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PRICE LIST 2022

Prices
This price list is valid from February 14th. 2022 and replaces all previously published price lists. Prices are 
subject to change without notice. 

Factory Lead Time
Approx. 6 to 7 weeks, from receipt of order with final complete specifications.

Transportation damage, shortages or product defects
Purchaser shall inspect all products received and notify the freight carrier directly of any damage claim in writing 
within 3 days from receipt of goods. Purchaser shall also accurately and clearly note any damages and shortages in 
writing on the Bill of Lading. All product packaging must be retained for inspection.

Any production defect shall be reported to Scandinavian Living Co. in writing within 3 days from receipt of goods. 
Bernh. Pedersen & Søn reserves the right to repair or replace the goods upon inspection and approval by Bernh. 
Pedersen & Søn.

Please Note
Bernh. Pedersen & Søn reserves the right to alter construction and design without notice. Furniture is 
handcrafted to the highest standards. Every piece of furniture will be unique, because its grain pattern, texture 
and colour has been created and designed by nature. 

Differences in colour, shade and structure, weak and strong graining are a sign of genuineness and are not consid-
ered to be defects but rather reflect the fact that each part of the furniture may be from a different cut from the 
tree trunk or from different trees. Trees have knots. This is not a fault in the wood but the natural boundary of a 
branch’s connection to the trunk. Due to the natural qualities and characteristics of leather, there may be a slight 
variation in colour and dimension.

All packaging dimensions as well as shipment measurements are indicative and differences may occur.

Cancellation Policy
A sales order can be cancelled up to 3 days after receipt of full and complete order confirmation from Bernh. 
Ped-ersen & Søn.

More information
http://www.bpsfurniture.dk
http://www.facebook.com/bpsfurniture
http://www.instagram.com/bpsfurniture

Press & Images
http://www.bpsfurniture.dk/press

Further information 
info@scandinavian.jp



At Bernh. Pedersen & Søn we believe that we have an important role to play in addressing the environmental chal-
lenges faced by the modern world. Today, sustainability is fundamental to good design, and responsible material 
sourcing forms a key chapter in any product’s story.

The longer the usable life of a product, the more environmentally friendly it is.

Through transparent sourcing and manufacture, Bernh. Pedersen & Søn take the environmental aspect seriously by 
improving all stages of production – from the raw materials to packaging, reducing energy consumption and opti-
mizing the working environment.

We want to know the origin of our raw timber, leather and textiles, and ensure that our suppliers have documented 
environmental management systems in place. We try to keep our furniture miles to a minimum by opting for local 
suppliers and our aim is that all our packaging is made entirely from recyclable, renewable materials.

The United Nations’ Global Goals, or the Sustainable Development Goals (SDGs), are a universal call to action on 
the challenges the world is confronted with now, and which are advancing at an alarming rate. Global life-changing 
goals which Bernh. Pedersen & Søn is committed to pursue.

RESPONSIBLE PRODUCTION
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BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS142 | サイドボード
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 商品カテゴリー

詳細

デザイン

デザイン年

素材

仕上げ

棚板

サイズ

原点

BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS142 | サイドボード
SIDEBOARD WITH TAMBOUR DOORS

 INSIDE SHELVES AND DOVETAIL TRAYS

MADE IN DENMARK

サイドボードNo.142は、ミッドセンチュリーのサイドボードの中
で、初めてBernh. Pedersen & Sonが2015年に復刻しました。

このサイドボードは1965年にデザインされ、そのすっきりしたライ
ンと機能的なデザイン、そしてなにより熟練の職人技が光るデンマー
ク・モダンの要素が随所に表れています。

このサイドボードの特徴は何と言っても背面になめらかに滑っていく
タンブールドアです。今日では珍しくなってしまったこの技術です
が、見て美しいだけでなく、開閉スペースを最小限にとどめるという
非常に機能的な扉です。サイドボードの中は左右には棚板を配して美
しく仕上げられ、中央部分も収納スペースを増やし、細部まで美しい
蟻継で仕上げられたトレーをオプションでお選びいただけます。正面
のカーブを描いた特徴的な枠、タンブールドア、ベース、脚も無垢材
を使用しています。また脚部分は本体より少し内側にずらしています
ので、壁にぴったりつけていただけます。背面は突板ですので室内の
しきりとしても使用できます。そこにあるだけで雄弁に物語る繊細な
このキャビネットは、どんなお部屋にもしっくりとなじむことでしょ
う。

