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ミッシーファルミのご紹介
フィンランドの南西部に300年続くラウハンス家の農場が、ミッシーファルミというニットブランドの拠点です。

元プロのウィンドサーファーという異色の経歴を持つ夫のヤンネと、ヘルシンキで15年間広告業界で働いた妻のアンナが立ち上げたブランド

です。自身も4人の子供を持つ親であるヤンネ・アンナ夫妻は、素材や製造方法、デザインなど製品の全てにこだわりぬいた、完全フィンラン

ド製の最高品質のウール製品を展開します。

日本では昨今、ニット帽は秋冬のマストアイテムといわれるようになりました。さまざまなニット帽が市場にあふれる中、他とは一線を画す個

性的なこだわりの帽子。フィンランドらしいシンプルなデザインと自然を感じる美しいカラー。一点一点手編みで作られるぬくもりたっぷりのこ

のニット帽は、あえて都会的に使いたいアイテム。カジュアル系はもちろん、あえてきれい系、カッチリ系のコーデと合わせることで、ワンラン

ク上のおしゃれを提案します。

●素材、フィンシープについて

素材となる羊毛は、農場の近隣でオーガニックに育つ、フィンシープ種のウールです。フィンシープは、4000年ほど前にフィンランドに伝わり、

以来フィンランドに生息し続けてきた伝統的な羊種です。現在は純粋なフィンシープの数は激減しており、世界的にも貴重な種類の羊です。

このフィンシープのウールの魅力はつやと弾力、そして柔らかさ。その柔らかさはメリノウール以上とも言われています。

●製法について

ミッシーファルミでは、この柔らかさと、羊毛だけが持つ天然の油分ラノリンを残すためにハンドウォッシュを行います。「ウールワックス」と呼

ばれるこの油分は人の肌にやさしく、糸には自然の撥水効果を与えます。染色には化学薬品は一切使わず天然染料での手染めを行ってい

ます。またフィンシープは天然の毛色が多様なことでも知られ、染色を加えないナチュラルカラーだけでもさまざまなカラーバリエーションを

作ることができます。

●ミッシーグランマ

帽子を編むのは、この農場地域の熟練の編み技術をもつ「おばあちゃん」職人たち。一人が一点を最初から最後まで編み上げる、完全な手

作りです。ミッシーファルミのニット帽は、フィンランドの人たちのたくさんの笑顔と、たくさんの愛が詰まった、幸せの帽子なのです。全ての製

品には製造を行った職人の手書きのサインが入ったミニブックが付属します。

全てのミッシーファルミ製品に付属するオ
リジナルボックス。農場ならではのユニー
クな牛乳パック型。外側にも内側にもに

可愛らしいイラストやストーリーが満載
（文章は英語）。ギフトにもぴったりです。

＊たたんだ状態でお届けします。
＊蓋を締める毛糸の色はアソートです。

全てのミッシーファルミ製
品はミニブックが尽きます。
製品を編んだ人の手書き

のサイン入り。（英語）

■オリジナルボックス ■製造者のサイン入りミニブック

フィンランドから届く。

温もりあふれる究極のニット帽。
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MUFFI ムッフィ
すこし丸みのある、太めのゲージで編まれたやさしいフォルムが特徴です。シンプルで幅広いコーデに用いやすいベーシックな定番人気モデルです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率です。

FARMESTER ファルメスター
やや細めのゲージで編まれたモダンな印象のビーニーです。先端が少しとがった形が個性的で、アウトドアにも街中にもマッチします。「ファルメスター」とは
農業に携わる人たちという造語で、ミッシーファルミのコレクションの中で一番初めに生まれたモデルです。都会と田舎の間を行き来するような、自由なライ
フスタイルや生き方を象徴しています。Lサイズは男性用としてもおすすめです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）、L（58-62ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％＊ご注文の際は、サイズをご指定下さい。ご指定のない場合はMサイズとなります。
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率となります。

Country Casual カントリーカジュアル
2018/19新モデルのカントリーカジュアル。細めのゲージで編み上げました。フチ部分はロールアップになっており、気分に合わせて深めにかぶってシンプル
にしたり、フチをくるくると巻いてキュートなスタイルを楽しんだりなど、自由なかぶり方を楽しむことができます。
サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％ ＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率となります。

