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数十年もの間、時代の流れを汲んで成功し続けることは
芸術ともいえる至難の業。時代が変わるにつれ人々の
要求レベルも変わりますが、そのレベルを常に高く維持し
続けているのがロルフベンツです。そのデザインは1964年の
設立以来、国内外のおいて定期的に数多くのデザイン賞を
受賞しています。

ロルフベンツの初めてのソファとアームチェア
シリーズ「ADDIFORM（アディフォルム）」は、従来の
伝統的なソファ、アームチェアとコーヒーテーブルの
構成とは異なる画期的な機能を提案。これにより、
自分の好きな構成を自在に組み合わせられる初めての
ソファが誕生しました。

ロルフベンツが初めて独自のブースでケルン国際家具
インテリア展に出展した１９７１年。ヒッピー世代の
アバンギャルドなスタイルを取り入れた広いリビング
空間のデザイン演出は、当時大きな話題を呼びました。

ROLF BENZ

ヒストリー

時が過ぎていくなか、ロルフベンツ「６５００」は３４年間に渡り存在し続けてきました。
そのエレガント且つタイムレスなデザインは、リビングに欠かせない傑作として世界中で
愛されています。
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ソファ「EGO（エゴ）」は、都心暮らしのニーズに完璧に応えるモダン且つ柔軟性の
高いソファとして現在でもベストセラーの一つです。

リビング空間にライグジュアリー感が求めらる時代、付加価値を生み出すには
創造的な発想が必要です。ロルフベンツ「MERA（メラ）」は、快適性を追求した
数多くのオプションを備えているスマートなソファシリーズ。空間を様々な形に
構成することが可能です。

現代の暮らしは今までになく
変化が激しくスピード感に
溢れています。それに順応できる
のが「ADDIT（アディット）」。
多様な柔軟性と、洗練された
モダン且つエレガントなデザインを
兼ね備えています。



ロルフベンツはホスピタリティ空間に
高い品質と豊富なソリューションを
提供しています。その一例がミュンヘン
のアリアンツアリーナ。1900脚の椅子と
800脚のバースツールがVIPエリアに
納品されたプロジェクトです。



BIG ON ST YLE 

ROLF BENZ コントラクト

ルフトハンザ航空のビジネス・セネターラウンジ、ドイツ大使館、
チューリヒの２５Hホテルなど、世界中の数多くのデザイン空間や
高級ホテルがセンスあるドイツデザインを採用。



MADE IN

GERMANY

Explore more about ROLF BENZ – “Made in Germany”

Made in Germany: 純粋な最高品質
その素晴らしい作品群は、ドイツ南部の「黒い森」に位置するナーゴルト市で製造されています。

「技術」、「美」と卓越した「品質」が融合される場所。最新のテクノロジーとこの地域一番の
職人たちの技により、全ての張りぐるみ家具がこのバーデンヴュルテンベルグ州で誕生しています。





デザイナーのティーナ・ブンヤプラジットと ヴェルナー・ 
アイスリンガーが生み出したアイコニックなデザイン性を 
持つモジュラー・ソファシステム、ロルフベンツ「ADDIT 

（アディット）」。そこにはデザイナーの強いビジョンと 
高いクラフトマンシップ技術が具現化されています。 
この革新的なソファ・ランドスケープは、ロルフベンツの 
洗練されたスタイルを保ちつつ、遊び心も感じられる新しい 
形のプライベート空間演出を提案。ロルフベンツ社との密な 
コラボレーションによって生まれた、多忙な現代社会に最適 
な傑作です。

全てが融合される商品デザイン 
ロルフベンツが求めたのは、「この時代の様々なライフスタイルに適合する 
モダンなアーバンスタイルソファ」。最初はいつも通りに細かい仕様ブリー 
フィングから始まり、デザイナーのアイデアを十分にヒアリングします。 
今回、デザイナーは商品に対する熱い想いと解釈をプレゼンテーションし、 
その上で最初のスケッチが作成されました。デザインのアイデアが生まれる 
源は様々です。ティーナ・ブンヤプラジットと ヴェルナー・アイスリンガー 
の場合、ベルリンで過ごした幼い頃の思い出が今回特別な意味を持ちました。