サイドボードの素材はオーク、ウォルナット、チークまたはローズ
ウッドから、仕上げはオイル、ソープまたはラッカーからお選びくだ
さい。オプションのトレーは5cmまたは11.5mの高さからお選びく
ださい。

パーツは全てデンマーク製。また各商品には完成時に個別番号がつけ
られています。

サイドボードは210cmまたは165cmの長さからお選びいただけま
す。

当社Bernh. Pedersen & Sonは、デンマークの家具メーカーで、そ
のスタートは1902年にまでさかのぼります。以来ずっと伝統的な家
具やキャビネットメーカーとして今日にいたります。3代にわたって
受け継がれてきたこのデンマークのクラシックな家具は世界中で愛さ
れています。1950～70年代は特に当社の歴史の中でも最もすばらし
い作品が生み出されて時期であります。クラシカルなミッド・セン
チュリータイプのサイドボードやデイベッドが、世界的にも有名な
Johannes AndersenやSvend Aage Madsen, Kurt 
Østervigらによってデザインされ、これらは今でも世界中で高く評
価されています。

2015年、4代目のThomas Bernhard Pedersenは会社を再出発さ
せ、1950～60年代にデザインされた、美しいサイドボードを復刻す
ることに集中することにしました。

サイドボード

タンブールドア式キャビネット。サイドボー
ドNo.142は、3枚の棚板が標準装備されてい
ます（左側に1枚、右側に2枚）。中央部分の
棚板及びトレーのコンビネーションをご指定
ください。 両サイドに棚板付き、中央部分は
オプションで蟻継のトレーを選択可能。背面
は突板。長さは2種類: 165 cm., 210 cm.

Johannes AndersenやSvend Aage 
Madsen, Kurt Østervig

1965年、復刻は2015年

オーク、ウォルナット、チーク、
ローズウッド

ソープ、ナチュラルオイル、ラッカー

3枚の棚板が標準装備されています         
（左側に1枚、右側に2枚）

ロングバージョン
長さ210cm
高さ 80cm
奥行 50cm

ショートバージョン
長さ165cm
高さ 80cm
奥行 50cm

トレー　高さ：
5cm & 11.5cm

パーツは全てデンマーク製。また各商品には
完成時に個別番号がつけられています。

bpsfurniture.dk

bpsfurniture.dk/press

その他
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デザインコンビネーション
サイドボード no.142 と no.156 は、3 枚の棚板が標準でセットされています（左側に 1 枚、右側に 2 枚）

中央部分の棚板及びトレーのコンビネーションをご指定ください。6 種類のデザインコンビネーションがこの価格表にはありま
す。次ページの例をご覧ください。全体的な概要は下記のとおりです：  

デザインコンビネーション digit 0 = 板・トレーとも無し 
デザインコンビネーション digit 1 =棚板 1 枚 
デザインコンビネーション digit 2 = スモールトレー1 つ 
デザインコンビネーション digit 3 = ラージトレー1 つ 

例えば、デザインコンビネーション 2-3-０だと、「スモールトレー1＋ラージトレー1」が中央部分に入ります 

サイドボード no.183 は 2 枚の棚板が標準でセットされています（左右いずれかに 1 枚と中央に 1 枚）棚板のない部分の板とト
レーの数と仕様をご指定ください。デザインコンビネーションの例は価格表をご確認ください

詳細はお問い合わせください

これらの棚板が標準で含まれ
ています 

デザインコンビネーション 
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デザインコンビネーション例 – サイドボード no. 142/156 

デザインコンビネーション 2-2-2 
3 x スモールトレー  

デザインコンビネーション 2-3-0
1 x スモールトレー + 1 x ラージトレー

デザインコンビネーション 2-3-3 
1 x スモールトレー + 2 x ラージトレー

デザインコンビネーション 3-3-3
             3 x ラージトレー

デザインコンビネーション 1-0-0 
       1 x 棚板

デザインコンビネーション 1-1-0
       2 x 棚板
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* ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ(パリサンダー) 仕様は、オリジナルデザインと同じく、内側はマホガニー材が張ってあります