550-0001 ムッフィ new!
ナチュラルブラック（05）
価格：9,800円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0002 ムッフィ new!
ナチュラルグレー（03）
価格：9,800円（税別）

550-0003 ムッフィ new!
ナチュラルベージュ（07）
価格：9,800円（税別）

550-0004 ムッフィ new!
プラム（20）
価格：10,800円（税別）

550-0005 ムッフィ new!
オーシャンブルー（19）
価格：10,800円（税別）

550-0006 ムッフィ new!
バーチイエロー―（18）
価格：10,800円（税別）

550-0101 ファルメスター new!
ナチュラルブラック（05）
価格：10,800円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0102 ファルメスター new!
ナチュラルグレー（03）
価格：10,800円（税別）

550-0103 ファルメスター new!
ナチュラルベージュ（07）
価格：10,800円（税別）

550-0104 ファルメスター new!
プラム（20）
価格：11,800円（税別）

550-0105 ファルメスター new!
オーシャンブルー（19）
価格：11,800円（税別）

550-0106 ファルメスター new!
バーチイエロー―（18）
価格：11,800円（税別）

550-0201 カントリーカジュアル new!
ナチュラルブラック（05）
価格：8,500円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0202 カントリーカジュアル new!
ナチュラルグレー（03）
価格：8,500円（税別）

550-0203 カントリーカジュアル new!
ナチュラルベージュ（07）
価格：8,500円（税別）

550-0204 カントリーカジュアル new!
プラム（20）
価格：9,500円（税別）

550-0205 カントリーカジュアル new!
オーシャンブルー（19）
価格：9,500円（税別）

550-0206 カントリーカジュアル new!
バーチイエロー―（18）
価格：9,500円（税別） 4
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Original オリジナル
やや長さのある「オリジナル」モデル。後頭部部分を2重に織り込みややだぶらせることで、頭の形をきれいに見せてくれます。またフチを折って浅めに被ると
モダンな印象です。Lサイズは男性にもおすすめです。

サイズ：M（55-59ｃｍ）、L（58-62ｃｍ） ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊ご注文の際は、サイズをご指定下さい。ご指定のない場合はMサイズとなります。 ＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率となります。

2018/19コレクション

LUKSUS ルクスス
太めのゲージでしっかりと編まれ、圧倒的な温かさのルクスス。帽子の先端についたボンボンは、ナチュラルなフィンシープの毛の一番美しい部分をそのま
ま使用している、とてもラグジュアリーなモデルです。触るとまるで本物の羊にふれているような、最高の癒しを感じることができます。洗練されてスタイリッ
シュ、特別感のあるこだわりのビーニーです。

サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％ ＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率となります。

550-0401 ルクスス new!
ナチュラルブラック（05）
価格：15,000円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0402 ルクスス new!
ナチュラルライトグレー（02）
価格：15,000円（税別）

550-0403 ルクスス new!
ナチュラルベージュ（07）
価格：15,000円（税別）

550-0301 オリジナル new!
ナチュラルブラック（05）
価格：9,000円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0302 オリジナル new!
ナチュラルグレー（03）
価格：9,000円（税別）

550-0303 オリジナル new!
ナチュラルベージュ（07）
価格：9,000円（税別）

550-0304 オリジナル new!
プラム（20）
価格：10,000円（税別）

550-0305 オリジナル new!
オーシャンブルー（19）
価格：10,000円（税別）

550-0306 オリジナル new!
バーチイエロー―（18）
価格：10,000円（税別）

【製品に関するご注意点】

●色：手染めのアイテムは、天然染料でハンドメイドでの染色を行っています。そのため、色味に若干の個体差がある場合がございます。

●ナチュラルブラック色について：染色を行わない天然羊毛のブラックとなり、深みのあるブラウンに近い色味となります。天然フィンウール独特のカ
ラーです。

●サイズ：ハンドメイドのため、サイズには若干の個体差がある場合がありますが、ウールは伸縮性のある素材のため、使用後７日ほどから頭の形
になじむようするように変わっていきます。

