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Poltrona Frau 初のアウトドアコレクション
『Boundless Living Outdoor Collections』を日本初披露

「ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭」「ポルトローナ・フラウ⼤阪」にて展⽰販売開始

イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「Poltrona Frau（ポルトローナ・フラウ）」は、2021年
に本国イタリアで発表し話題を集めたアウトドアコレクション『Boundless Living Outdoor Collections』の展示販売
を、 ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭とポルトローナ・フラウ大阪にて開始しました。

『Boundless Living Outdoor Collections』は、メイド・イン・イタリーならではのデザイン性とクラフトマンシッ
プ、そして最上のくつろぎを屋外でも体現した、ポルトローナ・フラウ初のアウトドアコレクションです。人々のライ

『Boundless Living Outdoor Collections』は、メイド・イン・イタリーならではのデザイン性とクラフトマンシッ
プ、そして最上のくつろぎを屋外でも体現した、ポルトローナ・フラウ初のアウトドアコレクションです。人々のライ
フスタイルの変化とともに、屋内と屋外の境界が曖昧になるなかで、屋内用家具や屋外用家具といった定義を必要とし
ない、ポルトローナ・フラウ独⾃の美意識が細部に宿るオープンな⽣活空間を提案します。

＜居住空間に境界線を引かず、流れるように屋外空間で過ごす＞
今回、ポルトローナ・フラウが展開する『Boundless Living Outdoor Collections』では、「The Secret Garden

（シークレット・ガーデン）」・「Solaria（ソラリア）」の２つのシリーズのほかに、イタリア・ミラノを拠点に活躍
する注目の日本人デザイナー大城健作のデザインによる屋外用照明や、アウトドアスペースに個性を加える小物アイテ
ムも入荷しました。ムも入荷しました。

「The Secret Garden」は、Roberto Lazzeroni（ロベルト・ラッツェローニ）によってデザインされた、メイド・
イン・イタリーのデザインとスカンジナビア・スタイルが融合した、優雅で洗練されたアウトドアシリーズです。精巧
に加⼯されたチーク材のフレームと有機的なラインが特⻑で、プライベートガーデンやテラス、スパ、ヨット、船舶の
デッキなど、屋外でのあらゆるシーンで⼼地良いくつろぎの空間を演出する、⾃由度の⾼いアイテムを揃えています。

また、デザインユニットのLudovica + Roberto Palomba（ルドヴィカ＋ロベルト・パロンバ）が地中海を想起する
テイストやそのライフスタイルからインスピレーションを受けてデザインした「Solaria」は、パーティーからリラック
スした豊かなひとときまで、多目的なオープンスペースに最適なシリーズです。軽やかなフォルムで屋外のラウンジ空スした豊かなひとときまで、多目的なオープンスペースに最適なシリーズです。軽やかなフォルムで屋外のラウンジ空
間を巧みに彩ります。

この度の展示では、ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭にて「The Secret Garden」シリーズを、ポルトローナ・フラウ
大阪にて「Solaria」シリーズを、また屋外用照明や小物アイテムは両店舗にて初お目⾒えいたします。イタリアの家具
芸術と評されるラグジュアリーファニチャーブランドが提案する、屋内と屋外の境界線のない、上質なアウトドアコレ
クションをぜひご堪能ください。

《本件に関するお問い合わせ》
Poltrona Frau Tokyo Aoyama  担当︓朝倉 小湊Poltrona Frau Tokyo Aoyama  担当︓朝倉 小湊

TEL︓03-3400-4321 / E-mail︓pf.tokyo@idc-otsuka.co.jp
Poltrona Frau Osaka  担当︓前野 佐野

TEL︓06-6201-4321 / E-mail︓pf.osaka@idc-otsuka.co.jp
《本件に関する報道関係者お問い合わせ》

株式会社 ヤマダデンキ 大塚家具事業部 担当︓柴⽥
TEL︓03-5530-5533 / E-mail︓koho@idc-otsuka.co.jp



「The Secret Garden（シークレット・ガーデン）」 ※ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭のみの展示
Design︓Roberto Lazzeroni
「The Secret Garden」は、ロベルト・ラッツェローニがスリムでエ

