
㎝

KB201510



32

Kay Bojesen Denmark（カイ・ボイスン デンマーク）は、カイ・ボイスン生誕125周年の2011年に、

それまでカイ・ボイスンの木製オブジェを復刻生産していた、

ROSENDAHL COPENHAGEN（ローゼンダール社コペンハーゲン）から独立し、新たに設立されたブランドです。

設立時には、人気の木製オブジェの動物シリーズの「モンキー」「ゾウ」「クマ」「衛兵」に加え、

新しく「ダックスフンド」「カバ」「ウサギ」が仲間入りしました。

「丸みがあり、柔らかく、手に持ったときの心地よさを大切に」そんなカイ・ボイスンのデザイン信条のもと、

一つひとつの商品を手作業で丁寧に作り続けています。

そしてこれからも、人気の木製動物シリーズはもちろん、ファブリックや、カイ・ボイスンのスケッチのまま

製品化されていないアイテムなども続々と登場する予定です。

大人の「子供心」をくすぐる、カイ・ボイスンのアイテムは、世界中から注目されています。

Georg Jensen（ジョージ・ジェンセン）で

修 行を積 んだ 後、1910年に銀 細 工 師と

して独 立。その 後1920年 代 に当 時 の ホ

ルムガード社社長のクリスチャン・クラウ

ベルとともに、選りすぐりのデンマークデ

ザインを取り扱うセレクトショップ「Den 

Parmanente（デン パーマネンテ）」を創

設。ここでの活 動を通して“機 能 性 主 義”

をデンマーク工 芸に強く示し、一方 で 海

外 への輸出にも尽力するなどしました。

その後、カイ・ボイスンの名が 一 躍 知られ

るようになったのは、1938年にデザイン

したカトラリーでした。ミラノの芸 術展で

1951年から3年連 続最優秀賞を受賞し、

「Grand prix（グランプリ）」と名付けられ

たこのカトラリーは、デンマーク王室御用

達となり、現 在 も各 国のデンマーク大 使

館で用いられています。また、1930年 代

から“木の魅力”に目覚めたカイ・ボイスン

は、木 製オブジェの製 作を開 始。「動 物の

デザイン上の線（line）は笑み（smile）に

ならなければならない」「木製の動物は本

物の動 物の真似であってはならない」な

どの信条のもと、今やデザインアイコンと

なったモンキー（1951年 発 表）をはじめ、

さまざまな動物たちを制作しました。

カイ・ボイスンの 作品は、今 やデンマーク

のみならず、世界中の人々に親しまれてい

ます。

KAY BOJESEN 
KAY BOJESEN （カイ・ボイスン）
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美しいストライプが映える立ち姿と柔
和な丸みを合わせ持つフォルムは、ど
こか愉快で愛くるしく、見る側に笑みを
もたらします。
そこには、「作られた自然であってはなら
ない」というカイ･ボイスンの思いがよく
現れています。
硬いたてがみは、北アメリカのモホーク
族の髪型（モヒカン刈り）を思わせます。

1935年
ゼブラ

デンマークの小 学 校 用の教 材として
デザインされ、単にアルファベットを
並べるだけでなく曲線と直 線の組み
合わせで文字を表 現する、創 造 豊か
なブロックです。
カイ・ボイスンの信条である遊びと学
び が 融 合し、子 供 たちだけでなく大
人も楽しめます。

1932年の発表以来、世界中の赤ちゃ
んを楽しませているガラガラ。
小さな手にぎゅっと握りしめられ た
それは、未 来 へ 羽ば たく赤ちゃんに
未 知 なる想 像 力を、というカイ･ボイ
スンの思いが込められています。
赤ちゃんへの最初のプレゼントに。
親から子、子から孫へ。
世代を超え受け継がれていきます。

1950年代
アルファベット
ブロックス

1932年
ガラガラ
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カイ・ボイスンは、もともと、このモン
キー を 子 供 の た め の ユー モ ラスな
コートフックとしてデザインしました。
1951年 の 発 表 以 降、この チー ク 材
とリンバ材からできたおサルさんは、
多くのトレンド雑誌の表 紙を飾り、数
えきれないほどの本 棚に姿を見せま
した。
カイ・ボイスン独 特の“笑み”のあるラ
インの集 大 成であり、今 や、デンマー
クデザインの真のアイコン的 存 在に
成長しています。

1951年
モンキー
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オーク製のウサギは1957年生まれ。
カイ・ボイスンファミリーの中では 最
も新しいメンバー。
数 十 年 間、カイ・ボイスンがデザイン
した 動 物たちは、子 供 たちと大 人 が
持つ「子供心」を終わりのない物語と
夢へと結びつけています。

