10 ROSENDAHL COPENHAGEN

ROSENDAHL COPENHAGEN
Denmark

「ローゼンダール社 コペンハーゲン」は、エリック・ローゼンダールが設立したローゼンダー
ル社（現ローゼンダール・デザイングループ）によって 1992 年に立ち上げられた、デンマー
クのライフスタイルブランドです。「良質なデザインは、創造性と構造体の間の絶妙に保たれ
たバランスから生まれる」という哲学のもと、北欧デザインの伝統的思想を受け継ぎつつ、
世界の第一線で活躍する著名デザイナーとともに、ライフスタイルにより身近に溶け込むプ
ロダクトを生み出しています。
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Designer

［ MARIA BERNTSEN ］

［ ERIK BAGGER ］

デンマーク王立デザイン学校と仏ボ

金細工師の修行を経て、ジョージ

年に自身のスタジオを設立、ジョー

の細部にこだわり、金属、プラスチッ

マリア・バーントセン

ルドー建築学校で学んだ後、1992

ジ ジェンセン、ティファールなど
国際的ブランドで活躍している。代

表 作のホルムガード「Design with

Light」をはじめ、空間のムードを作

り出す灯りのデザインに定評がある。

［ TOM NYBROE ］
トム・ニーブロエ

広告代理店、グラフィックデザイ

エリック・バッガー

ジェンセン勤務後、独立。デザイン
ク、
樹脂などの工業的で冷たいイメー

ジの異素材を 1 つに融合させて温か
みのある製品を生み出す手法が特徴
的なデザインスタイル。

［ ROSENDAHL
DESIGN GROUP ］
ローゼンダール・デザイングループ

ナー、ワイン専門家など、多くの職

ローゼンダール社 コペンハーゲン

おいて物事を追求する完璧主義は

け、ブランドの世界観をさらに豊

務経歴や肩書きを持つが、全てに
彼のデザインにも表れている。ロー

ゼンダール社 コペンハーゲンでは、
世界中のワインに精通しているから

こそのアイテムを手掛けている。

の核となるシリーズの開発を手掛
かで広がりのある、魅力的なもの
にする、選りすぐりのデザイナー
集団。
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SOFT SPOT

SOFT SPOT

SOFT SPOT

Designed by

Maria Berntsen

ソフトスポット

New

北欧スローライフに欠かせないキャンドルやランタンのあかり。ホルムガードの「Design with Light」など有機的で柔らかいあかりのデザインで定評の

（アンバー）

マリア・バーントセンにより、LED を使った最新テクノロジーの「SOFT SPOT」シリーズが誕生しました。USB 充電でき、コードレスでどこにでも持ち
運べるあかりは、キャンドルライトのような心地よさを現代生活にもたらしてくれます。

New

26202

ソフトスポット ポータブルランプ

（スモーク）
¥22,000
New

26212

ソフトスポット ポータブルランプ

（オフホワイト）
¥22,000

¥22,000

サイズ：φ13×H24.5cm
素材：スチール（塗装）、
プラスチック、
ガラス
原産国：中国
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約8時間（Highモード時）

5709513262022

原産国：中国
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約8時間（Highモード時）

New

5709513262021

New

サイズ：φ13×H24.5cm
素材：スチール（塗装）、
プラスチック、
ガラス
原産国：中国
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約8時間（Highモード時）

