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「リュンビュー ポーセリン」はコペンハーゲンの北にあるコンゲス・リュンビューで 1936 年

に設立したポーセリンブランドです。このころ主流だった装飾的な磁器とは対照的に、ドイツ

のバウハウス運動の影響を強く受け、シンプルさと機能性の思想を取り入れたデザインで

多くの人々に新鮮な印象を与えました。1969 年に工場が一度閉鎖されましたが、2012年に

生産を再開。現在はローゼンダール・デザイングループが運営し、伝統的な職人技と先進的

な生産技術により、純粋な機能美のDNAを受け継ぐ製品を世に送り出しています。

LYNGBY PORCELÆN

Denmark
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CURVE

リュンビュー ポーセリンの過去のアーカイブコレクションからインスパイアされ、最高の職人技で作り出された新しいデザインのベースとキャンドル 
ホルダーです。今日のトレンドでもあるマットな表面はわずかなゆがみも目立つため、制作する上で一切の妥協を許しません。

CURVE   
カーブ

200540

カーブベース H12cm

¥6,000

サイズ：φ9×H12cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507005409

200541

カーブベース H17.5cm

¥10,000

サイズ：φ14×H17.5cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507005416

200544

カーブティーライトホルダー

¥2,500 

サイズ：φ6.5×H5.5cm、口径φ4cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507005447

200545

カーブキャンドルホルダー

¥2,500 

サイズ：φ6.5×H7cm、口径φ2cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507005454

200546

カーブブロックキャンドルホルダー

¥5,000 

サイズ：φ11×H5.5cm、口径φ7.5cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507005461

New

New

New
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スペイン語で「腰」を意味する TURA のデザインは、デンマークで活躍するインダストリアルデザイナーで丸みや柔らかな形を得意とするフィリップ・ブロ・ルドヴィ
クセンが手掛けています。リュンビュー ポーセリンの象徴とも言える直線ラインのデザインを継承しつつ、フェミニンでプリーツのようなクラシカルなラインの形状に
より、静と動を表現したモダンアートのような佇まいを持ち合わせています。

TURA

TURA 
トゥラ

LYNGBY VASE

Designed by Philip Bro Ludvigsen

201460

トゥラ ジャー

¥35,000 

サイズ：φ19.5×W21.5×H27.5cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507014609

201461

トゥラ ベースH34cm

¥38,000

サイズ：φ26×H34cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507014616

201556

トゥラ ベースH14.5cm

¥10,000

サイズ：φ13.5×H14.5cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507015569

201555

トゥラ ベースH18cm

¥10,000 

サイズ：φ11×H18cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507015552

New

New
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ブランドの中で最も象徴的なデザインといえるベース。1920年代まで一般的には、形そのものよりも磁器に施す装飾の方が重視されていましたが、バウハウス
の影響により、それまでとは違う余分な飾りがないシンプルなデザインで1936年に発売された リュンビューベースは、当時の人々に新しさを与えました。

LYNGBY VASE 
リュンビューベース

200770

ベース（ホワイト）H12cm

¥7,000

サイズ：φ7×H12cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507210063

200775

ベース（ホワイト）H15cm

¥9,000

サイズ：φ8.5×H15cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507210032

200783

ベース（ホワイト）H20cm

¥10,000

サイズ：φ11×H20cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507210025

200785

ベース（ホワイト）H25cm

¥30,000

サイズ：φ15×H25cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル 5711507210018

200792

ベース（ホワイト）H31cm

¥38,000

★受注発注商品

サイズ：φ18×H31cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507210049

200794

ベース（ホワイト ）H38cm

¥45,000

★受注発注商品

サイズ：φ21×H38cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507210056

201586

ベース（グリーン）H20cm

¥13,000

サイズ：φ11×H20cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507001302

201587

ベース（グリーン）H25cm

¥30,000

★受注発注商品

サイズ：φ15×H25cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507001319

200800

ベース（ブラック）H12cm

¥8,000

サイズ：φ7×H12cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507211060

200802

ベース（ブラック）H15cm

¥10,000

サイズ：φ8.5×H15cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507211039

200804

ベース（ブラック）H20cm

¥13,000

サイズ：φ11×H20cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507211022

200810

ベース（ブラック）H38cm

¥45,000

★受注発注商品

サイズ：φ21×H38cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507211053

200597

ベース（ゴールド）H20cm

¥22,000

サイズ：φ11×H20cm
素材：磁器
原産国：ドイツ 5711507225012
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表面に 繊 細な溝が 施され たティーライトホルダーとキャンドルホルダー。リュンビューベースのデザインを受け継 ぎながらも独自の個性を持 つ 
シリーズです。