BPS142 | サイドボード
BERNH. PEDERSEN & SØN

DANISH CRAFTSMANSHIP

ウォルナット チーク ローズウッド *オーク
オイル、ソープ、ラッカー オイル、ラッカー ラッカー

幅: 210 cm     

棚板 70 cm 24,000 28,000 29,000 24,000
トレー（スモール）(5 cm) 31,000 36,000 37,000 31,000
トレー（ラージ）(11,5 cm) 36,000 41,000 42,000 36,000
デザインコンビネーション 1-0-0  803,000    904,000    931,000 1,286,000
デザインコンビネーション 1-1-0    819,000    923,000    951,000 1,306,000
デザインコンビネーション 2-2-2    872,000    984,000    1,013,000 1,359,000
デザインコンビネーション 2-3-0    847,000    953,000    982,000 1,333,000
デザインコンビネーション 2-3-3    883,000    994,000 1,024,000 1,370,000
デザインコンビネーション 3-3-0    851,000    958,000    987,000 1,339,000
デザインコンビネーション 3-3-3    887,000    1,000,000    1,030,000 1,375,000

ウォルナット チーク ローズウッド *オーク
オイル、ソープ、ラッカー  オイル、ラッカー オイル、ラッカー ラッカー

幅: 165 cm     

棚板 50 cm 20,000 24,000 24,000 20,000
トレー（スモール）(5 cm) 31,000 36,000 37,000 31,000
トレー（ラージ）(11,5 cm) 36,000 41,000 42,000 36,000
デザインコンビネーション 1-0-0    726,000    816,000    841,000 1,194,000
デザインコンビネーション 1-1-0    746,000    841,000    866,000 1,215,000
デザインコンビネーション 2-2-2    800,000    901,000    928,000 1,268,000
デザインコンビネーション 2-3-0    774,000    870,000    896,000 1,242,000
デザインコンビネーション 2-3-3    810,000    912,000    939,000 1,278,000
デザインコンビネーション 3-3-0    778,000    876,000    902,000 1,246,000
デザインコンビネーション 3-3-3    814,000    917,000    944,000 1,283,000

配線用穴＋カバー 追加費用 11,000

オイル、ラッカー
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BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS156 | サイドボード

- 10 -



 商品カテゴリー

詳細

デザイン 

デザイン年 

素材 

仕上げ 

棚板

サイズ 

原点 

BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS156 | サイドボード
SIDEBOARD WITH TAMBOUR DOORS

 INSIDE SHELVES AND DOVETAIL TRAYS

MADE IN DENMARK

このサイドボードNo.156は1966年にデザインされ、そのすっきり
したラインと機能的なデザイン、そしてなにより熟練の職人技が光る
デンマーク・モダンの要素が随所に表れています。

このサイドボードの特徴は何と言っても背面になめらかに滑っていく
タンブールドアです。今日では珍しくなってしまったこの技術です
が、見て美しいだけでなく、開閉スペースを最小限にとどめるという
非常に機能的な扉です。サイドボードの中は左右には棚板を配して美
しく仕上げられ、中央部分も収納スペースを増やし、細部まで美しい
蟻継で仕上げられたトレーをオプションでお選びいただけます。正面
のカーブを描いた特徴的な枠、タンブールドア、ベース、脚も無垢材
を使用しています。また脚部分は本体より少し内側にずらしています
ので、壁にぴったりつけていただけます。背面は突板ですので室内の
しきりとしても使用できます。そこにあるだけで雄弁に物語る繊細な
このキャビネットは、どんなお部屋にもしっくりとなじむことでしょ
う。

サイドボードNo.156は、3枚の棚板が標準装備されています（左側
に1枚、右側に2枚）。中央部分の棚板及びトレーのコンビネーショ
ンをご指定ください。ご不明点はお近くの取扱店にお問い合わせくだ
さい。