26200

サイズ：φ9×H6cm

φ9cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（スモーク）

¥5,500

サイズ：φ13×H24.5cm
素材：スチール（塗装）、
プラスチック、
ガラス

26222

ソフトスポット ポータブルランプ

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約18時間

26210

サイズ：φ9×H6cm

φ9cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（オフホワイト）

¥5,500

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約18時間

5709513262020

5709513262008

5709513262107
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New

SOFT SPOT

26221

サイズ：φ11×H7cm

φ11cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（アンバー）

¥6,000
New

φ11cm

原産国：中国

26220

サイズ：φ9×H6cm

φ9cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（アンバー）

¥5,500
New

連続点灯時間：約18時間

サイズ：φ9×H6cm

φ9cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（オリーブ）

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約18時間

26201

サイズ：φ11×H7cm

φ11cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（スモーク）

¥6,000
New

充電方式：USB充電

26270

¥5,500
New

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約18時間

26211

サイズ：φ11×H7cm

φ11cm

原産国：中国

ソフトスポット LED（オフホワイト）

¥6,000

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電
連続点灯時間：約18時間

New

5709513262206

5709513262701

原産国：中国

5709513262015

5709513262114

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

26301

サイズ：φ14.5×H25cm

H25cm

原産国：中国

ソフトスポット ソーラー（ブラック）

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

26302

サイズ：φ23.5×H34cm

H34cm

原産国：中国

ソフトスポット ソーラー（ブラック）

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

26310

サイズ：φ11.5×H18.5cm

H18.5cm

原産国：中国

ソフトスポット ソーラー（オリーブ）

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

26311

サイズ：φ14.5×H25cm

H25cm

原産国：中国

ソフトスポット ソーラー（オリーブ）

¥19,000
New

連続点灯時間：約18時間

H18.5cm

¥14,500
New

充電方式：USB充電

サイズ：φ11.5×H18.5cm

¥30,000
New

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック

26300

ソフトスポット ソーラー（ブラック）

¥19,000
New

連続点灯時間：約18時間

サイズ：φ11×H7cm

¥14,500
New

充電方式：USB充電

26271

ソフトスポット LED（オリーブ）

¥6,000
New

素材：ガラス（塗装）、
プラスチック

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

26312

サイズ：φ23.5×H34cm

H34cm

原産国：中国

ソフトスポット ソーラー（オリーブ）

¥30,000

素材：スチール（塗装）、
プラスチック
充電方式：USB充電 / ソーラー充電
連続点灯時間：約13〜15時間（使用環境による）

5709513262213

5709513262718

5709513263005

5709513263012

5709513263029

5709513263104

5709513263111

5709513263128
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GRAND CRU Drinking Glass

GRAND CRU : Drinking Glass

Designed by

グランクリュ：ドリンキング グラス

Rosendahl Design Group（25357）
Erik Bagger（上記以外）

エリック・バッガーがデザインしたこれらのプロダクトは、1993 年の Grand Cru シリーズ誕生から約 30 年経っても変わらず人気の定番アイテムです。
洗練された「４本の切り込み」が入ったデザインはここからスタートしました。エレガントでミニマルに毎日のテーブルを演出します。

25343

タンブラー 6pcs
¥3,800

サイズ：φ8×H9.8cm
容量：220ml
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

5709513353430

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25345

カフェグラス 4pcs
¥3,800

サイズ：φ8×H13.4cm
容量：370ml
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

5709513353454

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25350

ホットドリンクグラス 2pcs
¥3,800

サイズ：φ7.5×W9.5×H11.7cm
容量：240ml
素材：無鉛ガラス・ステンレス鋼
原産国：デンマーク

5709513353508

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25043/25443

ウォーターカラフェ（蓋付き）0.9L
¥5,000

サイズ：φ12×H25.5cm
素材：無鉛ガラス・ステンレス鋼（カラフェ）
・
プラスチック・ステンレス鋼（蓋）
原産国：デンマーク
※食洗機対応（耐熱最高55℃）蓋は食洗機不可

New

25344

タンブラー 270ml 4pcs
¥3,500

5709513350439
5709513354437

サイズ：φ9×H8.5cm
容量：270ml
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

5709513253440

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

New

25357

ショットグラス 40ml 6pcs
¥2,500

サイズ：φ5×H7.5cm
容量：40ml
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

5709513253570

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

New

25359

ブランデーグラス 400ml 2pcs
¥3,000

サイズ：φ10×H10cm
容量：400ml
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ
※食洗機対応（耐熱最高55℃）

5709513253594
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GRAND CRU Bowl & Dish

GRAND CRU : Bowl & Dish
グランクリュ：ボウル & ディッシュ

GRAND CRU Jug

Designed by

Rosendahl Design Group（25457）
Erik Bagger（上記以外）

Grand Cru シリーズのガラスのボウルやプレートは、飽きの来ないデザインで、長く愛されるロングセラー商品です。
重ねて収納でき、洗いやすく、料理が映える、実用的な器です。

25457

ガラスプレート φ16cm 4pcs

サイズ：φ16×H3.5cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥3,800

5709513254577

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25450

ガラスボウル S 4pcs

GRAND CRU : Jug

サイズ：φ15×H6cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥3,800

5709513354505

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25453

ガラスボウル M

サイズ：φ20×H7.8cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥3,000

5709513354536

Designed by

Grand Cru シリーズにサーモジャグ（魔法瓶）が登場。マットな質感のボディに、シンプルでスタイリッシュなデザインは現代のライフスタイルにもよく
合います。また、ワンプッシュで簡単に開閉でき、注ぎ口も切れがよく機能的です。中瓶はガラス製で臭いなどもつきにくい仕様です。

