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コンセプト ／ Concept
パラペリはこども向けの組立式家具です。
こどもと共に成長する家具としてデザインしました。
簡単な組立方法を教えることが出来、また基本の数的順序を理解する手助けをする役目もあります。
幼いこどもであっても、大人の手助けをもらってパラペリを組み立てることが可能です。
チェアやテーブルを繰返し組み立てる作業はまるでパズルのようで、楽しみながら出来ます。
幼い頃から家具に触れてもらい月日が経つにつれて生活にさらに馴染んでいき、長く使い続けたくなるようなものになればと願っています。
脚部どうしをジョイントした時の形と天板の裏面にある脚部とのジョイント部分のほり込みの形は “雪の結晶” をイメージし、パッケージのイラスト
としても用いています。雪の結晶が舞い落ちる様子は北海道とフィンランドに共通する景色で、パラペリのデザインテーマとなりました。“雪の結晶”
は雪国の北海道とフィンランドを繋ぎ合わせる象徴であると考えています。
PALAPELI is a collapsible furniture series designed for children.
The main idea of the design is that it grows with the child.
It also teaches causal connections to a child: if it is assembled incorrectly, it will not work.
The design also helps children to understand the very basic logic of numerical order.
Even young children can assemble PALAPELI furniture with some help from an adult.
It is possible and fun to assemble and disassemble the chair or the table over and over again, just like a puzzle.
When children can take part in making their own furniture, they may also grow more attached to them, and will hopefully want
to use them for a longer time.
The shape of the joint which resembles a snowﬂake is also present on the package graphics.
Falling snowﬂakes are a common sight both in Hokkaido and in Finland so it was a natural choice as a theme for the PALAPELI
design.
For me the snowﬂake design also symbolizes the collaboration between two parties from snowy countries.
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想像力を育てる。
北欧生まれ旭川育ちのパズル家具。
「PALAPELI( パラペリ )」は、フィンランド語で「ジクソーパズル」という意味。
さまざまな色とカタチを組み合わせ豊かな想像力を育てます。

PALAPELI（パラペリ）はだれにでもやさしい組み立て式。
固定用ねじで組み立て完了です。
※チェア、ベンチの場合

アジャスターで高さ調整が可能です。

テーブル まる

テーブル さんかく

テーブル しかく でこ

テーブル しかく ぼこ

W616 D643 H442

W616 D562 H442

W650 D592 H442

W650 D542 H442

チェア まる

チェア さんかく

ベンチ ながしかく でこ

ベンチ ながしかく ぼこ

W255 D265 H266

W255 D236 H266

W550 D255 H266

W550 D255 H266

￥45,000（税抜）

￥15,000（税抜）

￥45,000（税抜）

￥15,000（税抜）

￥54,000（税抜）

￥27,000（税抜）

￥54,000（税抜）

￥27,000（税抜）

