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'63/*563&
NORWEGIAN ICONS で紹介したノルウェーの名作家具のリプロダクトの中から、
本イベントにて展示されるものをご紹介します。
フレドリク・カイセル
'3&%3*,,":4&3


.PEFM
1969 年、造作家具産業協議会のコンペティションで優勝してい

るアームチェア〈711〉。50 年以上前の作品であるにも関わらず、
現代の居住空間にもマッチする現代的なデザインです。

[Material]
[Size]
[Color]
[Price]

トールビヨン・アフダル
503#+3/"'%"



ウール：￥213,100

ノルウェー人デザイナーのなかでも、実績、知名度ともにもっと
も高いと言われるトールビョルン・アフダル。1960 年にデザイ
ンされた〈クロボ・ベンチ〉は、自由度が高く発売ともに国内で
一気に売り上げを伸ばしました。2013 年、フィヨルドフィエス
タ社により再発売が決定。元ノルウェイセイズのアンデルセン＆
ヴォルが、〈クロボ・ベンチ〉用の付属品をデザイン

[Color]
[Price]

47&/*7"3%:45)&

ウール：ブルー 他
レザー：￥232,700

,PSPCP#FODI

[Material]
[Size]

スヴェン・イーヴァル・デュステ

オーク ファブリック：レザー、ウール
H75 W70 D74 SH42 cm
レザー：ベージュ・ブラック

ウォルナット、オーク
ショート H34 W162 D37 cm
ロング
H34 W220 D37 cm
ウォルナット、オーク
ショート ウォルナット￥123,500 オーク￥115,500
ロング
ウォルナット￥139,400 オーク￥148,300

1PQDPOF
オスロ郊外に 1968 年完成したヘニー・オンスタッド美術館の開館に
あわせて特別にデザインされた椅子〈Popcorn〉。発表とともに、デザ
イナーや家具コレクターのあいだで話題のアイテムとなりました。

元来はファイバーグラス製でしたが、現在はプラスチック製で、ホワイト、

ダーググレーの 2 色展開。脚の特徴的な形状は、着席時のゆるやかな
動きと快適な座り心地を生み出しています。背もたれ、座面のクッショ
ンは多様なファブリック、レザーからセレクトできます。
[Material]
[Size]
[Color]
[Price]

プラスチック 脚部 スチール
H82 W57 D51.5 SH46cm（クッション付き SH47.5cm）
ダークグレー、ホワイト
脚：ブラック、ホワイト、クロム
価格未定

アルフ・ストゥーレ
"-'4563&



かっちりとした機能主義から、より柔らかで有機的なかたちを求

めた北欧デザインの転換期の名作とも言える〈1036〉。余計なディ
テールを省き、明確なデザインの方向性を提示した椅子です。
[Material]
[Size]
[Color]
[Price]

オーク ファブリック : 黒紐を編み込んだシーティング
H79 W64.5 D48 ㎝

ナチュラル

￥301,000
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ハンス・ブラットルゥ
)"/4#3"5536%


4DBOEJB4FSJFT
ハンス・ブラットルゥが 60 年代にデザインし、時代を超えて愛されつ

づけた〈Scandia〉シリーズ。70 年代半ば以降、
ヴィンテージしか入
手することができなかったこの椅子が、ブラットルゥ本人によって手直
しがほどこされ、2001 年に再生産を開始しました。ステンレス製の

構造、水性塗料に認可を受けた合法木材を使用するなど、環境にも
十分配慮した上で全素材をセレクトすることにより、ノルウェーの環境
規格ラベル「Swan」から認定を受けています。
[Material]
[Size]

[Color]
[Price]

アメリカンウォルナット／オーク、ラミネート加工
サテンクロムスチール
Scandia Junior H82 W54 D51 SH42 cm
Scandia Prince H94 W54 D51 SH42 cm

Scandia Senior H105 W75 D82 SH28 cm
Scandia Nett
H81 W66 D78 SH28 cm

Scandia Junior

Scandia Prince

Scandia Senior

Scandia Nett

ウォルナット、オーク
Scandia Junior ￥76,200
Scandia Prince ￥92,000

Scandia Senior ￥304,600
Scandia Nett
￥192,600

[ 付属品 ] シープスキンカバー ¥36,500

オイヴィン・イーヴェルセン
:7*/%*7&34&/


$JUZ
同社が初めて合板技術を使って製造した椅子〈CITY〉は、現在で
も生産が続いています。この椅子こそが、フォラ・フォームの歴史、
そしてすべてのコレクションの源となったのです。現在は、合板を用
いた〈CITY ORIGINAL〉と、プラスチック製の〈CITY PLAST〉
が展開されいます。
CITY ORIGINAL
[Material]
[Size]
[Color]
[Price]