レガントな構造を用いて、アウトドアスペースを新たに解釈。メイド・
イン・イタリーのデザインとスカンジナビア・スタイルが融合した、優

【商品概要】（一部抜粋）

イン・イタリーのデザインとスカンジナビア・スタイルが融合した、優
雅で洗練されたアウトドアシリーズです。リラックスエリアには快適な
デイベッドと小物を置けるローテーブルを、ダイニングエリアには広々
としたテーブルと肘付きのダイニングチェアを整え、ラウンジエリアで
は、ローテーブルと2人掛けのソファやアームチェアでゆったりとくつろ
げるように3つ空間を想定し構成されています。

ラグジュアリーブランドならではの真の品格と⾼いクオリティ、そし
てほかにはないインドアそのままの上質感が際⽴ちます。

ソファ(2人掛け）
【フレーム】サイズ︓W1580×D790×H650mm 価格︓1,180,000円〜
【背クッション】サイズ︓470×470mm 価格︓各62,300円〜
アームチェア
【フレーム】サイズ︓W810×D780×H650mm 価格︓681,000円〜
【背クッション】サイズ︓540×470mm 価格︓64,600円〜

アウトドアスペースでリラックスしたいひとときにぴったりの、⾃然のアウトドアスペースでリラックスしたいひとときにぴったりの、⾃然の
風合いを⽣かしたチーク材を用いたソファとアームチェア。スリムで有
機的なフォルムは卓越したクラフトマンシップが発揮されています。背
面にはエクリュとトープの2色を使い、コットンバンドによる独特の編み
目構造に仕上げています。屋外使用に合わせて、取り外し可能なカバー
付きクッションパッドは、速乾性に優れた素材を使用している点も特⻑
です。

サンベッド
サイズ︓W750×D2110×H400〜730mm 価格︓1,380,000円〜

3段階にリクライニングが可能な日光浴用の優雅なサンベッドは、チーク
無垢材を使用したナチュラル仕上げ。クッションを支えるエクリュと
トープのバイカラーバンドが織りなす編み目のデザインが印象的です。
後部にはキャスターが付いているため、容易に移動することができ、機
能性にも優れたプロダクトです。

ダイニングテーブル
サイズ︓W2600×D1100×H750mm 価格︓2,080,000円〜
※写真はイメージです。展示は天板がブラウン色の陶器になります。

天板には手作業で仕上げが施されたバイカラーの板状エナメル陶器を採
用し、気候の変化にも対応可能な屋外用テーブル。プライベートガーデ
ンから船舶のデッキまであらゆるシーンにおすすめです。

ローテーブル
（大）サイズ︓W900×D900×H320mm 価格︓588,000円〜
（小）サイズ︓W500×D500×H520mm 価格︓346,000円〜
※展示は大サイズのみ。

チーク材のフレームと手作業で仕上げられたエナメル陶器の天板を組み
合わせたローテーブル。サイズは2種展開でアウトドアスペースを充実さ
せるアイテムです。

Roberto Lazzeroni
イタリア、ピサ⽣まれのロベルト・ラッツェローニは、フィレンツェで学んだ美術と建築、
それに形成期に強い関⼼を寄せたコンセプチュアル・アートとラディカル・デザインが特徴。



「Solaria」は、地中海を想起するテイストやそのライフスタイルからイン
スピレーションを受けてデザインされました。メインのモジュールソファ
はステンレススチール、ロープ、ファブリック製クッションの3つで構成。

「Solaria（ソラリア）」 ※ポルトローナ・フラウ大阪のみの展示
Design︓ Ludovica + Roberto Palomba

【商品概要】（一部抜粋）

はステンレススチール、ロープ、ファブリック製クッションの3つで構成。
簡単に取り外して、再び組み合わせることができるため、横並びにしたり、
アイランド式に組み合わせたりと、⾃由度が⾼い点が魅⼒です。
すっきりとしたラインの洗練されたテイストでありながら、くつろぎも追
求したリラックス感のあるプロダクトが揃っており、内と外が溶け合うか
のようなラウンジ空間を創り出します。

モジュールソファ
（写真の組み合わせ）（写真の組み合わせ）
上︓サイズ︓W3720×D2550×H880mm 価格︓4,990,000円〜
下︓サイズ︓W3140×D1570×H880mm 価格︓3,780,000円〜
※サイドテーブル、クッションは別売

2人掛け・3人掛けのシートに加え、エンドユニットやコーナーユニット
も揃う、モジュール型のフレキシブルな屋外用ソファ。背面や肘掛けの
カスタマイズもでき、アイテムや配置によって⾃由な組み合わせを楽し
むことが可能です。また、ステンレススチールの肘掛けと背面には、熟
練の職人が丁寧に編み込んだロープが施されており、デザイン性と機能
性を兼ね備えたプロダクトです。クッションは、座り⼼地だけでなく、性を兼ね備えたプロダクトです。クッションは、座り⼼地だけでなく、
⽔はけを良くし、速乾性も追求。背面をさらにサポートしたい場合は、
オプションでクッションを加えることも可能です。

アームチェア
【フレーム】サイズ︓W700×D870×H1160mm 価格︓750,000円
【シートクッション】サイズ︓580×530mm 価格︓99,200円〜
【ヘッドレストクッション】サイズ︓570×210mm 価格︓57,700円〜

メイド・イン・イタリーのデザインと⾼いクラフトマンシップが映える
ハイバックの屋外用アームチェアは、テラスやルーフトップ、プールサ
イドなどのシーンにおすすめです。ヘッドレストやクッションを加える
ことで、さらに快適な座り⼼地を実現。背面に施されたロープの編み目
の陰影によって、アウトドアならではの光と影の遊びを創り出します。

ローテーブル
上︓サイズ︓W1200×D1200×H340mm 価格︓877,000円上︓サイズ︓W1200×D1200×H340mm 価格︓877,000円
下︓サイズ︓W840×D570×H340mm 価格︓473,000円

ステンレススチールをベースにチーク材を組み合わせたローテーブル。
正方形と⻑方形の２タイプの天板を、お好みで1段か2段で選ぶことがで
き、用途に合わせてカスタマイズ可能です。割材仕上げの天板は、
「Solaria」のデザインモチーフになっている、編み目を表現しています。

Ludovica + Roberto Palomba ルドヴィカ＋ロベルト・パロンバ
ミラノを拠点に活躍する建築家。1994年にパロンバ・セラフィーニ・アッソチアーティ社を設
⽴。世界中の建築や展示会の設計・デザインや、有名ブランドとのコラボレーション、さらには
アート・ディレクションを担当するなど、多くの作品に携わっている。⾦のコンパス賞、『エ
ル・デコ』国際デザイン賞、レッド・ドット賞、デザイン・プラス賞、グッド・デザイン賞、ド
イツ・デザイン賞など、多数の受賞歴を持つ。



「Sparkler （スパークラー）」Design︓Kensaku Oshiro
サイズ︓W360×D360×H440mm 価格︓208,000円〜

イタリアを拠点に活躍する日本人デザイナー、大城健作によってデザインされた屋外用照明「Sparkler」は、アウトドアで
も使用可能な2サイズのフロアランプ、小型のテーブルランプの3種展開です。職人の手仕事によりポリプロピレン製の紐を
編み込んだ、粉体塗装のアルミニウム製フレームは軽量で、付属アイテムを使うことで、床用ランプや屋外用天井ランプに
も姿を変えます。光源はUSBで充電可能な８Wのリチウム電池付きのLEDを使用。光、そしてそこから落ちる影までをデザ

【そのほか新作アイテム】 ※ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭・大阪ともに展示

も姿を変えます。光源はUSBで充電可能な８Wのリチウム電池付きのLEDを使用。光、そしてそこから落ちる影までをデザ
インし、魅惑的な雰囲気を演出する、計算し尽くされたプロダクトです。

