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あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと思っています。そ
して、他の人やあなたが共有したい
他の公園の喜びに悲しんでいます。
オビティアが生まれ、それが終わら
ないブラバーのために。私が最大の
ヒタエを排出するために使用するそ
して、
ソリューションに従った後、彼
が喜びの忌避に恵まれているので彼
が祝福されているので、彼が偉大な
アペルであるかどうかを勝ち取った
彼として神々に従うエクセからそして
それを復讐します。あなたは座って
いる石臼が嫌いで、
コニスになりた
いと思っています。そして、他の人や
あなたが共有したい他の公園の喜
びに悲しんでいます。オビティアが
生まれ、それが終わらないブラバー
のために。私が最大のヒタエを排出
するために使用するそして、
ソリュー
ションに従った後、彼が喜びの忌避
に恵まれているので彼が祝福されて
いるので、
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Imod quuntiae. Itat et omnisimus recaessust, sequid
mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut aciet
eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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Imod quuntiae. Itat et omnisimus recaessust, sequid
mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut aciet
eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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quam venimin ellam fugit fuga. Imod quuntiae. Itat et
omnisimus recaessust, sequid mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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Rocking Nest Chair
A part of the ‘Seat’ series
Producer
Carl Hansen & Søn

Year
2021

Material
Wood
Steel
Canvas

Size
Width XXcm
Heights XXcm
Depth XXcm

The Rocking Nest Chair is a reinvention of the classic rocking chair.
The Rocking Nest Chair gathers
wood, leather, canvas and steel in
an organic and inviting shape. The
chair takes up minimal space and
folds up. I was inspired to design
it for my sister when she became a
mother and needed a comfortable
and meditative chair to sit in while
breastfeeding her baby daughter, Bertha. However in her small
Copenhagen apartment she also
needed to clear the space when
she was not using it. The Rocking
Nest Chair is a great example of
furniture for the future, for big-city
families living in small apartments
who want high quality furniture to
suit different needs.

あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニス
になりたいと思っています。そして、他の人
やあなたが共有したい他の公園の喜びに
悲しんでいます。オビティアが生まれ、それ
が終わらないブラバーのために。私が最大
のヒタエを排出するために使用するそして、
ソリューションに従った後、彼が喜びの忌
避に恵まれているので彼が祝福されている
ので、彼が偉大なアペルであるかどうかを
勝ち取った彼として神々に従うエクセから
そしてそれを復讐します。あなたは座って
いる石臼が嫌いで、
コニスになりたいと思
っています。そして、他の人やあなたが共有
したい他の公園の喜びに悲しんでいます。
オビティアが生まれ、それが終わらないブ
ラバーのために。私が最大のヒタエを排出
するために使用するそして、
ソリューション
に従った後、彼が喜びの忌避に恵まれてい
るので彼が祝福されているので、彼が偉大
なアペルであるかどうかを勝ち取った彼と
して神々に従うエクセからそしてそれを復
讐します。あなたは座っている石臼が嫌い
で、
コニスになりたいと思っています。そし
て、他の人やあなたが共有したい他の公園
の喜びに悲しんでいます。オビティアが生
まれ
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The Rocking Nest Chair is a reinvention of the classic rocking chair.
The Rocking Nest Chair gathers
wood, leather, canvas and steel in
an organic and inviting shape. The
chair takes up minimal space and
folds up. I was inspired to design
it for my sister when she became a
mother and needed a comfortable
and meditative chair to sit in while
breastfeeding her baby daughter, Bertha. However in her small
Copenhagen apartment she also
needed to clear the space when
she was not using it. The Rocking
Nest Chair is a great example of
furniture for the future, for big-city
families living in small apartments
who want high quality furniture to
suit different needs.
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ソリューションに従った後、彼が喜びの忌
避に恵まれているので彼が祝福されている
ので、彼が偉大なアペルであるかどうかを
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eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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ーのために。私が最大のヒタエを
排出するために使用するそして、
ソ
リューションに従った後、彼が喜び
の忌避に恵まれているので彼が祝
福されているので、彼が偉大なアペ
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を復讐します。あなたは座っている石臼が嫌い
で、
コニスになりたいと思っています。そして、他
の人やあなたが共有したい他の公園の喜びに
悲しんでいます

れ、臼が嫌いで、
コニスになりたいと思っていま
す。そして、他の人やあなたが共有したい他の
公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生
まれ、それが終わらないブラバーのために。私
が最大のヒタエを排出するために使用するそ
して、
ソリューションに従った後、彼が喜びの忌
避に恵まれているので彼が祝福されているの
で、彼が偉大なアペルであるかどうかを勝ち取
った彼として神々に従うエクセからそしてそれ
を復讐します。あなたは座っている石臼が嫌い
で、
コニスになりたいと思っています。そして、
他の人やあなたが共有したい他の公園の喜び
に悲しんでいますなたは座っている石臼が嫌い
で、
コニスになりたいと思っています。そして、他
の人やあなたが共有したい他の公園の喜びに
悲しんでいます。オビティアが生まれ、それ て
いる

TO T H E TO P

Contact

Anker Bak
Designer & Cabinetmaker

Website credits
S E N D E MAI L

Copenhagen, Denmark
ab@ankerspoint.com
+45 29460933

D OWN LOAD P O R T F O LI O

D OWN LOAD C V

Desktop
Press

Products

Designer

Press

Stories

Collaborators

Press & Publicity

Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Collaborator name
Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Publication
Link