サイドボードは210cmまたは165cmの長さからお選びいただけま
す。パーツは全てデンマーク製。また各商品には完成時に個別番号が
つけられています。

当社Bernh. Pedersen & Sonは、デンマークの家具メーカーで、そ
のスタートは1902年にまでさかのぼります。以来ずっと伝統的な家
具やキャビネットメーカーとして今日にいたります。3代にわたって
受け継がれてきたこのデンマークのクラシックな家具は世界中で愛さ
れています。1950～70年代は特に当社の歴史の中でも最もすばらし
い作品が生み出されて時期であります。クラシカルなミッド・セン
チュリータイプのサイドボードやデイベッドが、世界的にも有名な
Johannes AndersenやSvend Aage Madsen, Kurt Østervigらに
よってデザインされ、これらは今でも世界中で高く評価されていま
す。

2015年、4代目のThomas Bernhard Pedersenは会社を再出発さ
せ、1950～60年代にデザインされた、美しいサイドボードを復刻す
ることに集中することにしました。

サイドボード

タンブールドア式キャビネット。サイドボード
No.156は、3枚の棚板が標準装備されています
（左側に1枚、右側に2枚）。両サイドに棚板付
き、中央部分はオプションで蟻継のトレーを選
択可能。オプションのトレーは5cmまたは
11.5mの高さからお選びください。背面は突
板。サイドボードは210cmまたは165cmの長
さからお選びいただけます。

Johannes AndersenやSvend Aage Madsen, 
Kurt Østervig

1966年、復刻は2015年

オーク、ウォルナット、チーク、ローズウッド

ソープ、ナチュラルオイル、ラッカー

3枚の棚板が標準装備されています            
（左側に1枚、右側に2枚）

ロングバージョン
長さ210cm
高さ 80cm
奥行 50cm

ショートバージョン
長さ165cm
高さ 80cm
奥行 50cm

トレー　高さ：
5cm & 11.5cm

パーツは全てデンマーク製。また各商品には完
成時に個別番号がつけられています。

bpsfurniture.dk

bpsfurniture.dk/press

その他

- 11 -



デザインコンビネーション
サイドボード no.142 と no.156 は、3 枚の棚板が標準でセットされています（左側に 1 枚、右側に 2 枚）

中央部分の棚板及びトレーのコンビネーションをご指定ください。6 種類のデザインコンビネーションがこの価格表にはありま
す。次ページの例をご覧ください。全体的な概要は下記のとおりです：  

デザインコンビネーション digit 0 = 板・トレーとも無し 
デザインコンビネーション digit 1 =棚板 1 枚 
デザインコンビネーション digit 2 = スモールトレー1 つ 
デザインコンビネーション digit 3 = ラージトレー1 つ 

例えば、デザインコンビネーション 2-3-０だと、「スモールトレー1＋ラージトレー1」が中央部分に入ります 

サイドボード no.183 は 2 枚の棚板が標準でセットされています（左右いずれかに 1 枚と中央に 1 枚）棚板のない部分の板とト
レーの数と仕様をご指定ください。デザインコンビネーションの例は価格表をご確認ください

詳細はお問い合わせください

これらの棚板が標準で含まれ
ています 

デザインコンビネーション 
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デザインコンビネーション例 – サイドボード no. 142/156 

デザインコンビネーション 2-2-2 
3 x スモールトレー  

デザインコンビネーション 2-3-0 
1 x スモールトレー + 1 x ラージトレー 

デザインコンビネーション 2-3-3 
1 x スモールトレー + 2 x ラージトレー 

デザインコンビネーション 3-3-3
 3 x ラージトレー

デザインコンビネーション 1-0-0
 1 x 棚板

デザインコンビネーション 1-1-0
 2 x 棚板
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* ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ(パリサンダー) 仕様は、オリジナルデザインと同じく、内側はマホガニー材が張ってあります

BPS156 | サイドボード
BERNH. PEDERSEN & SØN

DANISH CRAFTSMANSHIP

ウォルナット チーク ローズウッド*オーク
オイル、ソープ、ラッカー オイル、ラッカー オイル、ラッカー ラッカー

幅: 210 cm     

棚板 70 cm 24,000 28,000 29,000 24,000
トレー（スモール）(5 cm) 31,000 36,000 37,000 31,000
トレー（ラージ）(11,5 cm) 36,000 41,000 42,000 36,000
デザインコンビネーション 1-0-0 803,000    904,000    931,000 1,286,000
デザインコンビネーション 1-1-0 819,000    923,000    951,000 1,306,000
デザインコンビネーション 2-2-2    872,000    984,000    1,013,000 1,359,000
デザインコンビネーション 2-3-0    847,000    953,000    982,000 1,333,000
デザインコンビネーション 2-3-3    883,000    994,000    1,024,000 1,370,000
デザインコンビネーション 3-3-0    851,000    958,000    987,000 1,339,000
デザインコンビネーション 3-3-3    887,000    1,000,000    1,030,000 1,375,000

