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KAY BOJESEN DENMARK

Denmark

世界中で愛される木製モンキーの生みの親、カイ・ボイスンはデンマークで最も有名なデザ

イナーの一人。彼の死後 30 年余りはその家族が経営していましたが、1991 年に現ローゼン

ダール・デザイングループが木製商品の商業権を引き継ぎ、「ローゼンダール社 コペンハー

ゲン」として復刻生産を開始、2010 年には「カイ・ボイスン デンマーク」というブランド

名に統一しました。カイ・ボイスンの意志を引き継ぎながら、商品化されていなかったもの

や隠れた名デザインを積極的に復刻しています。また、FSC 認証の木材を使用するなど、環

境に配慮した取り組みも行っています。アイコン的な存在のモンキーは、今や誰もが知る代

表作。「丸みがあり、柔らかく手に持った時の心地良さを大切に」という彼のデザイン哲学の

もと、今でもひとつひとつ手作業で丁寧に作られています。

［ KAY BOJESEN ］  カイ・ボイスン

コペンハーゲン出身のカイ・ボイスン (1886-1958) は、20 世紀のデンマー
クを代表する著名デザイナー。Georg Jensen での修行を経て、1910 年
に銀細工師としてのキャリアをスタートしましたが、長男の誕生を機に、
子ども向けのデザインに興味を持ち、玩具の生産を開始。1930 年代は “ 木
の魅力 ” に 没頭し、現代にも残る名デザインを生み出しました。46 歳
(1932 年 ) でコペンハーゲンに店舗兼工房を開き、1951 年にアイコン的
なモンキーが誕生、デンマーク王室御用達としても名を馳せました。
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WOODEN ANIMALS

サイズ：W3.6×D2.5 ×H9.5cm
素材：チーク材・リンバ材

原産国：デンマーク z5709513392491
39249
モンキー ミニ

¥9,000

サイズ：W7.5×D7.5×H26.5cm

素材：チーク材・リンバ材

原産国：デンマーク 5709513142508
39250
モンキー S

¥22,500

サイズ：W11×D9.5×H38cm
素材：チーク材・リンバ材

原産国：デンマーク 5709513392538
39253
モンキー M

¥60,000

サイズ：W47×D39.5×H60cm
素材：チーク材・リンバ材

原産国：デンマーク 5709513142607
39260
モンキー L

¥260,000
★受発注商品

サイズ：W7.5×D7.5×H26.5cm
素材：オーク材・メープル材

原産国：ベトナム 5709513392569
39256
モンキー S（メープル）

¥15,000

サイズ：W7.5×D7.5×H26.5cm
素材：オーク材・スモークドオーク材

原産国：ベトナム 5709513392576
39257
モンキー S （スモークドオーク）

¥15,000

サイズ：W3.9×D3.5×H1cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513392309
39230
スチューデントキャップ（レッド）

¥1,500

サイズ：W3.9×D3.5×H1cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513392316
39231
スチューデントキャップ（ブルー）

¥1,500

WOODEN ANIMALS
木製アニマル

1930 年代から“木の魅力”に目覚めたカイ・ボイスン は、木製オブジェの制作を開始。「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。
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サイズ：W4.5×D10×H9cm
素材：ホワイトオーク材・スモークドオーク材

原産国：ベトナム 5709513392040
39204
ペア・ラブバード

¥15,000

サイズ：W19.5×D6.5×H10.5cm
素材：ウォールナット材

原産国：中国 5709513392019
39201
ダックスフンド

¥13,000

サイズ：W21.3×D5.2×H8.5cm
素材：オーク材

原産国：中国 5709513392026
39202
カバ

¥13,000

サイズ：W26.1×D5.5×H10.4cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム

※チョークが付属しています

5709513392064
39206
カバ ブラック

¥13,000

サイズ：W8×D6.5×H16cm
素材：オーク材

原産国：中国 5709513392033
39203
ウサギ

¥12,000

サイズ：W6.7×D15×H14cm
素材：ウォールナット材

原産国：ベトナム 5709513392118
39211
ホース

¥16,000

サイズ：W7×D3×H7.5cm
素材：オーク材

原産国：ベトナム 5709513392125
39212
ティム（ナチュラル）

¥3,500

サイズ：W7×D3×H7.5cm
素材：スモークドオーク材

原産国：ベトナム 5709513392132
39213
ティム（ブラウン）

¥3,500

サイズ：W8×D6×H14cm
素材：オーク材・メープル材

原産国：中国 5709513142515
39251
クマ

¥16,000

サイズ：W10×D16.5×H12cm
素材：オーク材

原産国：中国 5709513142522
39252
ゾウ

¥26,000

サイズ：W13.5×D12.5×H19.5cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394204
39420
パフィン

¥16,000

サイズ：W15×D7.1×H14cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394211
39421
ゼブラ