ウォルナット、オーク、ビーチ合板
脚部：サテンクロムスチール
H87 W50/52.5 D55 SH46 cm
ビーチ、ブラック、オーク、ウォルナット
脚部：ブラック、ホワイト、クロム
価格未定

CITY PLAST
[Material]
[Size]
[Color]

[Price]

プラスチック 脚部サテンクロムスチール
H87 W50/52.5 D55 SH46 cm
ベージュ、ダークグレー、パープル、
レッド、オレンジ、グリーン
脚はブラック、ホワイト、クロム
価格未定

8"--1"1&3
#*3*4USBX8BMMDPWFSJOH
1355 年、ノルウェー東南部にあるセム農場の小さな村に、BIRI

straw wallcoverings の起源はあります。同社は 1938 年から現在
に至るまで壁紙の製造を続けており、そのなかでもワラを編み込んだ
壁紙は、
その独自性や環境性、
また流行にとらわれないテイストなどが、
高く評価されています。
BIRI の壁紙は、のどかで柔らかな自然の感触を、日常の生活のなか

に取り入れてくれます。豊かなカラーバリエーションが用意されており、
幅はお好みのサイズに合わせることができます。
設置は、6〜8mm のタッカーで壁に直接打ち込むだけ。コンクリート
やレンガの壁ならば、耐水性の壁紙糊がご利用いただけます。
[Material]
[Size]

[Price]

H240cm ／ 255cm
価格未定

販売は 1m 単位
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-*()5*/(
2005 年に設立されたノーザン・ライティング社は、北欧の自然や文化、社会、そして特に自然光からインスピレーションを
受けたさまざまな雰囲気のデザイナー照明を、精力的に活動しているノルウェーの照明メーカーです。
本イベントでは、リプロダクトの他、若手デザイナーの作品も合わせてご紹介します。

スヴェン・イーヴァル・デュステ

47&/*7"3%:45)&


#VUUFSnZ
1964 年に Høvik Lys 社のためにデザインされた、小ぶりな壁掛

け照明。簡潔なフォルムと間接的に光を照射する仕組みを絶妙に
組み合わせながら、ぬくもりのある風景をつくりだしてくれます。
焼き入れをした銅を用いた新バージョンは、表面にむらがある素
材感たっぷりの表情に。時間の経過とともに酸化が進み、さらに
独特の存在感を醸し出してくれます。
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]

[Price]

ビルゲル・ダール
#*3(&3%")

スチール、銅

H20cm W21cm D10cm
オフホワイト、焼き入れをした銅

E27 最大 60W 220V-240V〜50Hz
オフホワイト ￥26,500
銅
￥33,600

%PLLB
凛としたイメージを持つ小ぶりのペンダント照明〈Dokka〉は、

戦後の名作の一つと呼ばれています。1954 年にこの機能的な照
明機器は、ノルウェー生まれの照明器機として初めてミラノトリ
エンナーレで金賞を受賞しました。
[Material]
[Size]
[Color]

スチール
φ16.5cm H24.5cm
オフホワイト、クロム、ブラック、ブラウン
ブラウンのみ内側色はブロンズ、他はホワイト
[lump] E27 最大 60W 220V-240V ˜ 50HZ
（反射形投光電球は使用不可）
[Price] ￥28,300

#JSEZ
モダンなスタイルでデザインされたテーブル＆照明シリーズ
〈Birdy〉。発表から 2 年後の 1954 年、後に〈s-30016〉として
知られるようになるテーブルランプがミラノトリエンナーレで金
賞を受賞。
※

アトレ・トゥヴェイト
"5-&57&*5

参考商品。発売決定後、ご案内致します。

"DPO
北欧の秋の森林や、どんぐりの実からインスピレーションをうけ
デザインされた、ペンダントライト〈Acorn〉
。木製のパーツと、
オイルペイントされたアルミ製の有機的なシルエットのシェード
で構成されています。
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]

[Price]

オーヴェ・ログネ
07&30(/&

アルミニウム

オーク

φ48cm H34cm
マットオフホワイト
E27 最大 100 W 220v-240v 〜50HZ
￥51,400

0TMP8PPE
深い冬の夜、オスロ周辺の木々からこぼれる街のあかりのように、
拡散した光を放つ、フロアスタンド。
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]

[Price]

シェード：ファブリック

ボディ：スチール

φ26cm H165cm D47cm
シェード：ライトブルー、ベージュ、ブラック
ボディ：メタリック、ホワイト、ブラック、
E27 最大 100 W 220v-240v 〜50HZ
￥62,000
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トロンド・スヴェンドゴード
530/%47&/%(¯3%