「お気に入りの場所、コラージュの世界、そして好奇心が
溢れるパーソナル空間を創ることが今回のテーマでした。」
ヴェルナー・アイスリンガー

ROLF BENZ ADDIT の誕生
多くの可能性のコーラージュ





Rolf Benz 「ADDIT （アディット）」
メディアポイント、家族団欒の場、ホームオフィス、
または友人と戯れる最適な場所として設計された
ソファモデル「アディット」。ベルリンのデザイナー、
Tina Bunyaprasit （ティーナ・ブンヤプラジット） と 
Werner Aisslinger （ヴェルナー・アイスリンガー）は、
変化に溢れる現代の暮らしにマッチするソファを開発
しました。ベースとなるのがレザー張りの繊細な天板に
乗っている様々な構成で選べる贅沢な座面クッションユニット。
オプションにトレイ、収納シェルフやハンガーを任意に
追加することができ、付属のテーブルとラグも完全に
マッチします。
デザイン： Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger



Rolf Benz 「VOLO （ヴォロ）」
「ヴォロ」は、洗練されたラグジュアリー感と極上の座り
心地を兼ね備えたソファ。柔らかな座面クッション、上品な
レザー張りのフレームと繊細な脚部により、ソファはまるで
空間に浮いているように見えます。クッション構造とデザイン
の豊富なオプションを備えている柔軟性の高いシリーズで、
ファブリックとレザーを組み合わせも魅力の一つです。
デザイン： labsdesign



Rolf Benz 「NUVOLA （ヌヴォラ）」
自立型のソファユニットを自由に組み合わせができるこのコンフォート
ソファシステムは、住空間を自分の好みに合わせて柔軟に演出できる
最高のツール。今までにない画期的な座面クッション構造による極上の
座り心地、そしてシンプル且つ洗練されたデザインが魅力的です。



Rolf Benz 「TONDO （トンド）」
その優雅なデザインは注目を集めるほど魅力的。
オーガニックな曲線美と柔らかさを感じさせる
クッションシートは、見ると思わず寛ぎたくなります。
また数多くのモジュールを備えており、シングル
ソファから大型のソファ構成まで、リビング空間に
合わせて様々な構成をご提案できます。
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「ALMA （アルマ）」
細部までに行き届いた快適さ、これを堪能できるのが
まるで枕のような画期的なバッグクッション構造を持つ
ロルフベンツ「アルマ」。綿密に計算されたディテールが
このソファにしか見られない個性と魅力を与えています。
あなただけのお気に入りの場所に必ずなることでしょう。
デザイン： Beck Design



Rolf Benz 「AURA （アウラ）」
各シートを個別に調整できる機能付きのソファ

「アウラ」は、最高品質のテクノロジーと快適な
シーティングを兼ね備えています。
繊細な天板にシートクッションが浮いているような
上品なデザインが特徴です。シングルソファから
大きなコーナーソファまでの選択肢があり、リラッ
クスする場所、読書、寛ぎ空間など様々な用途に
対応できます。
デザイン： Beck Design

Rolf Benz 「MERA （メラ）」
シングルソファとして又はコーナーソファとして、その
優雅なデザインと卓越した機能性に思わず一目惚れを
してしまう人気のソファモデル「メラ」。
デザイン： Beck Design



Rolf Benz 「AURA （アウラ）」
各シートを個別に調整できる機能付きのソファ

「アウラ」は、最高品質のテクノロジーと快適な
シーティングを兼ね備えています。
繊細な天板にシートクッションが浮いているような
上品なデザインが特徴です。シングルソファから
大きなコーナーソファまでの選択肢があり、リラッ
クスする場所、読書、寛ぎ空間など様々な用途に
対応できます。
デザイン： Beck Design