●特注 サイズ、カラー、デザインなどの特注も可能です。別途お問い合わせ下さい。
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エリック・ブルーン ～フィンランドの巨匠～
エリック・ブルーンは、フィンランドのグラフィック・デザイン界を代表する偉大なアーティストです。
1926年生まれのブルーンは、長きにわたり数々の名作ポスターを生み出し、フィンランド広告業界の中でポスターアートが中心的な存在となるため多大な貢
献をしました。
そのアーティストとしての才能だけでなく、誰にでも冗談を言うような、優しくユーモアにあふれた人柄が多くの人を魅了します。
「ポスターは見る人を笑顔にしなければならない」というのがブルーンのデザインの基本精神。確かにブルーンの作品は美しいだけではなく、デフォルメされた
ユニークな動物や建物などのモチーフや言葉遊びなど、思わず見る人が笑顔になってしまうような工夫がたくさんつまっています。
ブルーンがリトグラフ技法で培った抜群の描写力、細密画のような表現力は、彼の多くの作品に見ることができ、それがブルーンの作品が持つ独特な雰囲気
につながっているのです。

photos Ilpo Musto©

656-0201 new!
サイマーワモンアザラシ
サイズ：100ｘ40ｃｍ

1974年に誕生した「サイマー
ワモンアザラシ」は、数あるブ
ルーン作品の中でも最も有名
な作品の一つです。
タンペレの水族館にいた一人
ぼっちのアザラシがモデルに
なりました。

656-0204 new! ベア
サイズ：100ｘ54ｃｍ

くまは、1985年にフィンランド
の国獣に指定されました。
デッサンに訪れたエリックを、
二本足で立ち上がり、興味
深く観察するコルエアサリ動
物園のクマがモデルになり
ました。

656-0111 new! スワンウィング
サイズ：100ｘ50ｃｍ

この白鳥の羽ポスターは、羽に加
えて背景までにもエリックらしい細
密画のような描写が見られるとて
も美しい作品です。この羽は、実
は実物大の白鳥の羽。実物大に
することにエリックがとてもこだ
わったそうです。アート性の高い、
とても美しいポスターです。

656-0101 JAFFAレモネード new!
こちらのポスターは5月1日のメイデイの
キャンペーンに合わせて1959年に制作
されたものです。数あるJAFFAポスター
の中でも最も有名なものの一つです。

656-0103 JAFFAオレンジ new!
オレンジとブルー。潔い配色、美し
いデザインに目を奪われます。イン
テリアを飾るアートとしても素敵な
デザインです。

656-0102 JAFFAハット new!
こちらのポスターは瓶の蓋を帽子
に見立てたユニークなデザイン。
「脱帽」という意味を込めて作られ
たデザインだそうです。

●自然保護協会のポスター
1960年代初頭、エリックは化学成分による自然への影響を報じる悪いニュースに心を痛めていました。そこで、フィンランドの自然保護協会のために、絶
滅の危機に瀕する様々な動物のポスターを制作しました。中でも「サイマーワモンアザラシ」はブルーンを代表する人気ポスターです。
価格：7,000円（税別）

●JAFFAのポスター
エリックの代表作の一つはHartwall社のJAFFAという炭酸飲料のポスターシリーズです。
1950年代から60年代にかけて15種類余りのポスターを手掛け、それらのデザインはどれ
も今日ブルーンのアイコン的なデザインとなっています。
価格：7,000円（税別） サイズ：100ｘ70ｃｍ

656-0114 new!
フィンランド独立100周年記念ポス
ター 1980年代
サイズ：50ｘ40ｃｍ

1980年代、フィンランドのチョコレー
トメーカー、ファッツエルのパッケー
ジにデザインされたこのデザインが、
2017年、フィンランド独立100周年
の記念ポスターとして生まれ変わり
ました。
フィンランドらしさが伝わるブルーと
ホワイトが爽やかなデザインです。

●フィンランドテーマのポスター
フィンランドをテーマとしたデザインのポスターです。

価格：7,000円（税別）

656-0113 new!
ヘルシンキカラー 1995年
サイズ：60ｘ43ｃｍ

フィンランド肺健康協会の切
手としてデザインされたもの
です。空気が澄んだヘルシン
キだからこその美しい色彩に
こだわって作られました。
ヘルシンキの人気の名所が
描かれています。

＊特注サイズのポスターフレームの製造を承っています。お気軽にご相談ください。また、P13掲載の902-0001、0002「木製ポスターハンガー」もセットでおすすめです。

■エリック・ブルーンポスターコレクション 素材：紙 製造：フィンランド ロット：１ ＊丸めてポスター箱に入れて納品します。
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葉巻の煙突に並ぶアルファ
ベットは、株式会社ボーレ
（Bore）、ストックホルム運送船
会社（Svea）、フィンランド蒸気
船株式会社（FÅA）の三つの船
会社名。1957年、この3社は合
併しシリア（Silja）株式会社を設
立しました。
…...

