株式会社 NOMAD
2021年10月8日
プレスリリース
デンマークを代表するデザインアイコン

カイ・ボイスンの木製モンキー誕生70周年企画

北欧ライフスタイル ラン の輸入販売を手掛ける株式会社NOMADが日本卸販売総代理店として展開し
ている「カイ・ボイスン デンマーク」より、モンキー生誕70周年の特別企画をご案内いたします。
デンマークデザインの巨匠、カイ・ボイスンによって1951年にデザインされた木製モンキーは、発表され
るや否や国内外で大変な人気を誇り、 ンマーク
イン史においても大きなイン クトを与えました。
70年以上経った今でも世代や国境を超えて愛され続け、20世紀のデンマークデザインを代表するアイコン
として世界中のメディアや展覧会で象徴的に扱われています。
この秋、モンキー誕生70周年を記念して、オンラインショップ 「scope」では端材を使った特別モデル
『リワークド モンキー』の豪華特典付き限定発売が、株式会社サザビーリーグが展開する「IʼM OK」3店
舗では「KAY BOJESEN DENMARK Fair」が実施されます。また、全国の「カイ・ボイスン デンマーク」
取り扱い店舗では、モンキーお買い上げのお客様に特別プレゼントがもらえるキャンペーンが実施されま
す。
1. 端材を組み合わせた70周年特別モデル『リワークド モンキー』（scope限定）
モンキー誕生70周年を記念して特別製作された端材を使用したアッ サイク
ルモ ルがscope限定にて11月15日より発売開始されます。
定番のモンキーは、 ークチーク材とホワイトリン 材の二種類を使い、32
もの ーツ 構成されています。この複雑なクラフトマンシッ を継承し、
廃棄されるは の5種類の木材の小さな端材を組み合わせ、美しいモザイク
トーンを生み出しました。ほ す てFSC®認証材 生産されており、廃棄
物を出さないこと、廃棄されるは
った資源を利用することを重視し、環
境負荷にも配慮しています。
70周年の記念のアニ ーサリースタン
足の裏に刻印され、特別木製ボッ
クス入りで世界限定発売されるこのモデルに、さらに日本限定特典として、
イラストレーター長場雄氏による描き下ろしポスター（A2サイズ）とスペ
シャル小冊子が付く豪華特典バージョンでの発売となります。
・サイズと価格：S W19.5
M W 29

D7.5
D11

H18.5cm / 30,000円
H28 cm / 80,000円

・取扱店：scope （https://www.scope.ne.jp）
・発売日：2021年11月15日
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株式会社サザビーリーグが展開するライフスタイルショップ
「IʼM OK」3店舗にて、「カイ・ボイスン デンマーク フェア」
が開催されます。カイ・ボイスン デンマークが国内展開する動
物オブジェ全種が勢揃い。また、新商品『モビール』の先行販
売が行われます。

＜会期と開催店舗＞
・10月8日（金） 〜10月20日（水）IʼM OK二子玉川店
・10月23日（土）〜11月15日（月）IʼM OK千駄ヶ谷店、IʼM OKみなとみらい店 同時開催

3. 新商品「モビール」先行発売
木製のカラフルなソングバードとボールで構成されたモビール
は、ベビー用品としてはもちろん、空間を彩るインテリアとし
ても。
・取扱店：IʼM OK二子玉川店、IʼM OK千駄ヶ谷店、
IʼM OKみなとみらい店（以上3店舗はPOP UPイベント内にて）
MOMA Design Store
・発売日：2021年10月上旬
・サイズと価格：φ23.5

H47cm 22,000円

4. モンキー購入者に特別冊子「ディア モンキー」をプレゼント
カイ・ボイスン デンマーク正規取扱店にて各種モンキーを購入
いただいたお客様に、モンキー生誕70周年を記念して特別編集
された小冊子「ディア モンキー」をプレゼント。カイ・ボイス
ンの子孫のインタビューやヒストリー、スペシャルコラムなど
が掲載されています。
・期間：2021年10月1日〜（なくなり次第終了）