「決して自然の模写であってはならな
い」カイ・ボイスンは デ ザインする上
で、そのことを頭に置いていました。
子 供たちや 大 人 たちを喜ば せ、想 像
力を刺激し、いつも傍に置きたくなる
ような愛らしい 表 情を作り上げるこ
とを目標にしていました。
そして1934年に誕生したダックスフ
ンドは、ウォールナットで復 刻されま
した。

1955年の誕生以来、このカバは、カイ・
ボイスンの忠実な従業員でした。
このカバさん、カイ・ボイスンのデスク
の上で、ペンシルホルダーとして働い
ていました。
彼に与えられた仕事は、ただ一つ。
楽しげにパクパクと大きな口を開閉す
ること。愛嬌たっぷりに、その動作を見
せることでした。

1934年
ダックスフンド

1957年
ウサギ

1955年
カバ



10 11

モチーフとなったTurtlebirds(コキ
ジバト)は、生 涯、同じつ が いで 連 れ
添う仲 睦まじい鳥。愛と結 婚 の 誓い
の象徴としても知られています。

“Love Bird”は、結 婚 式 や 夫 婦 や
カップル の 記 念日など、心 が 温まる
お祝い事のギフトとしても最適です。

カイ・ボイスンは、ただ見ているだけで
なく、手にしたくなるようなデザイン
を求めて、努力を続けました。
オーク材となだらか なラインででき
たゾウは、カイ・ボイスンが 生 涯を通
して求めたデザインの良き一 例であ
り、彼 が 成し得たものの証 明で もあ
ります。

モンキーが 発 表されたちょうど一 年
後、1952年にカイ・ボイスンはクマを
デザインしました。
この小さなクマは、これまで半世紀以
上のあいだ、世界中の多くの人たちの
心を温めてきました。

1953年
ゾウ

1952年
クマ

1950年代
ペア・ラブバード
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ヴェラ・ヴィスタのボイスン家のテラ
スには、籐 椅 子とパラソルが 風に 揺
れ、花があふれ、たくさんの小鳥たち
が訪れます。この小鳥たちをかたどっ
た姿が、ボイスン家の古いアルバムの
中に発見されました。そして調べてみ
ると、5羽のオリジナル品が 存在した
のです！
1950年代に製品化されなかった、こ
の5羽の小鳥と、絵描き道具に貼付け
られた小鳥たちをもとにカイ・ボイス
ンに縁 のある色 彩を組み合 わせ、今
ここに、７羽 のソングバードが 誕 生
しました！

1950年代
ソングバード

ピーター
カイ・ボイスンの初孫の名前

ルット
カイ・ボイスンの息子の、
スウェーデン人のお嫁さんの名前

アーンスト
カイ・ボイスンの父の名前

カイ
カイ・ボイスン本人の名前を、
大好きだった青色とともに

ポップ
カイ・ボイスンが愛した
ソーダ・ポップから

アルフレッド
カイ・ボイスンのひ孫の名前

サンシャイン
オリジナル5羽を代表して、
カイ・ボイスン自身の
カラーコンビネーションを
まとって
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もう、これで 退 屈する子 供 たちはい
なくなるだろう。カイ・ボイスンはそう
言って、アイディアとともにデスクに
向かうと、今にもドローイングボード
から飛 び 出さんば かりの、この 生き
生きとしたロッキング ホースのデ ザ
イン画を描きました。
まっすぐに延びた脚で立つ凛とした
姿 。親し み の あ るや さしげ な 表 情。
そこから、確 か な自信と信 頼 を感じ
ます。

1954年にデザインされ た“海 のオウ
ム”とい われる「パフィン」は、表 舞 台
に飛び立つとすぐさま、子供と大人た
ちのハートをキャッチしました。
カラフルなクチバシや 親しげに開か
れた翼は、まるでパフィンが今にもハ
グをして、すぐにでも友 達になれるこ
とを予感させているようです。

※パフィンは、日本名ではニシツノメドリ
と言われ主に北大西洋と北極海に分布
しています。

1936年
ロッキングホース

1954年
パフィン
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デ ンマー ク王 室 の 衛 兵 は、1658年
からずっとデンマークのお城を守り続
けています。カイ・ボイスンは、1942年
に彼の最初の隊 列、熊 皮の帽 子と赤
地に白いクロスで飾られた祭事用の
制服を纏った衛兵たちのデザインを
完成させました。
衛兵たちは一体一体、デンマーク女王
の紋章を冠した衛兵の見張小屋をかた
どった箱にパッケージされています。