ブルーンが作ったデザイン、そ
れは豪華なスモーガスボード
です。北欧の食文化を大胆に
表現しました。サーモン、エビ、
ラディッシュ、レモン・・・・。サー
モンが船体になったり葉巻が
煙突になったり、ブルーンの人
柄を表すような、ユーモアにあ
ふれた作品です。

●サーモンボート デザイン年：1957年 ●ザリガニパーティー デザイン年：1961年

フィンランド観光局からの依頼
でフィンランドを代表する文化
である「ザリガニパーティー」を
プロモートするポスターが作ら
れました。8月、次第に秋に向

かって日照時間が短くなる時
に開催されるのが習慣のザリ
ガニパーティー。7月は白夜が
続きますので、8月に夜が暗く

なることを、黒い背景として表
現したそうです。

愛嬌のあるザリガニの表情が
印象的なデザインです。

■エリック・ブルーンのトラベルモチーフ by カムトゥフィンランド
カムトゥフィンランドはエリック・ブルーンの旅行ポスターの全デザインの独占的使用権を取得し、ポスターの復刻製造を行っています。
素材：紙 製造：フィンランド

～背景ストーリー～
自身も釣りが趣味だったブルーンは、1950年代にアエロ航空（後のフィンエアー）からラップランド路線のポス
ターデザインの依頼を受けた時、あの機内にあふれる楽し気な釣り客の様子を思い浮かべ、ラップランドへの
旅行のポスターデザインに最適なモチーフは「魚」だと思いつきました。そして生まれたのは、大胆な魚の飛行
機をデザインです。しかし依頼主であったアエロ航空の執行部は当初「魚くさいの飛行機なんかで旅行したいと
思う客がいるわけない！」と、大反対しました。

しかし、このデザインに確信を持っていたブルーンは、リスクを負う事を覚悟し、自分で石板に直接絵をかき、自
費で100ｘ70ｃｍのポスターを刷り上げ、展示会に出展したのです。そしてそこでみごとに大賞を受賞しました。そ
の後、フィンエアーから改めてオファーを受け、この作品はいくつかのカラーバリエーションで何千枚も印刷され
る大ヒット作となりました。

653-0045 ポスター50ｘ70ｃｍ 価格：5,500円（税別） ロット：１

●サーモンフライト デザイン年：1957年
この大胆な魚の飛行機のデザイン「サーモンフライト」は、ブルーンの作品の中で最も有名なデザインの一つ、フィンランドのポスターデザイン史に
も残る名作です。

653-0036 ポスター50ｘ70ｃｍ サーモンボート 価格：5,500円（税別）、ロット１
653-0158 A4サイズポスター サーモンボート 価格：1,500円（税別）、ロット２

653-0047 ポスター50ｘ70ｃｍ ザリガニパーティー 価格：5,500円（税別）、ロット１
653-0158 A4サイズポスター ザリガニパーティー 価格：1,500円（税別）、ロット２

653-0046 ヘルシンキ
1962年

653-0049 レイクランド
1958年

653-0050 トゥルク・オーボ
1966年

653-0048 ポルボー
1980年代

653-0054 アウランコ
1980年代

653-0051 オーランド
1980年代

653-0052 マリエハムン
1980年代

653-0053 フィンランド・ヘラジカ
1980年代

●エリック・ブルーン、ビンテージ旅行モチーフのポスター50ｘ70ｃｍ
価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製 ＊各デザインの詳細情報はお問い合わせ下さい。
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●Ｌサイズポストカード by エリック・ブルーン 価格：400円（税別） ロット：5 サイズ：18ｘ12ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

653-0266 
サーモンフライト

653-0267
ザリガニパーティー

653-0268
サーモンボート

653-0269
ポルボー

653-0270
レイクランド

653-0271
トゥルク・オーボ

653-0272
ヘルシンキ

653-0273
オーランド

653-0274
マリエハムン

653-0275
フィンランド・ヘラジカ

653-0276
アウランコ

●木製キッチンアイテム ロット：１ 素材：白樺MDF フィンランド製

●ペーパーナプキン
価格：1,200円（税別） ロット：３ サイズ：17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げたら33ｘ33ｃｍ）
素材：紙 ドイツ製＊２０枚入り

653-0802 ラウンドトレー
ザリガニパーティー
価格：5,000円（税別） サイズ：D35cm

653-0803 ラウンドトレー
サーモンボート
価格：5,000円（税別）

653-1002
ペーパーナプキン
サーモンボート

価格：4,000円（税別 サイズ：40ｘ30ｃｍ

■エリック・ブルーンのライセンス展開のご案内
弊社は、ブルーン事務所のマスターライセンシー契約を交わし、エリック・ブルーンデザインの

ライセンス展開を行っています。エリック・ブルーンのデザインを使用した製品展開をご検討の

方は、ぜひお気軽にご連絡ください。 以下は、これまでのブルーンデザインのライセンス製造

の一例です。

テキスタイル製品 アパレル製品 雑貨（ミント入り缶）

●A5サイズポストカードby エリック・ブルーン
アートとしても便利なA5サイズのポストカード。ポスターとしては復刻されていない貴
重なデザインもあります。
価格：400円（税別） ロット：5 サイズ：A5（21ｘ14.8ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

653-1003
ペーパーナプキン
ヤッファ

653-1004
ペーパーナプキン
ザリガニパーティー

653-0901 カッティングボー
ド
ザリガニパーティー

653-0902 カッティングボー
ド
サーモンボート

656-0304 new!
フィンランド90周年

656-0302 new!
サイマーワモンアザラシ

656-0301 new!
VIP

656-0305 new
!レモネード

656-0303 new!
ハット

656-0306 new!
オレンジジュース

656-0307 new!
PAXファッツェル

裏面はポストカードになっています。
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カムトゥフィンランドは、1890年代から1960年代に生まれたフィンランドの旅行ポスター200点以上のオリジナルと、そのデザイン使用権を
所有するデザインハウスです。1900年代当時、フィンランドの魅力を他国からの旅行客に伝えるために生まれた旅行ポスターデザインは、
今日世界中が憧れる、フィンランドの豊かな自然や、人々の考え方、そしてライフスタイルを視覚的・感覚的に伝えることができる、貴重な、
そして優れたデザインです。

カムトゥフィンランド
～フィンランドのライフスタイルを象徴するデザイン～

カムトゥフィンランドの始まり…

ヘルシンキのとあるアンティークショップで、美しい一枚のビンテージポスターを目にしたフィンラ
ンド人で当時旅行ジャーナリストとして活躍していたマグヌス・ロンデン氏。そのビンテージ旅行
ポスターに魅了されたロンデン氏は以来「ポスター・ハンター」になりました。
世界中を駆け回り、美術館のアーカイブを探し、時には個人宅の屋根裏をひっかきまわし、そう
して収集したビンテージ旅行ポスターは計200点以上。
2007年、ロンデン氏はそのポスターデザインをまとめた本を出版。そこから、このカムトゥフィンラ
ンドという会社がスタートしたのです。
現在はポスターデザインの製品展開と共に、収集したポスターを使った展示会や若手アーティス
トの育成、デザイン提供によるコレボレーションなどを行っています。

デザイナー

カムトゥフィンランドのポスターデザインコレクションは、1900年代初めから1960年代に生まれた
古いデザインです。当時、多くの優秀なデザイナーが、フィンランドの魅力を世界中に伝えるため
に、様々な手法で、様々なテーマで、ポスターをデザインしたのです。
ポスターの中には、コンテストで優秀賞をとり、世に出たものもあります。また、航空会社、鉄道
会社、船会社などの企業がクライアントとなって、アーティストたちにデザイン制作を依頼して生
まれたポスターもあります。
各デザインの背景にあるストーリーを知ることでデザインはより魅力を放ちます。

ポスターアートのルネッサンス「ポスタートゥデイ」
世界中のグラフィックデザイナーやイラストレーターを対象とした「ポスターコンテスト」を行っています。優秀賞に選ばれた作品を商品化することで、今と
いう時代に、あえてポスターアートを復興させる活動を行っています。 価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

653-1207 new!
マジック・オブ・ラップランド
2018年のラップランドテーマの
コンペの優秀作品。見るものの
自由な空想をうながしてくれる
かのような、物語性が感じられ
るデザインです。