¥12,000
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WOODEN FIGURINES

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：オーク材・スモークドオーク材

原産国：ベトナム 5709513394082
39408
ソングバード アルフレッド

¥12,000

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394150
39415
ソングバード ジョージ

¥10,000

サイズ：W6.2×D38×H6.7cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）・マグネット

原産国：ベトナム 5709513394570
39457
スパロー7pcs

¥20,000

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394051
39405
ソングバード サンシャイン

¥10,000

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394075
39407
ソングバード アーンスト

¥10,000

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394037
39403
ソングバード カイ

¥10,000

サイズ：W7.5×D15×H16cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394006
39400
ソングバード ルット

¥10,000
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サイズ：W7.5×D5×H22cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）、旗/コットン

原産国：ベトナム 5709513394822
39482
衛兵 旗持ち

¥13,000

サイズ：W7.5×D8×H22cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513140245
39024
衛兵 太鼓持ち

¥13,000

サイズ：W7.5×D5×H22cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513140252
39025
衛兵 銃持ち

¥13,000

サイズ：H100cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）、旗/コットン

原産国：デンマーク 5709513140023
39002
衛兵 L

¥500,000
★受発注商品

サイズ：W7xD4xH20cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513392149
39214
ポストマン

¥12,000

サイズ：W10×D10×H36cm
素材：ビーチ材（塗装仕上げ）

原産国：ベトナム 5709513394914
39491
セントリーボックス

¥12,000

FOR KIDS

サイズ：W26×D10.5×H10cm
素材：ビーチ材

原産国：ベトナム 5709513394402
39440
アルファベットブロックス

¥16,000

サイズ：Φ8.1×H2.6cm
素材：ビーチ材

原産国：ベトナム 5709513394433
39443
ガラガラ

¥3,000

WOODEN FIGURINES
木製フィギュア

コペンハーゲンのアマリエンボー宮殿を守る衛兵たちと、コペンハーゲン創立 800 周年を記念して制作されたポストマンは、どちらも 1940 年代に発表さ

れました。衣装や帽子、小物など細部まで再現されています。

FOR KIDS
キッズ

未来へ羽ばたく子どもたちに未知なる想像力を、という思いが込められたガラガラや曲線と直線の組み合わせで文字を表現するアルファベットブロックス

など、カイ・ボイスンが信条としている「遊びながら学ぶ」ことに着想を得てデザインされた子ども向けのラインナップ。
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サイズ：W80 x H120cm
素材：ラムウール

原産国：リトアニア 5709513394426
39442
ブランケット（レッド）

¥16,000
★受発注商品

サイズ：プレート/φ22×H1.5cm
             ディーププレート/φ18.4×H5.5cm
             カップ/φ7.3×H8cm、220ml
素材：メラミン

原産国：中国

※食洗機対応、電子レンジ不可

5709513395010
39501
チルドレンテーブルウェアセット

¥4,500

サイズ：W24×D86.5×H58cm
素材：ビーチ材

原産国：中国 5709513142003
39200
ロッキングホース

¥90,000
★受発注商品

サイズ：W80 x H120cm
素材：ラムウール

原産国：リトアニア 5709513394419
39441
ブランケット（ブルー）

¥16,000
★受発注商品

サイズ：φ5.5×H5cm
素材：オーク材（マットラッカー塗装）

原産国：中国

※食洗機不可

5709513391067
39106
エッグカップ 2pcs

¥4,000

サイズ：W35.5xφ24.5×H6.5cm
素材：オーク材（マットラッカー塗装）

原産国：中国

※食洗機不可

5709513391074
39107
サービングディッシュ

¥9,000

サイズ：土台 / W13×H3.5cm
            ボトル / W5×H14.5cm
素材：オーク材（マットラッカー塗装）・無鉛ガラス・コルク

原産国：中国

※食洗機不可

5709513391203
39120
オイル＆ビネガー ボトルセット

¥12,000

サイズ：ソルトセラー/Φ7×H4cm
            スプーン/W7×D1.3×H1.3cm
素材：オーク材（マットラッカー塗装）

原産国：中国

※食洗機不可

5709513391210
39121
ソルトセラー（スプーン付き）

¥4,500

サイズ：W6.5×φ6×H9cm
素材：オーク材（マットラッカー塗装）・真鍮・セラミック

原産国：中国

※食洗機不可

5705140391227
39122
ペッパーミル

¥6,000

MENAGERI

MENAGERI
メナジェリ

1940 年代、カイ・ボイスンはダイニングテーブルで使用する為の美しく機能的なアイテムを発表しました。それらは、彼のスタイルともいえる穏やかな曲線を持ち、
毎日の家庭で繰り広げられる食事という儀式に敬意を示したものでした。MENAGERI は、その過去のデザインをもとに現代の生活にフィットするよう制作されたシリー
ズで、全ての素材に環境を配慮した FSC 認定のオーク材を使用しています。デザインを愛するひと、料理を愛するひとにとって長く付き合えるテーブルウェアです。