ウォルナット チーク ローズウッド*オーク
オイル、ソープ、ラッカー オイル、ラッカー オイル、ラッカー ラッカー

幅: 165 cm 

棚板 50 cm 20,000 24,000 24,000 20,000
トレー（スモール）(5 cm) 31,000 36,000 37,000 31,000
トレー（ラージ）(11,5 cm) 36,000 41,000 42,000 36,000
デザインコンビネーション 1-0-0    726,000    816,000    841,000 1,194,000
デザインコンビネーション 1-1-0    746,000    841,000    866,000 1,215,000
デザインコンビネーション 2-2-2    800,000    901,000    928,000 1,268,000
デザインコンビネーション 2-3-0    774,000    870,000    896,000 1,242,000
デザインコンビネーション 2-3-3    810,000    912,000    939,000 1,278,000
デザインコンビネーション 3-3-0    778,000    876,000    902,000 1,246,000
デザインコンビネーション 3-3-3    814,000    917,000    944,000 1,283,000

配線用穴＋カバー 追加費用 11,000
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BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS183 | サイドボード
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 商品カテゴリー 

詳細

デザイン 

デザイン年 

素材  

仕上げ 

棚板

サイズ 

原点 

BERNH. PEDERSEN & SØN

BPS183 | サイドボード
SIDEBOARD WITH FOUR DOORS

INSIDE SHELVES AND DOVETAIL TRAYS

MADE IN DENMARK

サイドボードNo.183。もともとは1969年にデザインされたもの
で、そのすっきりとしたライン、機能的なデザインそして熟練の匠の
技が活かされたこのサイドボードは、「デニッシュ・モダン」の神髄
ともいえるでしょう。サイドボードNo.183は、当社が2016年に復
刻した3番目のミッドセンチュリーのサイドボードです。

このサイドボードには4枚の扉がついており、キャビネット内は調節
可能な棚板で仕上げられており、また収納部分を増やす、細部まで美
しい蟻継で仕上げられたトレーをオプションで加えることもできま
す。扉と一体化した取手は、ベースや脚と同じように無垢材で作られ
ています。また脚部分は本体より少し内側にずらしていますので、壁
にぴったりつけていただけます。背面は突板ですので室内のしきりと
しても使用できます。そこにあるだけで雄弁に物語る繊細なこのキャ
ビネットは、どんなお部屋にもしっくりとなじむことでしょう。

パーツは全てデンマーク製。また各商品には完成時に個別番号がつけ
られています。

当社Bernh. Pedersen & Sonは、デンマークの家具メーカーで、そ
のスタートは1902年にまでさかのぼります。以来ずっと伝統的な家
具やキャビネットメーカーとして今日にいたります。3代にわたって
受け継がれてきたこのデンマークのクラシックな家具は世界中で愛さ
れています。1950～70年代は特に当社の歴史の中でも最もすばらし
い作品が生み出されて時期であります。クラシカルなミッド・セン
チュリータイプのサイドボードやデイベッドが、世界的にも有名な
Johannes AndersenやSvend Aage Madsen, Kurt Østervigらに
よってデザインされ、これらは今でも世界中で高く評価されていま
す。

2015年、4代目のThomas Bernhard Pedersenは会社を再出発さ
せ、1950～60年代にデザインされた、美しいサイドボードを復刻す
ることに集中することにしました。

サイドボード

サイドボードNo.183の標準仕様は、左右いず
れかのサイド部分に１枚の棚板、中央部分に
１枚の棚板となっていますので、残りの部分
にトレーと棚板のコンビネーションをお選び
ください。お問い合わせはお近くの取扱店へ
お願いします。内部は、調節可能な棚板とサ
イド部分にはオプションで、蟻継の造作が美
しいトレーを、２種類の高さからお選びいた
だけます。背面は突板仕上げです。背面は突
板。