LYNGBY CANDLE HOLDER 
リュンビューキャンドルホルダーLYNGBY CANDLE HOLDER

200532

ティーライトホルダー 2pcs

¥3,000

サイズ：φ6.5×H3cm、口径4cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507005324

201570

キャンドルホルダー H7cm

¥3,000

サイズ：φ5×H7cm、口径2.9cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507015705

201571

キャンドルホルダー H11cm

¥3,000

サイズ：φ5×H11cm、口径2.9cm
素材：磁器
原産国：中国 5711507015712
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RHOMBE WHITE
特徴的なひし形模様（RHOMBE）から名付けられたクラシカルなディナーウェアシリーズ。アーティチョークを思わせる緻密なデザインは、1960 年代の
過去のアーカイブデザインより応用したものです。クラシックで上品な印象を与えると同時に、滑りにくく心地よい手触りを実現しています。

RHOMBE WHITE
ロンブホワイト

201209

ボウル φ11cm

¥3,000

サイズ：φ11×H6.5cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507238395
201224

プレート φ21cm

¥3,500

サイズ：φ21×H2.5cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507238029
201223

プレート φ23cm

¥4,000

★受注発注商品

サイズ：φ23×H2.4cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507012230
201222

プレート φ27cm

¥5,000

★受注発注商品

サイズ：φ27×H2.5cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507238012
201229

スーププレート φ24.5cm

¥4,500

サイズ：φ24.5×H6cm
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507012292
201212　
ソースボート

¥10,000

★受注発注商品

サイズ：W16.5×D11.5×H11.5cm
            φ13.5×H2.3cm（受け皿）
容量：670ml
素材：磁器
原産国：タイ
※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507012124
201230

マグカップ 2pcs

¥6,600

サイズ：φ8.5×W11×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：ポルトガル

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507238302
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RHOMBE COLOR

ロンブホワイトと同じ型にスタイリッシュなカラーを施したロンブカラーシリーズ。コペンハーゲンで活躍するデザインデュオ、スティルレーベンとのコ
ラボレーションにより、生き生きとしたカラーバリエーションが実現しました。コンテンポラリーな色合いで遊び心と感情を目覚めさせ、暮らしに明るさ
とリズムをもたらします。

RHOMBE COLOR
ロンブカラー

Collaborated with Stilleben                  

201900

ボウル（ターコイズ） φ11cm

¥3,800

サイズ：φ11×H6.5cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019000
201905

ボウル（アクア） φ13cm

¥4,600

サイズ：φ13×H6.5cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019055
201910

ボウル（ブルー） φ17.5cm

¥9,000

サイズ：φ17.5×H9cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019109
201915

ボウル（ダークブルー） φ22cm

¥12,000

サイズ：φ22×H11cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019154
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201930

プレート（ローズ） φ21cm

¥4,500

サイズ：φ21×H2.5cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019307
201935

プレート（テラコッタ） φ23cm

¥4,600

サイズ：φ23×H2.5cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019352
201945　
プレート（サンド） φ27cm

¥5,500

サイズ：φ27×H2.5cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019451
201940

スーププレート（グリーン）φ24.5cm

¥5,500

サイズ：φ24.5×H6cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019406
201950

オーバルプレート（ライラック）

¥12,000

サイズ：W35×D26.5×H3cm
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019505
201340

ティーカップ＆ソーサー
（ローズ＆サンド）

¥5,800 

サイズ：φ11.5×H7cm/ソーサーφ17cm
容量：390ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507013404
201341

ティーカップ＆ソーサー
（ブルー＆テラコッタ）

¥5,800 

サイズ：φ11.5×H7cm/ソーサーφ17cm
容量：390ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507013411

