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北欧から最高の贈りもの
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創り出す会社です。

れたことがリエンダー製品の始まりです。
当時鍛冶職人であったリエンダーは、二人の子ども
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を同時に世話をすることの大変さに着目し、母親が
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の家具 “クレドール（ゆりかご）” を生み出しました。
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「接着剤」、
「糸」を使って何度も試行

これが、リエンダーの創業時からのデザインについて

錯誤しながらアイデアを形にし、今までに誰も見た

の哲学です。また、素材についても強いこだわりを
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持っており、お子さまに安全な天然素材を使用して

は瞬く間に評判が広がり、デンマークのシルケボー

います。このように、リエンダーはデザイン、機能、

に会社を設立、国内での販売が始まりました。今日

素材の全てにおいて誇りを持っています。そして

で は、40 か 国 以 上 も の 国 で 展 開 さ れ る 国 際 的 な

これからも新しい技法や素材の表現方法を常に探究

家具メーカーとなっています。

し、素材の持つ力を引き出し、お子さまとご家族の

リエンダーはただ家具をデザインするだけの会社

生活の豊かさを育むお手伝いができるような家具

ではありません。お子さまの遊びや運動、創造力を

を創り出していきます。

お子さまの成長に合わせて、
そして大人まで

adults as well.

取扱販売店印

0

6-24 MONTHS

2-8 YEARS

JUNIOR 8+

リエンダーのハイチェアはお子さまの成長に合わせてお使いいただけます。
座面と足置き板の高さは 3cm 間隔 12 段階で調整できます。※ また、背板の高さも変えられるので、大人にとっても快適な座り心地の椅子となります。
一人のお子さまだけでなく、次へ、またその次へと世代を越えて受け継いでいくことができるということです。
ご購入前にぜひ一度お試しください。あなたが納得してくださるなら、お子さまもきっと気に入るはずです。
※セーフティーバーご使用時、座面の調節は 2 段階になります。最も上段に座面を設定した場合、床までの高さは 56cm です。

表示価格は全て税抜価格です。
店舗によって取扱い商品が異なりますのでご了承ください。
写真は仕上げ、色、風合い等、実際の製品とは異なって見える場合があります。
商品の価格、仕様は2020年6月現在のもので、予告なく変更される場合があります。
輸入品のため、品切れ・製造終了の際はご了承ください。
無断複写・複製・引用を禁じます。

輸入・販売総代理店：株式会社スキャンデックス
〒104 - 0045 東京都中央区築地4 - 4 -12 OS築地ビル
TEL 03 - 3543 - 3453（代表）
www.scandex.co.jp
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Accessories

自然な姿勢をサポート
曲線から生まれる
適度なしなり

リエンダーハイチェアは、お子さまの成長に合わせて座面と足置き
板に加え、背板の高さ調整も可能です。また、奥行きの浅い座面は
お子さまが深く座ることを促し、背板と座面の間の開口部にお子
さまのお尻が収まります。それにより、緩やかな曲線の背板に包ま
れるようにして自然な姿勢がサポートされます。

High Chair

リエンダーハイチェアは、これまでの子ども椅子には
無い “しなる” と言う機能が備わっています。緩やか
に揺れることにより、お子さまの動きを吸収し、安心し
て椅子に座っていることができます。落ち着いて座り続け
られる子ども椅子。家族みんなで楽しい食事の時間を過ごす
ことができるでしょう。

ハイチェア

31,000 円（税抜）

ハイチェア専用アクセサリー

Safety Bar

【木部】
サイズ：H4cm x W30cm x D24cm
素材：ヨーロッパビーチ（ブナ）材

セーフティーバー

8,500 円（税抜）レザーストラップ付

【レザーストラップ】
サイズ：W3.5cm x L45.5cm
素材：本革

Tray Table
トレー

8,000 円（税抜）
サイズ：H1.5~4cm x W43cm x D41cm
素材：プラスチック

サイズ H83cm x W55cm x D56cm
素材：ヨーロッパビーチ（ブナ）材
重量 5.1kg

耐荷重 125kg
ナチュラル

ウォルナット

ホワイトウォッシュ

リエンダーハイチェア 5 つのこだわり
日本限定
カラー

1.2 mmの２４枚構造
ブラック

リエンダーハイチェアの脚板には、単板積層材とも言われる
LVL（ラミネイティッド ベニア ランバー）が採用されています。

ホワイト

チェリー

グレー

Georg Jensens Vej 8
8600 Silkeborg, Denmark

1.2mm の板を 24 枚重ねた LVL は非常に強固で軽量でありな

※レザーストラップのカラーは写真と異なる場合があります。

がら、美しい曲線としなりをもたらします。
耐荷重 125kg で、大人になっても長く使用する事が出来ます。
LVL の特徴は切断面が美しく、無垢材のような仕上がりになり
ます。
しかも無垢材と比べて変形や割れ等が少ないのも特徴です。
リエンダーハイチェアは、お子さまに安心して座っていただけ
るように設計されているのです。

正規輸入品は 8 年保証
ナチュラル

抜群の
安定感と美

シンプル、
かつ軽量なフレーム
リエンダーハイチェアの脚板は、表面がフラット
に設計されています。食べこぼしが多いお子さま

リエンダーハイチェアの脚は正面から見るとハの字に開いています。
後方に美しく伸びた脚は、椅子全体に抜群の安定感を生み出しています。
椅子を組み立ててみると、リエンダーハイチェアは、お子さまの安全や
座り心地に配慮していることに気づくでしょう。例えば、脚板の底に取り
付けられたプラスチックパーツ。4 つ全ての形状が異なり、それぞれ
わずかな傾斜がついています。こうすることで脚全体を彫刻的に見せ
ながら、安全性についても追求しているのです。北欧ならではの機能と
美を融合した子ども椅子がリエンダーハイチェアなのです。

の食事。そのような時でも凹凸が少ないリエン
ダーハイチェアならお手入れが簡単です。お子さ
まが使うものは、いつも清潔で衛生的にしておき
た い で す か ら。そ し て、5.1kg と い う 軽 さ に も、
こだわりました。積層材でできているので、無垢
材の椅子よりも軽量です。その軽さは大人の女性
が片手で容易に持ち運びができるほど。日々のお
掃除もきっと楽にしてくれるはずです。

ウォルナット

ホワイトウォッシュ

日本向けの正規製品には上記マークのシール

Cushion

ダスティローズ

NEW

クッション

が貼付されています。これは、日本の安全基準

日本限定
カラー

をクリアしていることと、正 規 輸 入 品である

ことを表しています。

6,500 円（税抜）
サイズ：31cm x 50cm
素材：綿 100％

ハイチェア正規製品の木部および金属部に
ついては 8 年保証いたします。

リエンダーは、家具に使われている生地にも

ダスティブルー

配慮しています。お子さまを安心して座らせる
ものですからその責任があります。

生産が終了したカラーの製品に関しましては、現

生地の素材にはオーガニックコットンを使用。

行品で展開しているカラーにて対応をさせていた

お子さまに有害な物質は一切含んでおりません。

だきます。

頻繁な洗濯にも耐えることができ、柔らかい肌

※保証の範囲に関しては取扱説明書にてご確認ください。

ブラック

触りでお子さまの座りをサポートします。

チェリー
※表示価格は全て税抜価格です。

クールグレー
※表示価格は全て税抜です。