New

25900

サーモジャグ（ブラック）1L

25455

原産国：トルコ

¥3,800
※食洗機対応（耐熱最高55℃）

素材：プラスチック、
ガラス
原産国：中国

5709513259008

※食洗機不可

サイズ：φ25×H9.6cm
素材：無鉛ガラス

サイズ：φ15×W17.5×H28.5cm

¥6,000

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

ガラスボウル L

Rosendahl Design Group

グランクリュ：ジャグ

5709513354550

New

25906

サーモジャグ（ホワイト）1L

サイズ：φ15×W17.5×H28.5cm
素材：プラスチック、
ガラス
原産国：中国

¥6,000
※食洗機不可

5709513259060
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GRAND CRU Storage

GRAND CRU : Storage

Designed by

Rosendahl Design Group

グランクリュ：ストレージ

機能性に優れたミニマルなデザインの Grand Cru ストレージジャー。スクリュー式の蓋なので密封性も高く、調味料からシリアル、パスタまで、様々な
用途に使えます。オーク材を使用したナチュラルな木目の蓋は、キッチンのアクセントにもなるでしょう。

25678

スパイスジャー 120ml

サイズ：φ7×H9.5cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：オーストリア

¥2,000

5709513256786

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

25671

ストレージジャー 0.25L

サイズ：φ11×H7.5cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：ポーランド

¥3,000

5709513256717

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

25672

ストレージジャー 0.5L

サイズ：φ11×H11cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：ポーランド

¥3,200

5709513256724

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

25673

ストレージジャー 0.75L

サイズ：φ11×H14.5cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：ポーランド

¥3,500

5709513256731

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

25674

ストレージジャー 1L

サイズ：φ11×H18cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：ポーランド

¥3,800

5709513256748

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

25675

ストレージジャー 1.5L

サイズ：φ11×H24cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：ポーランド

¥4,000

5709513256755

※食洗機対応(耐熱最高55℃)、蓋のみ食洗機不可

25677

ストレージジャー 2L

サイズ：φ11×H30cm
素材：無鉛ガラス・無塗装オーク
原産国：トルコ

¥5,000
※食洗機対応（耐熱最高55℃）、蓋のみ食洗機不可

5709513256779
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GRAND CRU : Oven-proof Dish

GRAND CRU Oil & Vinegar

Designed by

Rosendahl Design Group

グランクリュ：オーブンプルーフ ディッシュ

スタイリッシュで機能的なオーブンウエアです。オーブンからそのままテーブルに並べても見映えよく、またシンプルなデザインは様々な料理を引き立た
せます。専用の蓋を使用すれば保存容器として使うこともできます。

25601

オーブンディッシュ S

サイズ：W23.5×D12.5×H6cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥3,500

5709513256014

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、オーブン対応

36305

蓋（オーブンディッシュ Sサイズ用）

サイズ：W24.5×D13×H2cm
素材：プラスチック
原産国：中国

¥800

5709513363057

※オーブン不可、食洗機対応（耐熱最高55℃）

25602

オーブンディッシュ M

サイズ：W23.5×D23.5×H6.3cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥4,000

5709513256021

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、オーブン対応

36307

蓋（オーブンディッシュ Mサイズ用）

サイズ：W24.5×D24.5×H2cm
素材：プラスチック
原産国：中国

¥1,000

5709513363071

※オーブン不可、食洗機対応（耐熱最高55℃）

GRAND CRU : Oil & Vinegar

Designed by

Rosendahl Design Group

グランクリュ：オイル & ビネガー

オイルやドレッシングもスタイリッシュな専用ボトルがあれば、
調理も楽しく、
見た目を気にせず、
そのままテーブルにも。実用的で使いやすいのはもちろん、
Grand Cru のグラスや食器と並べると統一感のあるスタイリングを演出できます。