New

New

201962

マグカップ（ブルー）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019628
201964

マグカップ（グリーン）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019642
201960

マグカップ（ローズ）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019604
201961

マグカップ（サンド）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019611
201963

マグカップ（テラコッタ）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019635
201965

マグカップ（イエロー）330ml

¥3,400

サイズ：φ8.5×H10.5cm
容量：330ml
素材：磁器
原産国：タイ

※食洗機対応（耐熱最高65℃）、電子レンジ対応

5711507019659
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1950 年代後半のデザインアーカイブより、当時とても人気を集めた DAN-Ild シリーズが、デンマークで今注目の高いデザインデュオ、スティルレーベン
の再解釈によって現代風にアレンジされました。素朴な雰囲気を持ちながらも、クリアブルーの模様が遊び心を感じさせます。オーブンなどの直火調理が
できて、食卓での器を兼ね備えたアイテムたちは、調理中も食事の時も心踊るデザインです。

DAN-Ild 
ダンイルド

Designed by Stilleben                  

201470

ボウルφ9cm

¥2,500 

サイズ：φ9×H5cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014708
201471

ボウルφ13cm

¥3,000

サイズ：φ13×H7cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014715
201472

ボウルφ17cm

¥4,000

サイズ：φ17×H9cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014739

New

New

New

201473

ボウルφ21cm

¥6,000

サイズ：φ21×H11cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014739
201474

ソースボート

¥6,000

サイズ：W19.5×D13.5×H9.5cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014746
201476

サービングディッシュ

¥7,000

サイズ：W27×D27×H1.5cm
素材：磁器
原産国：中国

※食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014760
201477

オーブンディッシュS

¥6,000

サイズ：W31×D16×H5.5cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014777
201478

オーブンディッシュM

¥7,000

サイズ：W36×D21×H6cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014784
201479

オーブンディッシュL

¥9,500

サイズ：W41×D26×H6.5cm
素材：磁器
原産国：中国

※電子レンジ、オーブン可・直火可能、
　食洗機対応（耐熱最高65℃）

5711507014791

New

New

New

New

New

New

DAN-Ild
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HERRINGBONE

魚の骨に見えることから「ヘリンボーン（= ニシンの骨）」と呼ばれ、床材や衣服の生地に用いられる伝統模様をテーブルマットにしました。リュンビュー ポー
セリンが長い歴史の中で培ってきた、感覚的な立体表現や現代的なライフスタイルに寄り添うカラーリングなどを踏襲し、磁器とテキスタイルという異な
るジャンルを繋ぐ掛橋のようなアイテムでもあります。環境に配慮した GRS 認証のリサイクル素材を使用しているため、色味に多少の個体差があります。

HERRINGBONE 
ヘリンボーン

※GRS（ Global Recycle Standard ）認証とは、リサイクル含有物、加工流通過程管理、社会及び環境慣行、及び化学規制について定めた国際リサイクル認証基準です。

607437

ヘリンボーン（グリーン）

¥1,500

サイズ：W43×H30cm
素材：リサイクル コットン82% 

リサイクル ポリエステル18% 
原産国：インド

ロット6（単色）

5713397074374
607438

ヘリンボーン（ローズ）

¥1,500

サイズ：W43×H30cm
素材：リサイクル コットン82%

リサイクル ポリエステル18%
原産国：インド

ロット6（単色）

5713397074381

607194

ヘリンボーン（ブラウン）

¥1,500

サイズ：W43×H30cm
素材：リサイクル コットン82%

リサイクル ポリエステル18%
原産国：インド

ロット6（単色）

5713397071946
607195

ヘリンボーン（ブルー）

¥1,500

サイズ：W43×H30cm
素材：リサイクル コットン82%

リサイクル ポリエステル18%
原産国：インド

ロット6（単色）

5713397071953
607198

ヘリンボーン（イエロー）

¥1,500

サイズ：W43×H30cm
素材：リサイクル コットン82%

リサイクル ポリエステル18%
原産国：インド

ロット6（単色）

5713397071984

：液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる

：塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止

：タンブル乾燥禁止

：底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる

：パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる


