
Cat. 
No.

デザイナー・作家名 作品名
デザイン年（制作年

は［］内に記載）
制作・メーカー・クライアント名等 素材・技法 所蔵

1-1 ー 皿 〈ブルーフルーテッド〉 ［1785頃］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-2 ー 皿 〈ブルーフルーテッド〉 ［1864-1877］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-3a～e ー バターパット〈ブルーフルーテッド〉

a［1894-1898］
b［1891-1893］
c［1913-1922］
d［1891-1893］
e［1898-1922］

ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-4 ー コンポート 〈ブルーフルーテッド〉 ［1895-1896］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-5 ー トレイ 〈ブルーフルーテッド〉 ［1898-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-6 ー カップ＆ソーサー 〈ブルーフルーテッド〉 ［1902-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-7 ー カップ＆ソーサー 〈ブルーフルーテッド〉 ［1903-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-8 ー カップ＆ソーサー 〈ブルーフルーテッド〉 ［1906-1913］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-9 ー 皿 〈ブルーフラワー〉 ［1785頃］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-10a-d ー 皿 〈ブルーフラワー〉 ［1820-1850］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-11 ー 皿 〈ブルーフラワー〉 ［1894-1897］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-12 ー 葉型皿 〈ブルーフラワー〉 ［1898-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-13 ー ピクルス皿 〈ブルーフラワー〉 ［1902］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-14 ー ポット 〈ブルーフラワー〉 ［1800頃］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション
1-15a～d ゴスタウ・フリードリク・ヘチ カップ＆ソーサー 〈ブルーフラワー〉 ［1898-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション
1-16 アーノル・クローウ 記念プレート　1888 ［1888］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-17 アーノル・クローウ 鉢 〈マーガレットサーヴィス〉 ［1898-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-18 アーノル・クローウ 皿 〈マーガレットサーヴィス〉 ［1900-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-19 アーノル・クローウ 皿 〈マーガレットサーヴィス〉 ［1900-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-20 アーノル・クローウ カップ＆ソーサー 〈マーガレットサーヴィス〉 ［1902-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-21 アーノル・クローウ カップ＆ソーサー 〈マーガレットサーヴィス〉 ［1902-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-22 ピートロ・クローン 胡椒入 〈鷺のサーヴィス〉 ［1895-1898］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-23 ピートロ・クローン 塩入 〈鷺のサーヴィス〉 ［1898-1915］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-24 ピートロ・クローン ソース入 〈鷺のサーヴィス〉 ［1898-1915］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-25 ピートロ・クローン カップ＆ソーサー 〈鷺のサーヴィス〉 ［1915］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-26 ー 花瓶 〈金蓮花〉 ［1898-1902］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-27 スセデ・C・ ホルデン（旧姓スコウゴー） 花瓶 〈花籠〉 ［1911］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-28 ハンス・ピーダ・コフォーズ 皿 〈風景〉 ［1902-1914］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-29 ー 皿 〈帆船〉 ［1902-1922］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-30 カール・フレズレク・リースベア 皿 〈風景〉 ［1905］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

1-31 アメーリェ・ スコウ 皿 〈風景〉 ［1915-1948］ ビング オー グレンダール 磁器 塩川コレクション

1-32 ー 皿 〈風景〉 ［1923-1928］ ロイヤル コペンハーゲン 磁器 塩川コレクション

2-1 コーオ・クリント 椅子 KK37580 〈レッドチェア〉 1927 ルド・ラスムッセン工房 マホガニー、真鍮、革 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
2-2 コーオ・クリント 肘掛椅子　KK47000 〈サファリチェア〉 1933 ルド・ラスムッセン工房 アッシュ、キャンヴァス ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
2-3 コーオ・クリント ペンダント・ランプ 〈レ・クリント 101C〉 1944 レ・クリント プラスチック 個人蔵
2-4 コーオ・クリント テーブルランプ〈レ・クリント360〉 1945 レ・クリント プラスチック、真鍮 個人蔵
2-6 モーウンス・コク 折り畳み椅子 MK99200 1932 ルド・ラスムッセン工房 ビーチ、リネン、革、真鍮 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
2-7 ギーオウ・イェンスン 深皿 no. 2c 1905 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵
2-8 ヨハン・ローゼ ピッチャー no. 432 1920 ［1933-1944］ ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵
2-9 アーノ・マリノウスキ 王の記章：クレスチャン10世70歳の誕生日記念 1940 ジョージ ジェンセン スターリング銀 個人蔵
2-10 アーノ・マリノウスキ ブローチピン no. 5001c　〈鉄と銀〉のシリーズより 1944頃 ジョージ ジェンセン 鉄、銀 個人蔵
2-11 カイ・ニルスン 彫像 〈酒神バッカス〉 ［1912］ ビング オー グレンダール 炻器 塩川コレクション
2-12 カール・ヘーリャ 蓋付壺 ［1929］ ロイヤル コペンハーゲン 炻器 塩川コレクション
2-13 - 蓋付壺 ［1930］ ロイヤル コペンハーゲン 炻器 塩川コレクション
2-14 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈牧草地〉 1944 ノーディスカ・コンパニーエット 綿 トビアス・ヤコブセン
2-15 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈イラクサ〉 1944 ノーディスカ・コンパニーエット 綿 トビアス・ヤコブセン
2-16 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈ヨウラクユリ〉 1944 ノーディスカ・コンパニーエット 綿 トビアス・ヤコブセン
2-17 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈ドングリ〉 1944 ノーディスカ・コンパニーエット リネン トビアス・ヤコブセン
2-18 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈公園〉 1940年代末 テクスティール＝ラスン 綿 トビアス・ヤコブセン
2-19 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テキスタイル 〈レモン〉 1948以前 テクスティール＝ラスン ビスコース織物 個人蔵

3-1 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 JH550 〈ピーコックチェア〉 1947 ヨハネス・ハンスン アッシュ、チーク、ペーパーコード 個人蔵
3-2 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子　JH503 〈ラウンドチェア/ザ・チェア〉 1949 ヨハネス・ハンスン チーク、竹 個人蔵
3-3 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子　CH24 〈ウィッシュボーンチェア/Y-チェア〉 1950 カール・ハンセン＆サン アッシュ、ペーパーコード 個人蔵
3-4 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 肘掛椅子 CH22 1950 カール・ハンセン＆サン オーク、ペーパーコード 個人蔵
3-5 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 肘掛椅子 CH27 1951 カール・ハンセン＆サン オーク、籐 個人蔵
3-6 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ コーヒーテーブル AT10 1951 アンドレーアス・トゥク オーク、チーク、籐 個人蔵
3-7 バアウ・モーウンスン 椅子 J39 1947 デンマーク生活協同組合連合会 ビーチ、オーク、ペーパーコード 個人蔵
3-8 バアウ・モーウンスン 肘掛椅子 モデル2225 1967 フレデリシア・ファニチャー オーク、革 個人蔵
3-9 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 椅子 モデル3100 〈アントチェア〉 1952 フリッツ・ハンセン 成形合板、スチール 個人蔵
3-10 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テーブル モデル3603 〈エッグテーブル〉 1952 フリッツ・ハンセン 成形合板、スチール 個人蔵

3-11 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 椅子 モデル3107 〈セヴンチェア〉

1955 ［1967：オック
スフォード大学セン
ト・キャサリンズ・カ
レッジのために制
作］

フリッツ・ハンセン ビーチの成形合板、スチール 個人蔵

3-12 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 椅子 モデル3105 1955 フリッツ・ハンセン チークの成形合板、スチール 個人蔵
3-13 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 椅子 モデル3103 1955 フリッツ・ハンセン チークの成形合板、クロムスチール 個人蔵
3-14 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ スクールデスク 1955 フリッツ・ハンセン ビーチの成形合板、スチール 個人蔵
3-15 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 肘掛椅子 〈エッグチェア〉 1958 ［1965頃］ フリッツ・ハンセン アルミニウム、革 個人蔵
3-16 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ 肘掛椅子 〈スワンチェア〉 1957-1958 フリッツ・ハンセン アルミニウム、布 個人蔵
3-17 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ テーブル 1958 フリッツ・ハンセン 成形合板、アルミニウム 個人蔵
3-18 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ ペンダント・ランプ 〈AJ〉 1957 ルイスポールセン アルミニウム、スチール 個人蔵
3-19 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ コーヒーポット、クリーマー、砂糖入れ 〈シリンダ・ライン〉 1964 ステルトン ステンレススチール、ベークライト 個人蔵
3-20 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ サーバー 〈AJ〉 1957 A・ミゲルスン ステンレススチール 個人蔵
3-21 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ カトラリー 〈AJ〉 1957 A・ミゲルスン ステンレススチール 個人蔵
3-22 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ サラダサーバー 〈シリンダ・ライン〉 1964以降 ステルトン ステンレススチール 個人蔵
3-23 アーネ・ヤコプスン［アルネ・ヤコブセン］ ドアハンドル 〈AJ〉 1956 カール・F・ピーダスン 真鍮、ブロンズ 個人蔵
3-24 フィン・ユール 椅子 FJ46 1946 ニルス・ヴォザ チーク、布 個人蔵
3-25 フィン・ユール 椅子 〈チーフテンチェア〉 1949 ニルス・ロート・アナスン チーク、革 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
3-26 フィン・ユール サイドテーブル FD531 1950年代 フランス・オ・ダーファコースン チーク 個人蔵
3-27 フィン・ユール コーヒーテーブル FD531/45 1950年代 フランス・オ・セン チーク 個人蔵
3-28 フィン・ユール ボウル 1951 マウネ・モンスン・フォ・カイ・ボイイスン チーク 個人蔵
3-29 フィン・ユール ソファ モデル137 〈ジャパンソファ〉 1953 フランス・オ・セン チーク、ウール 個人蔵
3-30 フィン・ユール 椅子 モデル96 1956 セーアン・ヴィラスン家具工場 オーク、チーク、籐 個人蔵
3-31 フィン・ユール 椅子 FD192 1959 フランス・オ・セン チーク、革 個人蔵
3-32 ヴィルヘルム・ロンストラム 静物 ［1940頃］ ー リトグラフ 個人蔵
3-33 リカート・モーデンスン （不詳） ［1961］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-34 リカート・モーデンスン （不詳） ［1965］ ー 印刷 個人蔵
3-35 リカート・モーデンスン （不詳） ［1965］ ー 印刷 個人蔵
3-36 リカート・モーデンスン 『アトリエ143』から ［1967頃］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-37 リカート・モーデンスン （不詳） ［1968］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-38 リカート・モーデンスン （不詳） ［1968］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-39 リカート・モーデンスン （不詳 〈コンポジション〉か？） ［1969］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-40 ローバト・ヤコプスン （不詳） ［1975頃］ ー シルクスクリーン 個人蔵
3-41 ポウル・ケアホルム 椅子 EKC22 1955 E・コル・クレステンスン クロムスチール、革 個人蔵
3-42 ポウル・ケアホルム テーブル EKC61 1956 E・コル・クレステンスン クロムスチール、スレート 個人蔵
3-43 ポウル・ヘニングスン ペンダント・ランプ 〈PH アーティチョーク〉 1957 ルイスポールセン 銅、スチール、クロム板、アルミニウム 個人蔵
3-44 ポウル・ヘニングスン ペンダント・ランプ 〈PH5〉 1958 ルイスポールセン アルミニウム 個人蔵
3-45 ポウル・ヘニングスン ペンダント・ランプ 〈PH コントラスト〉 1958-1962 ルイスポールセン アルミニウム 個人蔵
3-46 ポウル・ヘニングスン ペンダント・ランプ 〈PH4/3〉 1966 ルイスポールセン アルミニウム 個人蔵
3-47 ヴェアナ・パントン 椅子 〈ハートコーンチェア〉 1958 ヴィトラ ステンレススチール、ウール 個人蔵
3-48 ヴェアナ・パントン 椅子 271F 1965 トーネット 成形合板 個人蔵
3-49a ヴェアナ・パントン 椅子 〈パントンチェア〉 1967 ［1974］ ハーマンミラー プラスチック 個人蔵
3-49b ヴェアナ・パントン 椅子 〈パントンチェア〉 1967 ［1976］ ハーマンミラー プラスチック 個人蔵
3-50 ヴェアナ・パントン ペンダント・ランプ 〈フラワーポット〉 1968 ルイスポールセン スチールにエナメル加工 個人蔵
3-51 ナナ・ディツェル 肘掛椅子 モデルOD-5301-2 1969 オゼンセ木工所 ファイバーグラス 個人蔵
3-52 ピーダ・ヴィト/ オーラ・ムルゴー=ニルスン 椅子 〈AXチェア〉 1947 フリッツ・ハンセン ビーチとチークの成形合板 個人蔵
3-53 イェンス・ヨート 椅子　モデル306 1954 ラナス椅子工場 ビーチ、チークの成形合板 個人蔵

3-54
トーヴェ・キント＝ラースン 1906-1994/イズ
ヴァト・キント＝ラースン 1901-1982

肘掛椅子 モデル117 1956 フランス・オ・ダーファコースン オーク、チーク、ウール 個人蔵

3-55 カーアン・クレメンスン /エベ・クレメンスン 肘掛椅子 モデル4305 1959 フリッツ・ハンセン アッシュ、革、真鍮 個人蔵

3-56 イロム・ヴィゲルスー ロッキングチェア 1958 N・アイラスン オーク 個人蔵

第1章　国際的評価を得た最初のデンマーク・デザイン

第2章　古典主義から機能主義へ

第3章　オーガニック・モダニズム　―デンマーク・デザインの国際化

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

出品リスト ＊本展では、ﾃﾞﾝﾏｰｸ語の原音に近いｶﾅ表記を採用しています。但し以下の2人は流通している表記を［　］内に記載しています。
　アーネ・ヤコブスン［アルネ・ヤコブセン］／ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］
＊本展の展示作品には、本リストに表示していない参考作品が含まれています。

日本・デンマーク国交樹立150周年記念　デンマーク・デザイン　会期：2017年11月23日（木・祝）～12月27日（水） 
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3-57 カイ・クレスチャンスン 椅子、フットレスト モデル161 1963 マウヌス・オーレスン 木、ウール 個人蔵

3-58 アクトン・ビャアン ポータブルラジオ 〈ベオリット500〉 1965 バング＆オルフセン チーク、プラスチック 個人蔵

3-59a ヤコプ・イェンスン FMチューナー/アンプ 〈ベオマスター1200〉 1969 バング＆オルフセン アルミニウム、プラスチック、木 個人蔵

3-59b ヤコプ・イェンスン レコードプレーヤー 〈ベオグラム1200〉 1969 バング＆オルフセン ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 個人蔵

3-60 ヤコプ・イェンスン ポータブルラジオ 〈ベオリット600〉 1970 バング＆オルフセン 木、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾁｰﾙ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、 個人蔵

3-61 ヤコプ・イェンスン レコードプレーヤー 〈ベオグラム4000〉 1972 バング＆オルフセン アルミニウム、プラスチック、木 個人蔵

3-62 ヤコプ・イェンスン レシーバー 〈ベオマスター1900〉 1976 バング＆オルフセン ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ｽﾁｰﾙ、木 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

3-63 - 掃除機 1960 ニルフィスクアドバンス アルミニウム、プラスチック ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

3-64 イェンス・クヴィストゴー 両手鍋 〈コベンスタイル〉 1954 ダンスク・インターナショナル・デザインズ スチールにエナメル加工 個人蔵

3-65 イェンス・クヴィストゴー 片手鍋 〈コベンスタイル〉 1954 ダンスク・インターナショナル・デザインズ スチールにエナメル加工 個人蔵

3-66 イェンス・クヴィストゴー アイスペール 1958頃 ダンスク・インターナショナル・デザインズ チーク、プラスチック 個人蔵

3-67 イェンス・クヴィストゴー サラダボウルセット 1960 ダンスク・インターナショナル・デザインズ チーク 個人蔵

3-68 イェンス・クヴィストゴー カトラリー 〈チャアン〉 1959 ダンスク・インターナショナル・デザインズ スチール 個人蔵

3-69 イェンス・クヴィストゴー キャンドルホルダー 〈クラウン〉 1960 ダンスク・インターナショナル・デザインズ スチール 個人蔵

3-70 イェンス・クヴィストゴー キャンドルホルダー 1960 ダンスク・インターナショナル・デザインズ 鋳鉄 個人蔵

3-71 イェンス・クヴィストゴー キャンドルホルダー 1960 ダンスク・インターナショナル・デザインズ 鋳鉄 個人蔵

3-72 ヘニング・コべル ピッチャー no. 992 1952 ジョージ ジェンセン 銀 ジョージ ジェンセン A/S

3-73 ヘニング・コべル ブローチ no. 306 1947 ジョージ ジェンセン 銀、エナメル 個人蔵

3-74 ヘニング・コべル ブローチ no. 307 1947 ギーオウ・イェンスン・オ・ヴェネル 銀、エナメル 個人蔵

3-75 ヘニング・コべル ブローチ no. 322 1947 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵

3-76 ヘニング・コべル ブローチ no. 314 1954 ジョージ ジェンセン 銀、エナメル 個人蔵

3-77 ヘニング・コべル ブローチ no. 315 1954 ジョージ ジェンセン 銀、エナメル 個人蔵

3-78 ヘニング・コべル ブローチ no. 323 1956 ジョージ ジェンセン 銀、エナメル 個人蔵

3-79 ヘニング・コべル ブローチ no. 327 1956 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵

3-80 ヘニング・コべル イヤリング no. 118 〈スプラッシュ〉 1965 ジョージ ジェンセン 金 個人蔵

3-81 ナナ・ディツェル/ヤアアン・ディツェル ブローチ no. 328 1957 ジョージ ジェンセン 銀、ヘマタイト 個人蔵

3-82  - 指輪 1967 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵

3-83 ヘニング・コべル カトラリー 〈カラヴェル〉 1957 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵

3-84 ヘニング・コべル サラダサーバー 〈カラヴェル〉 1957 ジョージ ジェンセン 銀、メラミン 個人蔵

3-85 スヴェン・シューネ カトラリー 〈ブルーシャーク〉 1965 ジョージ ジェンセン ステンレススチール 個人蔵

3-86 ヘニング・コべル 片手鍋、両手鍋 〈タヴェアナ〉 1971頃 ジョージ ジェンセン 銅、スチール 個人蔵

3-87 ベント・スィヴェリーン グラス 〈プリンセス〉 1957 ホルメゴー・グラスワークス ガラス 個人蔵

3-88a ピア・リュトケン ベース、ピッチャー 〈カーナビ〉 1968 ホルメゴー・グラスワークス ガラス 個人蔵

3-88b ピア・リュトケン ベース、ピッチャー 〈カーナビ〉 1968 ホルメゴー・グラスワークス ガラス 個人蔵

3-89 ミケール・バング ペンダント・ランプ 1950-1959 ホルメゴー・ライト チーク、ガラス 個人蔵

3-90 ミケール・バング ペンダント・ランプ 1950-1959 ホルメゴー・ライト チーク、ガラス 個人蔵

3-91 ゲアトルズ・ヴェーセゴー ティーポット 〈ギーミナ〉 1960 ロイヤル コペンハーゲン 陶器 個人蔵

3-92 ゲアトルズ・ヴェーセゴー 蓋付深皿 〈ゲマ〉 1961 ロイヤル コペンハーゲン 磁器 個人蔵

3-93 グレーデ・マイア 食器セット 〈ブローカント〉 1965 ロイヤル コペンハーゲン 陶器（ファイアンス焼） 個人蔵

3-94 グレーデ・マイア 蓋付ボウル 〈ファイヤーポット〉 1976 ロイヤル コペンハーゲン 炻器 個人蔵

3-95 ヘアバト・クレンケル ボウル 〈クレーニトボウル〉 1953 トーベン・アアスコウ 金属にエナメル加工 個人蔵

3-96
スィーグヴァード・バーナドット 1907-2002/ア
クトン・ビャアン 1910-1992

ボウル 〈マグレーデボウル〉 1954 ロスティ メラミン ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

3-97 オーレ・キアク・クリスチャンスン 無限連結式ブロック玩具 〈レゴブロック〉 1960頃 レゴ プラスチック 個人蔵

3-98 カイ・ボイイスン 玩具 〈サル〉 1951 カイ・ボイイスン 木 個人蔵

3-99 カイ・ボイイスン 木馬 ［1950年代-1960年代］ カイ・ボイイスン建築事務所 ビーチ 個人蔵

3-100 ヤコプ・イェンスン 玩具 〈デンマークのバイキング〉 1958 コペンハーゲン・デザイン 木 個人蔵

3-101 ヤコプ・イェンスン /ヤン・トレーゴード 薬味入れ 〈エスキモー〉 1960 コペンハーゲン・デザイン 木 個人蔵

3-102 - ポスター 〈私たちの家、ノルディック展〉 1950頃 デンマーク美術工芸協会 ポスター 個人蔵

3-103 アーネ・オンガマン ポスター 〈デン・ペアマネンデ-デンマークの工芸と産業美術〉 1956 アンドレーアスン・オ・ラクマン ポスター 個人蔵

3-104 ヴィゴ・ヴァウンビュー ポスター 〈ワンダフル・コペンハーゲン〉 1953
イェンス・クレスチャン・サアアンスン／コペ
ンハーゲン観光協会

リトグラフ 個人蔵

3-105 イプ・アントーニ・イェンスン ポスター 〈上質な家具で有名〉 1964 デンマーク外務省 ポスター 個人蔵

3-106 ポウル・セーロモンスン ポスター 〈Yチェア〉 1965頃 カール・ハンセン＆サン ポスター 個人蔵

3-107 ピア・ アーノルディ ポスター 〈コペンハーゲンジャズ-ヨーロッパの中心〉 1972 カイ・スヴェンスン シルクスクリーン 個人蔵

4-1 イーレク・マウヌスン バキュームジャグ 1976 (1979) ステルトン プラスチック、ガラス ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-2 ニルス・ヤアアン・ハウゲスン 椅子 〈Xラインチェア〉 1977 ヒュボデーン クロムメッキスチール、金属 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-3 オーレ・パルスビュー 鍋、蓋 〈イーヴァ・トリオ〉 1977 イーヴァソーロ 銅、ステンレススチール、アルミニウム ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-4 ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー 〈シャンボー〉 1982 ボダム ガラス、プラスチック、ステンレススチール 個人蔵

4-5 ヴィヴィアンナ・トールン・ ビーロヴ＝ヒーベ ペーパーナイフ 1989 ジョージ ジェンセン 銀 個人蔵

4-6a～i ウアスラ・モンク＝ピーダスン 食器セット 〈ウアスラ〉 1991 ケーラーデザイン 炻器 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-7 オーレ・イェンスン ピッチャー 1993 ロイヤル コペンハーゲン 陶器（ファイアンス焼） 個人蔵

4-8 ナナ・ディツェル 椅子 〈トリニダードチェア〉 1993 フレデリシア・ファニチャー オーク、スチール ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-9 オーレ・イェンスン 洗い桶セット 〈ウォッシングアップボウル〉 1996 (2002) ノーマン コペンハーゲン ゴム、ビーチ、毛 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-10 ハンス・サングレーン・ヤコプスン スツール 〈ギャラリースツール〉 1998 フレデリシア・ファニチャー アッシュ、スチールパイプ ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-11
コンプロト・ディサイン　（ボーリス・ベルリーン　
1953-/ポウル・クレスチャンスン　1947-）

椅子 〈ノンチェア〉 2000 チェッレモー スチール、ウレタンゴム ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-12 カーアン・ケルゴー＝ラースン 皿、カップ 〈ブルーフルテッド メガ〉 2000 ロイヤル コペンハーゲン 磁器 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-13 スィスィーリェ・マンス ペンダント・ランプ 〈カラヴァッジョ〉 2005 ライトイヤーズ スチール ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-14
コンプロト・ディサイン　（ボーリス・ベルリーン　
/ポウル・クレスチャンスン）

椅子 〈リトル・ノーバディ〉 2007 ヘイ
PETフェルト、ポリマー繊維、プラス
チックボトルからのリサイクル素材

ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-15 キビースィ 自転車 〈NYC〉 2014 ビオミーガ アルミニウム、スチール ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
4-16 キビースィ 自転車 〈PEK〉 2015 ビオミーガ アルミニウム、スチール ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
4-17 イェンス・マーティン・スキプステズ 自転車 〈BOS〉 2016 ビオミーガ アルミニウム、スチール ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
4-18 ヘンレク・クーベル ポスター 〈ラブストーリーズ〉 2006 アヴェニュ＝ティー ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
4-19 タル エア ポスター 〈コペンハーゲン・ジャズ・フェスティヴァル〉 2009 コペンハーゲン・ジャズ・フェスティヴァル ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館
4-20 ミケール・イェンスン ポスター 〈スロッビング・グリッスル〉 2009 デンマーク国立ギャラリー ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-21
イドナ グループ　（前：スカンディナビアン・デ
ザインラボ）

ポスター 〈レボルブ〉 2010 リパブリック劇場 ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-22 ピーダ・ケーア・アナスン ポスター 〈レストラン　ル・サン・ジャック〉 2010 レストラン　ル・サン・ジャック ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-23 マス・ベアウ ポスター 〈チョコレート〉 2011頃 ハンスンのアイスクリーム ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-24 ピア・アーノルディ ポスター 〈聴覚の100年〉 2012 難聴者協会 ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-25 ギデ・カト ポスター 〈子どもたちの演劇フェスティヴァル〉 2014 児童演劇フェスティバル ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-26 ディサインボーレーエズ ポスター 〈ラーニング・フロム・ジャパン展〉 2015 デンマーク・デザイン博物館 ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

4-27 フィン・ニュゴー ポスター 〈オーフス・ジャズ・フェスティヴァル〉 2015 オーフス・ジャズ・フェスティヴァル ポスター ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ博物館

1 ロナン＆エルワン・ブルレック クラウズ 2009 クヴァドラ ウール クヴァドラ
2 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp503 〈ラウンドチェア/ザ・チェア〉 1950 PPモブラー オーク、革 PPモブラー
3 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp19 〈パパベアチェア〉 1951 PPモブラー オーク、布 PPモブラー
4 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp505 〈カウホーンチェア〉 1952 PPモブラー オーク、籐 PPモブラー
5 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp250 〈ヴァレットチェア〉 1953 PPモブラー メープル、ウェンジ PPモブラー
6 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp701 〈ミニマルチェア〉 1965 PPモブラー オーク、革、スチール PPモブラー
7 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp130 〈サークルチェア〉 1986 PPモブラー アッシュ、布、ロープ、スチール PPモブラー
8 ハンス・ヴィーイナ［ウェグナー］ 椅子 pp68 〈アームチェア〉 1987 PPモブラー オーク、ペーパーコード PPモブラー
9 ー 椅子のパーツ - PPモブラー オーク PPモブラー

作家名 作品名 制作年 技法 サイズ（cm)
1 バンティミーユの女 1922 油彩・キャンヴァス 46.7×39.2
2 ラケット 1925 油彩・キャンヴァス 53×45.7
3 鳥と少女 1971 油彩・キャンヴァス 91.1×66.2
4 緑と白 1975 油彩・キャンヴァス 54×46.4
5 ワゥ！（止まれ！） 1958 油彩・板 30.5×40.6
6 砂糖作り 1940頃 油彩・板 35.3×46.3
7 丘の道 1954 油彩・板 45.5×60.4
8 グランマ・モーゼスの家、1925年 1952 油彩・板 39.4×52.5
9 イギリス別荘の花園 1940頃 刺繍・キャンヴァス 26.8×33.3
10 ポール・セザンヌ りんごとナプキン 1879～80 油彩・キャンヴァス 49.2×60.3
11 フィンセント・ファン・ゴッホ ひまわり 1888 油彩・キャンヴァス 100.5×76.5
12 ポール・ゴーギャン アリスカンの並木道、アルル 1888 油彩・キャンヴァス 72.5×91.5

特別出品

東郷青児

グランマ・モーゼス

収蔵品コーナー

＊特別出品2,3,6,7,8の椅子には、実際に座ることができます。

第4章　ポストモダニズムと現代のデンマーク・デザイン