4OPX#BMM
吹きガラスで作られたガラスの球体を、スリムなスチールの支柱
が支える、シンプルで美しいエッジを持つスタンドライト。
雪玉のようなフロストガラスのシェードから、落ちついた光を放
ちます。
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]
[Price]

モルテン＆ヨナス
.035&/+0/"4

スチール

テーブルライト
フロアライト

φ10cm H41cm
φ15cm H117cm

テーブルライト
フロアライト

¥20,800
¥28,300

オフホワイト、クロム、ブラック、ブラウン
ブラウンのみ内側色はブロンズ、他はホワイト
E27 最大 60W

#BLF.F"$BLF
オーク材とガラスで作られた、ケーキドーム型のテーブルランプ。
スモーク色のガラスから、柔らかくひかりが放たれます。

[Material]
[Size]

[Color]
[lump]
[Price]

モルテン・キールダール
.035&/,*-%")-

)"/4#-&,&/36%

壁のソケットからコードが立ち上がったような、一見不思議な、
フロアランプ。
大きなシェードは、読書をするのに快適に光を照らします。

白熱電球が破裂したような形状の、大きなペンダントランプ。

[Size]

[Color]
[lump]
[Price]

フロスト プロダクト
'3045130%6,5
."35*/"$"31&-"/

アルミ、スチール
シェード：φ32.2 cm ボディ：H165 cm
マットホワイト、マットブラック、
E27 最大 200 W 220v-240v 〜50HZ
￥83,300

4DIFJTTF

[Material]

＆マルティナ・カルペラン

マットオフホワイト
E27 最大 100 W 220v-240v 〜50HZ
￥51,400

#FOEFS

[Material]
[Size]
[Color]
[lump]
[Price]

ハンス・ブレケン・ルード

アルミニウム オーク
φ25 cm H30 cm

アルミ、スチール
φ58 cm H90 cm
マットホワイト
E27 最大 200 W
¥168,000

220v-240v 〜50HZ

4VOEBZ
ランプと棚が一体化した、ウォールライト。ソケットを回転させ
ることができ、光の位置を変えられる。また、
180 度回転させると、
キャンドルホルダーにもなる。
廊下やベッドサイトなど、さまざまなシーンで使用できる。
[Material]
[Size]

[Color]
[lump]
[Price]

スチール
H18.8 cm

W35.5cm

D15cm

ホワイト、マットブラック、
E27 最大 60 W 220v-240v 〜50HZ
¥24,700
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ペーター・ナーテダル
＆トーマス・カルヴァッテン
・エーグセット
1&5&3/"5&%"-
5)0."4,"-7"5/&(4&5

%JWB
やさしく湾曲させた木製の薄板で作られた、フロアライトとペン
ダントライト。
[Material]
[Size]
[Color]

[lump]
[Price]

シェード：オーク、ウォルナットの積層合板
ランプ：ガラス、ニッケル
フロアライト φ48.5cm H120cm
ペンダントライト φ48.5cm
オーク、ウォルナット

H80cm

G9 Halogen. 60 W 220v-240v 〜50HZ
フロアライト シェード ￥260,200 ランプ ¥21,300
ペンダントランプ 価格未定

ハレイデ デザイン

*MMVTJPO

)"3&*%&%&4*(/

ランプとテーブルを組み合わせた、ペンダントライトとウォール
ライト。ペンダントライトは、宙に浮いているように見えます。
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]
[Price]

オーヴェ・ログネ
& トロンド・スヴェンドゴード

アルミ、スチール

ペンダントライト：φ29cm H72cm W45.5cm D45.5cm
ウォール来と： H72cm W45.5cm D22.5cm
ホワイト、マットブラック、
GU10 最大 50W x 2、LED GU10 最大 3W x 2
220v-240v 〜50HZ
ペンダントライト
ウォールライト

￥150,100
¥78,000

.PP
ノルウェーのヘラジカの形のウォールライト

07&30(/&
530/%47&/%(¯3%
[Material]
[Size]
[Color]
[lump]
[Price]

ポリエチレン、グラスファイバー、スチール
H75cm W75cm D57cm
E27 最大 20W
¥171,400

220v-240v 〜50HZ

キャサリン・クルベルグ

/PSXFHJBO'PSFTU

$"5)3*/&,6--#&3(

ノルウェーの森の、動物や松林が、薄いベニヤストリップに、レー
ザーカットされた、ランプシェード。

[Material]
[Size]

[Color]
[lump]
[Price]

バーチ、スチール
ペンダントライト H32cm W32cm
テーブルライト H50cm W32cm

ナチュラル、ホワイト
E20 最大 60W 220v-240v 〜50HZ
ペンダントライト
テーブルライト

¥67,500
価格未定

※表示価格はすべて税込み（2013 年 11 月現在） レートにより価格が変更になることもあります。詳細はお問合せ下さい。
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