「Sherazade（シェラザード）」 Design︓ Simona Cremascoli
【バスケット】サイズ︓W400×D400×H350mm 価格︓127,000円〜
【ラグ】サイズ︓3000×2000mm 価格︓612,000円〜

アウトドアシーンに個性を加える屋外用バスケットとラグ。ステッチとフリンジがアクセントのラグは、摩耗に強く、耐候
性を備えています。ポリプロピレンの組み紐を縫い合わせたバスケットは、植⽊鉢や植物を入れるのに最適な大バスケット性を備えています。ポリプロピレンの組み紐を縫い合わせたバスケットは、植⽊鉢や植物を入れるのに最適な大バスケット
と、クッションやブランケットや小物の収納におすすめの小バスケットの2サイズ展開です。両アイテムともエクリュ、ブ
ルー、さび色のカラーバリエーションがあり、屋外スペースに彩りを添えてくれます。

「Bob Outdoor（ボブ アウトドア）」Design︓Jean-Marie Massaud
サイズ︓W460×D460×H430mm 価格︓345,000円〜

2006年にジャン・マリー・マッソーが発表し、好評を博しているテーブルコレクション「ボブ」から繊細でエレガントな
ラインが印象的なアウトドアバージョンが登場しました。３つのカラーバリエーションを揃え、幅広いシーンに対応するフ
レキシブルさが魅⼒のアイテムです。



【Poltrona Frauについて】

100年を超えて受け継がれる卓越したアルティジャーノの技に裏付けられた、イタ
リアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「Poltrona Frau」。本物の価
値を知り尽くした名だたる建築家やデザイナーとのコラボレーションを手掛け、ラ
グジュアリーホテルや美術館、空港のラウンジ、ブランドショップをはじめ、最⾼グジュアリーホテルや美術館、空港のラウンジ、ブランドショップをはじめ、最⾼
級ヨットやハイエンドカーの内装まで、世界中のラグジュアリーな世界におけるさ
まざまなシーンを彩っています。
独特な柔らかさを持つ最⾼級の革「ペレ・フラウ」は、厳選された上質な仔牛の皮
を丁寧に加⼯し、厳格な品質管理を経て⽣まれます。やわらかく肌に馴染むこの革
は、曲線を表現するのに最適。この革があってこそ、ポルトローナ・フラウの“家具
芸術”なのです。

Poltrona Frau Tokyo Aoyama （ポルトローナ・フラウ東京⻘⼭）

所在地 東京都港区南⻘⼭5-2-13所在地 東京都港区南⻘⼭5-2-13
T E L            03-3400-4321
店舗面積 約320㎡
営業時間 11:00〜19:00
定休日 ⽔曜日 ※祝日は営業
U R L            https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/

Poltrona Frau Osaka（ポルトローナ・フラウ⼤阪）Poltrona Frau Osaka（ポルトローナ・フラウ⼤阪）

所在地 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1
T E L             06-6201-4321
店舗面積 約475㎡
営業時間 11:00〜19:00
定休日 ⽔曜日、土曜日※祝日は営業
U R L https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/osaka

Poltrona Frauの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ 大塚家具事業部です。フラッグシップ限定品以外Poltrona Frauの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ 大塚家具事業部です。フラッグシップ限定品以外
のPoltrona Frau製品はIDC OTSUKA各店舗でもご覧いただけます。

《本件に関するお問い合わせ》
Poltrona Frau Tokyo Aoyama  担当︓朝倉 小湊Poltrona Frau Tokyo Aoyama  担当︓朝倉 小湊

TEL︓03-3400-4321 / E-mail︓pf.tokyo@idc-otsuka.co.jp
Poltrona Frau Osaka  担当︓前野 佐野

TEL︓06-6201-4321 / E-mail︓pf.osaka@idc-otsuka.co.jp
《本件に関する報道関係者お問い合わせ》

株式会社 ヤマダデンキ 大塚家具事業部 担当︓柴⽥
TEL︓03-5530-5533 / E-mail︓koho@idc-otsuka.co.jp