Rolf Benz 「PLURA （プルーラ）」
この多機能なソファで自由な生活をお楽しみください。
座るポジションからリクライニングポジション、そして
完全に横になるポジションまで簡単な操作で調整できます。
デザイン： Beck Design



Rolf Benz 「50」
リビング空間に情熱をかけて５０年。ロルフベンツはこの
５０周年記念モデルに今までのデザインに対するこだわりを
全て取り入れました。デザインアイコン「アディフォルム」の
コンセプトを基に半世紀で培った製造技術と「MADE IN GERMANY」
品質がこのモデルに集約されています。
デザイン： Beck Design



Rolf Benz 「6500」
「6500」 は最高のシーティング構造と隠れた機能性を兼ね
備えたクラシックソファ。ラグジュアリー感と持続性を持つ
特別なプレミアムレザーを張り地にお選び頂けます。
デザイン： Matthias Hoffmann



Rolf Benz 「562」
「562」 のオーガニックなデザインは、どのリビング空間にも順応します。
オプションで回転機能を追加することで動きがより自由になります。また
豊富な張り地コレクションとウッドまたはメタルの脚オプションからご希望の
デザインをカスタマイズできます。
デザイン： This Weber



Rolf Benz 「580」
デザイン： formstelle

Rolf Benz 「394」
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「384」
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「383」
デザイン： Joachim Nees



Rolf Benz 「640」
ダイニングチェアにもアームチェアにも適している「640」。ダイニングテーブルに合せても
個別に設置しても様になります。脚は上品なオークまたはウォールナットから、回転機能も
お選び頂けます。ダイニングテーブル「969」。
デザイン： This Weber



Rolf Benz 「641」
デザイン： This Weber & labdesign

Rolf Benz 「8950」
デザイン： Michael Schneider

Rolf Benz 「935」
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「652」
デザイン： Beck Design

Rolf Benz 「966」
デザイン： This Weber



Rolf Benz 「650」
デザイン： formstelle



Rolf Benz 「655」
デザイン： Hoffmann & Kahleyss

Rolf Benz 「651」
デザイン： Beck Design

Rolf Benz 「988」
デザイン： Bodo Sperlein

Rolf Benz 「620」
デザイン： Beck Design



Rolf Benz 「ADDIT （アディット）915」
デザイン： Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger



Rolf Benz 「973」
デザイン： Pascal Bosetti

Rolf Benz 「942」
デザイン： Anette Lang

Rolf Benz 「8770」
デザイン： Anette Lang

Rolf Benz 「920」
デザイン： Anette Lang

Rolf Benz 「923」
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「985」
デザイン： labsdesign



Rolf Benz 「953」
デザイン： Johannes Steinbauer



Rolf Benz Plaids 「952」

Rolf Benz 「945」
デザイン： labsdesign

Rolf Benz 「945」 「MIO （ミオ）」
デザイン： Nadine Lemberg

Rolf Benz 「944」
デザイン： formstelle



Rolf Benz PUNTINO

Rolf Benz DIVISO

Rolf Benz TELA

Rolf Benz ELEMENTI



Rolf Benz MONTE

Rolf Benz SOLO

Rolf Benz PANNO



Rolf Benz TONDO Rolf Benz SONO Rolf Benz 「50」

眼を瞑るには惜しい美しさ
ロルフベンツの快適性とデザイン性をリビングと
ダイニング空間だけでなく遂に寝室にも実現させた
ロルフベンツ・スリーピング。ロルフベンツ最高の

「Made in Germany」品質、デザイン性と快適性を
寝室でもご堪能ください。

Rolf Benz 「TONDO （トンド）」
デザイン： labsdesign



Rolf Benz 「947」 Rolf Benz 「916」

Rolf Benz 「907」

最高なお供役
ミラーとハンガー付きのバレットスタンド、ナイト
ベンチとナイトテーブルは、ベッドに劣らず高い
デザイン性とクラフトマンシップが伝わる丁寧な
仕上がりとなっています。



ROLF BENZ TOKYO

6-4-6 Minami Aoyama | Minato-ku,  
Tokyo 107-0062 Japan