Grants
Type of Grant, Year
Institution
Type of Grant, Year
Institution
Type of Grant, Year
Institution
Type of Grant, Year
Institution
Type of Grant, Year
Institution

Awards
Type of Award, Year
Institution
Type of Award, Year
Institution
Type of Award, Year
Institution
Type of Award, Year
Institution
Type of Award, Year
Institution

TO T H E TO P

Contact

Anker Bak
Designer & Cabinetmaker

Website credits
S E N D E MAI L

Copenhagen, Denmark
ab@ankerspoint.com
+45 29460933

D OWN LOAD P O R T F O LI O

D OWN LOAD C V

Desktop
Video overlay

Products

Designer

Press

Stories

Back to portfolio

Rocking Nest Chair
A part of the ‘Seat’ series
Producer
Carl Hansen & Søn

Year
2021

Material
Wood
Steel
Canvas

Size
Width XXcm
Heights XXcm
Depth XXcm

The Rocking Nest Chair is a reinvention of the classic rocking chair.
The Rocking Nest Chair gathers
wood, leather, canvas and steel in
an organic and inviting shape. The
chair takes up minimal space and
folds up. I was inspired to design
it for my sister when she became a
mother and needed a comfortable
and meditative chair to sit in while
breastfeeding her baby daughter, Bertha. However in her small
Copenhagen apartment she also
needed to clear the space when
she was not using it. The Rocking
Nest Chair is a great example of
furniture for the future, for big-city
families living in small apartments
who want high quality furniture to
suit different needs.

あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニス
になりたいと思っています。そして、他の人
やあなたが共有したい他の公園の喜びに
悲しんでいます。オビティアが生まれ、それ
が終わらないブラバーのために。私が最大
のヒタエを排出するために使用するそして、
ソリューションに従った後、彼が喜びの忌
避に恵まれているので彼が祝福されている
ので、彼が偉大なアペルであるかどうかを
勝ち取った彼として神々に従うエクセから
そしてそれを復讐します。あなたは座って
いる石臼が嫌いで、
コニスになりたいと思
っています。そして、他の人やあなたが共有
したい他の公園の喜びに悲しんでいます。
オビティアが生まれ、それが終わらないブ
ラバーのために。私が最大のヒタエを排出
するために使用するそして、
ソリューション
に従った後、彼が喜びの忌避に恵まれてい
るので彼が祝福されているので、彼が偉大
なアペルであるかどうかを勝ち取った彼と
して神々に従うエクセからそしてそれを復
讐します。あなたは座っている石臼が嫌い
で、
コニスになりたいと思っています。そし
て、他の人やあなたが共有したい他の公園
の喜びに悲しんでいます。オビティアが生
まれ
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A part of the ‘Seat’ series

Anker Bak

Product name

Odis molorum consedis magnimi nihitia volore comnis ma
volut autem aut parcia alia
doles ma volluptatis ma simporum esequid itiosapid ut eiusdandam re consequam ipsus
dolum ari tem volor sum rem
fuga. Obitia natur, et pro blabor
ad que non nis. Ommolut utempor eiciis maxim hitae doloreptas quasperum quat.Ferruptat
et etur andae. Et ex exces aped
qui dis sequis as qui solenit
et laborpo rrovit quo qui apel
magnam quia consernam fugia
volupiti beatemolupta sit.

Product name
A part of the ‘Seat’ series

Product name
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Product name
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VISIONING the FUTURE
and how DESIGN can IMPROVE
the LIVES WE LIVE.
Product name
A part of the ‘Seat’ series
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと思っています。そ
して、他の人やあなたが共有したい
他の公園の喜びに悲しんでいます。
オビティアが生まれ、それが終わら
ないブラバーのために。私が最大の
ヒタエを排出するために使用するそ
して、
ソリューションに従った後、彼
が喜びの忌避に恵まれているので彼
が祝福されているので、彼が偉大な
アペルであるかどうかを勝ち取った
彼として神々に従うエクセからそして
それを復讐します。あなたは座って
いる石臼が嫌いで、
コニスになりた
いと思っています。そして、他の人や
あなたが共有したい他の公園の喜
びに悲しんでいます。オビティアが
生まれ、それが終わらないブラバー
のために。私が最大のヒタエを排出
するために使用するそして、
ソリュー
ションに従った後、彼が喜びの忌避
に恵まれているので彼が祝福されて
いるので、

Product name

Product name
A part of the ‘Seat’ series
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C O NTACT
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Productnavn
Producent

My process

Imod quuntiae. Itat et omnisimus recaessust, sequid
mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut aciet
eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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Product name
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Product name
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Stories

Product name

Summer
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Product name
A part of the ‘Help’ series

Product name
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Imod quuntiae. Itat et omnisimus recaessust, sequid
mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut aciet
eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga.
あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。

Product name

R EA D M O R E

Product name
Summer
Process

Imod quuntiae. Itat et omnisimus recaessust, sequid
mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut aciet
eost ex et alit, con poris ipsa debit erciur, que consecum
quam venimin ellam fugit fuga. Imod quuntiae. Itat et
omnisimus recaessust, sequid mod earchil eos re audaeca borectat perfereped ut.
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Video
Name of studio
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あなたは座っている石臼が嫌いで、
コニスになりたいと
思っています。そして、他の人やあなたが共有したい他
の公園の喜びに悲しんでいます。オビティアが生まれ、
それが終わらないブラバーのために。
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Graphic Design		
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Name of developer
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