5×H25cm 
￥2,000+税
※色違い、サイズ違いもございます。

→ ハンドメイド
ロングガラスベース
A.φ13×H27.2cm ￥3,600+税
B.φ8.5×H22.7cm ￥1,800+税
素材：ガラス
※形状違いもございます。

OVENWARE
両手耐熱プレート
W28×D23.2×H3.5cm
￥2,800+税

hellolulu
人気のバッグパック「ハロルル」の
Newモデルです。

→DILLON
3WAYバッグパック
「ディロン」。
バッグパックからボストン、
ショルダーバッグへと
早変わり。
W25×D１９×H44cm
￥17,000+税
素材：ポリエステル100％

←DANI
バッグパック「ダニ」。
開閉しやすいファスナー
タイプ。
W29×D１8×H42cm
￥9,500+税
素材：ポリエステル100％

シングルベッド
W105×D204×H85/26cm

¥58,900+税

スツール
W48×D42×H38cm

¥25,000+税

ダイニングテーブル W135×D85×H65cm ¥85,000+税　　二人掛けチェア W122×D80×H74（SH38）cm ¥80,000+税
ダイニングチェア W55.5×D52×H68（SH38）cm ¥35,000+税 （全4色）

ベンチ
W116×D38×H38cm

¥58,000+税

A B

C D

MINTDEBUT

北欧スタイルの新作家具
「ミント」デビュー。
北欧の豊かな暮らしをイメージさせるオーク材のMINTシリーズが
この秋デビューいたします。

丈夫で使いやすく、シンプルな型で
パーティーシーンや普段使いにも適した
陶器がドイツからやってきました。

オーブンや直火使用が可能なOVENWARE。
そのままテーブルに出す事ができるのでおもてなしの演出にも最適です。

自然をモチーフにしたKiddeeのインテリア雑貨。
陶器の部分にオイルをたらして
香りをお楽しみいただけます。

ASA SELECTION
　　素材：陶器

デザートプレート
W15.8×D12.3cm
￥1,800+税

ディナープレート
W27×D24.5cm ￥2,600+税

ボウル
W15×D11.3×H8.3cm 
￥2,000+税

スープ&サラダボウル
W19.5×D18×H5.9cm ￥2,200+税

W19.5×D18cm ￥2,000+税

片手耐熱パン
S：φ15.2×H2.5cm ￥1,400+税
L：φ20×H3.5cm ￥2,000+税

MINT
オーク材、ウレタン塗装

※セミダブル、ダブルもございます。マットレス別売。

“five by five premium / bespoke”のデビューを記念して、新作のソファが特別プライスに！
また、人気ソファブランド“eilersen”のレザーソファもキャンペーン価格でご提供いたします。

LEATHER SOFA CAMPAIGN
9.10Sat. 10.10Mon.

¥449,000
¥548,000→
スペシャルプライス

スペシャルプライス

LYKKE SOFA 
リーケソファ

日本人デザイナー松岡智文氏によるプレミアムソファ。
LYKKE（リーケ）とはデンマーク語で「幸福」という意味です。

Size：w212.5×d90.5×h80.5×sh41cm
Material： PL leather,oak

※サイズオーダー可能。レザーは2種11色からお選びいただけます。（オーダーの場合、価格は異なります）

+tax

STR EAMLINE
SOFA 

¥498,000+tax

ストリームラインソファ

→¥667,000
Size：w190×d91×h83×sh42cm  Material：《JUMBO》leather, Black

キャンペーン期間中、アイラーセンの新作レザー「PUREシリーズ」を特別価格で
ご提供致します。詳しくは、スタッフにお声かけください。

アイラーセンソファ全モデル、
PUREレザーがスペシャルプライス!
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