カイ・ボイスン ／ Kay Bojesen

カイ・ イスン(1886-1958)は、20世紀の ンマークを代表する著名
イナー。 ョー
ェンセン 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、長男の誕生を機に子 も向けの
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
インを生み出しました。1951年にアイコン的なモンキー
誕生、同年にはステンレスカトラリーがミラノの国際展覧会でグラン
プリを受賞。 ンマーク王室御用達としても名を馳せました。
カイ・ボイスン デンマーク / Kay Bojesen Denmark
世界中 愛される木製モンキーの生みの親、カイ・ イスンによる工房とショップは、彼の死後30年余り
はその家族 経営していました 、1991年に現ロー ン ール・
イン ルー
木製商品の商業権を
引き継い 復刻生産を開始、2010年に「カイ・ イスン ンマーク」という ラン 名に統一しました。
カイ・ イスンの意志を引き継 な ら、商品化されていなかったものや隠れた名
インを積極的に復
刻しています。また、環境に配慮した取り組みの一環として、 積極的に製品へFSC®認証の木材を使用して
います。
・ブランドページ：https://nomadinc.jp/brand/kay-bojesen-denmark

*価格は全て税込です。
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デ

プ
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デ

が
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2. KAY BOJESEN DENMARK Fair 開催

NOMADについて
株式会社NOMADは「北欧と日本をつなぐ往復バス」をコンセプトに、デンマークのインテリアブランドを中心
とした北欧ブランドの輸入販売代理業務、ブランドコンサルティング業務などを通じて、さまざまな活動を行
なっています。取り扱うブランドは、サステナ ルな社会への進化も意識しな ら、豊かなライフスタイルを実
現する北欧
イン ラン を厳選し、日本総代理としての責任とプライドを持って大切に育てています。
「NOMAD（ノマド）＝遊牧民」を意味する社名が表す通り、一つの型にとらわれない広い視野と自由な発想、
そして、フットワークの良さを強みに、「共存共栄」の精神を価値に、作る人、使う人、それを取り巻く人、す
べてに幸せを届けながら、北欧のライフスタイルを広めていきたいと考えています。
主な取り扱いブランド
「ローゼンダール社 コペンハーゲン」「ホルムガード」「カイ・ボイスン デンマーク」などローゼンダール・デザイン
グループが擁するブランドの日本卸販売総代理店を務めるほか、北欧の今を象徴する「ムーベ」や「スティルレーベン
プリント コレクション」など、10ブランド以上に及びます。
＜デンマーク＞
ローゼンダール社 コペンハーゲン、ホルムガード、カイ・ボイスン デンマーク、ビヨン・ヴィンブラッド、リュン
ビュー ポーセリン、ムーベ、スティルレーベン プリント コレクション、カトテック コペンハーゲン、エーエスピー
ホルムブラッド、フォーム＆リファイン、カリン・カーランダー
＜スウェーデン＞
ブリタ スウェーデン
※ NOMAD公式ウェブサイト（https://nomadinc.jp）のブランドページより、ブランドごとの国内カタログをご高覧
いただけます。
※NOMADショールームでは、取り扱いブランドの主要アイテムを撮影用にお貸出ししております。
2021年8月に移転しました。
・所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-2 キョウデンビル 6F
・貸出し対応時間：月〜金の9:00〜16:00 （祝日を除く。ただし毎月第3金曜は10:00〜14:00）
予告なく営業日時の変更が生じる可能性がございます。
・TEL： 03-6407-1073

▼メディアお問い合わせ先▼
株式会社NOMAD PR代理
出口 はる（携帯 090-2319-5605、Email:harudeguchi@gmail.com）
廣瀬 美葵（携帯 090-8435-4452、Email:miki.hirose.827146.jp@gmail.com）
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ブ

ド
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