Johannes AndersenやSvend Aage 
Madsen, Kurt Østervig

1969年、復刻は2016年

オーク、ウォルナット、チーク、ローズウッド

Soap, natural oil, lacquer, oak black lacquer

サイドボードNo.183の標準仕様は、左右いず
れかのサイド部分に１枚の棚板、中央部分に
１枚の棚板となっていますので、残りの部分
にトレーと棚板のコンビネーションをお選び
ください。

サイドボード
長さ210cm
奥行 50cm
高さ 80cm

トレー　高さ：
5cm & 11.5cm

パーツは全てデンマーク製。また各商品には
完成時に個別番号がつけられています。

bpsfurniture.dk

bpsfurniture.dk/press

その他
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デザインコンビネーション例 – サイドボード no. 183

デザインコンビネーション 1-0-0-0
 1 x 棚板

デザインコンビネーション 2-2-2-0 
3 x スモールトレー 

デザインコンビネーション 2-2-2-2
 4 x スモールトレー

デザインコンビネーション 2-3-0-0 
1 x スモールトレー + 1 x ラージトレー 

デザインコンビネーション 2-3-3-0
1 x スモールトレー + 2 x ラージトレー 

デザインコンビネーション 3-3-0-0
2 x ラージトレー

デザインコンビネーション 3-3-3-0
3 x ラージトレー
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* ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ(パリサンダー) 仕様は、オリジナルデザインと同じく、内側はマホガニー材が張ってあります

サイドボードno.183 は2 枚の棚板が標準でセットされています（左右いずれかに1 枚と中央に1 枚）棚板のない部分の板と
トレーの数と仕様をご指定ください。デザインコンビネーションの例は価格表をご確認ください。
詳細はお問い合わせください。

BPS183 | サイドボード
BERNH. PEDERSEN & SØN

DANISH CRAFTSMANSHIP

ウォルナット チーク ローズウッド*オーク
オイル、ソープ、ラッカー オイル、ラッカー オイル、ラッカー ラッカー

幅: 210cm 
棚板 - 左右いずれかに 20,000 24,000 24,000 20,000
棚板 - 中央に 36,000 40,000 41,000 36,000
トレー（スモール） (5 cm) 31,000 36,000 37,000 31,000
トレー（ラージ）(11,5 cm) 36,000 41,000 42,000 36,000
デザインコンビネーション 1-0-0-0    664,000    737,000    759,000 1,094,000
デザインコンビネーション 1-1-0-0    684,000    760,000    783,000 1,114,000
デザインコンビネーション 2-2-2-0    738,000    820,000    845,000 1,168,000
デザインコンビネーション 2-2-2-2    769,000    856,000    882,000 1,199,000
デザインコンビネーション 2-3-0-0    711,000    790,000    814,000 1,142,000
デザインコンビネーション 2-3-3-0    747,000    831,000    856,000 1,178,000
デザインコンビネーション 3-3-0-0    716,000    795,000    819,000 1,146,000
デザインコンビネーション 3-3-3-0    752,000    836,000    862,000 1,182,000

オークブラックラッカー 追加費用    86,000
配線用穴＋カバー 追加費用 11,000
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オーク ウォルナット チーク

マホガニーローズウッドスモークオーク

WOOD SAMPLES / ウッドサンプル

サンプルは木材の一例であり、あくまでも参考としてご覧ください。

それぞれの木材は天然素材ゆえに色合いや木目は異なります。

サンプルと実際の商品の木目や色目が違いますことをご了承ください。
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BERNH. PEDERSEN & SØN

Vestergade 23
4863 Eskilstrup
Denmark

Tel: +45 42 68 49 68 

Mail: info@bpsfurniture.dk

Represented exclusively in Japan by:

Scandinavian Living Co.

Tokyo Showroom / Office 

Tel:03-5789-2885  
Fax:03-5789-2886  
tokyo@scandinavian.jp

Kobe Showroom / Office

Tel:078-327-7732
Fax:078-327-7708
kansai@scandinavian.jp

www.scandinavian.co.jp
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