1942年
衛兵
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39023
衛兵 旗持ち
￥13,000（税抜）
サイズ： D5×H22×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：中国

39024
衛兵 太鼓持ち
￥13,000（税抜）
サイズ：D8×H22×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：中国

※表示の商品価格には消費税は含まれておりません。

※カタログに記載の商品価格・仕様は予告なしに変更する場合がございますので、ご購入時にご確認ください。

※店舗によって展示商品の数、内容が異なります。掲載商品の展示がない店舗もございます。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。

※商品の色は、印刷上、実際と異なる場合がございますのでご了承ください。

※一部、お取り寄せの商品もございます。

※化粧箱の仕様は予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。

※★印商品は受発注商品となります。

■化粧箱について ■アフターサービス

さまざまなシーンでも、

ご利用いただけますように

KAY BOJESEN DENMARKの

すべての商品に化粧箱を

使用しております。

ギフトなどの贈り物としても

ご利用いただけます。

皆さまに永く使っていただくための、木製品のお手入れ方法などをご紹介いたします。

◆木製商品の取り扱いに関するご注意

モンキーはチークとリンバ材。クマ、ゾウ、ソングバード アルフレッド、ウサギはオーク材。

ペア・ラブバードはスモークオーク材とナチュラルホワイトオーク材で作られていて、それ

ぞれ天然オイルで表面処理されています。

また、ソングバード、衛兵、パフィン、ゼブラはビーチ材に塗装が施されています。すべての

木製商品は無垢材を使用していますが、無垢材は直射日光や、暖房などの直接的な熱に

対する耐用性の低さが特徴です。このような環境下では変色、木材の乾燥、木割れの原因

となりますのでご注意ください。天然オイルが施された商品は、定期的にオイルケアをし

ていただくと、木の光沢と色合いの深みがよりいっそう増します。

◆木製商品の特徴

すべての木製商品は天然の無垢材を使用しているため、商品によって木目が異なります。

また、木材の色合いの違いなどが見受けられる場合がございますが、これも無垢材の魅力

でもあります。予めご了承ください。

SERVICE

39204
ペア・ラブバード
￥14,000（税抜）
サイズ： D10×H9×W4.5㎝
素材： ナチュラルホワイトオーク材
 スモークオーク材
原産国：ベトナム

39203
ウサギ
￥12,000（税抜）
サイズ： D6.5×H16×W8㎝
素材：オーク材
原産国：中国

39408
ソングバード アルフレッド
￥12,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：オーク材
原産国：ベトナム

39420
パフィン
￥16,000（税抜）
サイズ：D12.5×H19.5×W13.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39250
モンキー S
￥22,500（税抜）
サイズ： D7.5×H26.5×W7.5㎝

39253
モンキー M
￥60,000（税抜）
サイズ：D9.5×H38×W11㎝

★39260
モンキー L
￥260,000（税抜）
サイズ：D39.5×H60×W47㎝
★受発注商品

素材： チーク材・リンバ材
原産国：デンマーク

39251
クマ
￥16,000（税抜）
サイズ： D6×H14×W8㎝
素材：オーク材・メープル材
原産国：中国

39403
ソングバード カイ
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

★39200
ロッキングホース
￥90,000（税抜）
サイズ：D86.5×H58×W24㎝
素材：ビーチ材
原産国：中国

39025
衛兵 銃持ち
￥13,000（税抜）
サイズ： D5×H22×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：中国

★39002
衛兵 L
￥500,000（税抜）
サイズ： H100㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：中国

39252
ゾウ
￥26,000 （税抜）
サイズ： D16.5×H12×W10㎝
素材：オーク材
原産国：中国

39404
ソングバード ピーター
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39201
ダックスフンド
￥13,000（税抜）
サイズ： D6.5×H10.5×W19.5㎝
素材：ウォールナット材
原産国：中国

39421
ゼブラ
￥12,000（税抜）
サイズ： D7×H14×W16㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39440
アルファベットブロックス
￥16,000（税抜）
サイズ： D10.5×H10.5×W26㎝
素材：ビーチ材
原産国：ベトナム

39443
ガラガラ
￥3,000（税抜）
サイズ： φ8㎝
素材：オーク材
原産国：ベトナム

39400
ソングバード ルット
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39405
ソングバード サンシャイン
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39202
カバ
￥13,000（税抜）
サイズ： D5.2×H8.5×W21.3㎝
素材：オーク材
原産国：中国

39401
ソングバード ポップ
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム

39407
ソングバード アーンスト
￥9,000（税抜）
サイズ： D15×H16×W7.5㎝
素材：ビーチ材・塗装仕上げ
原産国：ベトナム
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