25510

オイル＆ビネガーボトル
¥3,500

素材：無鉛ガラス・ステンレス鋼・プラスチック
原産国：デンマーク

5709513255109

※食洗機対応
（耐熱最高55℃）
、
プラスチックのみ食洗機不可

16096

ドレッシングシェーカー
¥3,000

サイズ：φ8.5×H14.5cm
容量：250ml
素材：無鉛ガラス・プラスチック
原産国：ポーランド

5709513160960

※食洗機対応
（耐熱最高55℃）
、
プラスチックのみ食洗機不可

16097

ブラシ付きマリネジャー
¥3,500

サイズ：φ8.5×H20.5cm
容量：250ml
素材：無鉛ガラス・プラスチック・シリコン
原産国：ポーランド
※食洗機対応
（耐熱最高55℃）
、
プラスチックのみ食洗機不可

サイズ：W38.5×D25.5×H2cm

ズ用）

原産国：中国

ホルダー（オーブンディッシュ Mサイ

¥3,500

サイズ：φ7×W7.5×H19.5cm
容量：200ml

36041

5709513160977

素材：メッキ鋼材

※オーブン・食洗機不可

5709513360414
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25605

オーブンボウル S

サイズ：φ19×H8cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥3,500

5709513256052

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、オーブン対応

36309

蓋（オーブンボウル Sサイズ用）

サイズ：φ20×H2cm
素材：プラスチック
原産国：中国

¥900

5709513363095

※オーブン不可、食洗機対応（耐熱最高55℃）

25606

オーブンボウル M

サイズ：φ24×H9.5cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥4,000

5709513256069

※食洗機対応（耐熱最高55℃）、オーブン対応

36308

蓋（オーブンボウル Mサイズ用）

サイズ：φ25×H2cm
素材：プラスチック
原産国：中国

¥1,000

5709513363088

※オーブン不可、食洗機対応（耐熱最高55℃）

25608

オーブンココット

サイズ：W25×D39.5×H12.5cm
素材：無鉛ガラス
原産国：トルコ

¥7,000
※食洗機対応（耐熱最高55℃）、オーブン対応

5709513256083

GRAND CRU Oven-proof Dish

ROSENDAHL COPENHAGEN 29

28 ROSENDAHL COPENHAGEN

WINE ACCESSORY
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PREMIUM

Designed by

ワインアクセサリー

Rosendahl Design Group(18744, 18745)
Erik Bagger(25030)
Tom Nybroe(25046)

PREMIUM

Designed by

Tom Nybroe

プレミアム

「良いグラスは日常的に使われるべきである」という考えのもと、ワイン専門家でもあるトム・ニーブロエによってデザインされたグラスシリーズ。
アイスペールやワインクーラーなど、いずれも用と美を兼ね備えたローゼンダール社 コペンハーゲンらしいデザイン。贈り物にも最適でしょう。

18744

グランクリュ アイスペール（トング付き）

サイズ：φ16×H11cm
素材：ステンレス鋼・プラスチック
原産国：中国

¥8,500

容量たっぷりのグラスはフォルムが美しく、機能性と耐久性を兼ね備えています。

29600

5709513187448

レッドワイングラス 2pcs
¥3,000

※食洗機・研磨剤不可

18745

グランクリュ ワインクーラー

原産国：中国

¥7,500

29601

5709513187455

ホワイトワイングラス 2pcs
¥3,000

※食洗機・研磨剤不可

25030

グランクリュ ワインストッパー

原産国：デンマーク

¥3,500

素材：無鉛ガラス
原産国：フランス

5709513296003

サイズ：φ10×H22cm
容量：540ml
素材：無鉛ガラス
原産国：フランス

5709513296010

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

サイズ：φ2.5×H9cm
素材：ステンレス鋼・プラスチック

容量：930ml

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

サイズ：φ12.5×H22.5cm（内径φ9cm）
素材：ステンレス鋼・プラスチック

サイズ：φ12×H23cm

29605

5709513350309

ビアグラス 2pcs
¥3,000

サイズ：φ9.5×H18cm
容量：600ml
素材：無鉛ガラス
原産国：フランス

5709513296058

※食洗機対応（耐熱最高55℃）

25046

デキャンティングポワラー

サイズ：W3×H24cm
素材：ステンレス鋼・プラスチック
原産国：デンマーク

¥4,000
※食洗機不可

29603

5709513250463

ウォーターグラス 2pcs
¥3,000

サイズ：φ10×H10.5cm
容量：520ml
素材：無鉛ガラス
原産国：フランス
※食洗機対応（耐熱最高55℃）

5709513296034