653-1208 new!
ホーム・オブ・オーロラ
2018年のラップランドテーマの
コンペの優秀作品！美しい
オーロラが落ち着いたトーン
で描かれます。

653-1202 new!
冬のきつね
フィンランド人気アーテイ
スト、マリカ・マイヤラが
描くヘルシンキの冬。さり
げないキツネが印象的。

653-1206 new!
スケート
マリカ・マイヤラがカムトゥ
フィンランドのためにデザイ
ンしたヘルシンキの冬のデ
ザイン。

653-1205 new!
ナイトライフ
2016コンペでの優秀作品。モ
ダンなイメージで、フィンラン
ド国民の愛するサウナの
シーンを描きました

653-1201 new!
ポフヤンマー
2016のコンペでの優勝借品。ゆっ
たりとしたフィンランドの暮らしの
様子が伝わるデザイン。1937年
の「湖とコテージ」デザインへのオ
マージュです。
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■フィンランド ビンテージ旅行ポスターデザイン コレクション

●アエロ by ヨルマ・スホネン
1933年

ヨルマ・スホネンの代表作とも
いえる1枚。アエロ航空のJu
52/3m機が、ヘルシンキの街

のど真ん中にある大聖堂の
上を横切る大胆な構図です。
でもこれはスホネンが脚色し
て作った構図ではなく、当時と
してはそれ程驚くことでもな
かったのです。

商品展開：
653-0031 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL

1890年代から1960年代は、フィンランドの旅行ポスターデザインの黄金期でした。様々なテーマで、様々なアーティストたちが、「さあ、フィンランドへい
らっしゃい！」と、世界中に呼びかけました。
北欧ミッドセンチュリー、デザインの黄金時代に活躍した、優れたデザイナーたちによる作品が揃いました。

●ロマンスの国 by ヘルゲ・メー
テル＝ボリィストレーム1950年

千の湖の国フィンランドにゆった
りと入る船が印象的なポスター。
フィンランドの魅力の一つでもあ
る湖や、ゆったりとして美しい自
然が見られます。「フィンランド、
ロマンスの国」というスローガン
も印象的です。

デザイナーのボリィストレームは
1954年、友人ラティアが作った新

しい会社マリメッコのためにロゴ
デザインを行いました。

商品展開：
653-0032 ポスター50ｘ70ｃｍ、
A4アートプリント、ポストカードL、
マグネット、コーヒー

●タンペレ by ロルフ・クリス
チャンソン 1955年

タンペレは人口20万人のフィ

ンランド第２の都市。昔から繫
栄した製造業の街として栄え、
フィンランドのマンチェスター
と呼ばれました。
1950年代に工場地帯だったこ

の街は、次第に人口が増えて
いきました。このポスターでは、
工場を背景に、幸せそうに暮
らす大人や子供たちの生活
が描かれています。

商品展開：
653-0059 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL、トレー、マグ
ネット

●スキーボーイ by オスモ・カレ
ヴィ・オクサネン 1957年

この愛らしいスキーボーイのポ
スターデザインは、オクサネンの
数あるポスターデザインの中でも
最も有名なものです。スキー
ボーイのモデルになったのはオ
クサネンの娘、マリ・オクサネン。
オクサネンは、スキー持った娘を
自宅の庭に立たせ、夫人の化粧
バッグを持たせてデッサンを行っ
たそうです。

このデザインの夏バージョンもお
見逃しなく！

商品展開：
653-0056 ポスター50ｘ70ｃｍ、
A4アートプリント、ポストカードL、
マグネット

●ヘルシンキ400年 by グンナ
ル・フォシュストレーム1950年

1950年はヘルシンキの400周年

の記念年でした。そしてもちろん、
この特別な年を祝うための特別
なポスターが必要だったのです。
フォシュストレームはこの課題に
チャレンジし、この輝く花火のポ
スターデザインで見事大賞を受
賞したのです。キラキラ輝く特別
な記念年にふさわしいデザイン
です。同デザインのスウェーデン
語版もあります。

商品展開：
653-0042 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL、マグネット

●フィンランド夏と冬 by エリッ
キ・ヘルッタ 1948年

この2部構成デザインのポスター

は、フィンランドが夏でも冬でも
旅行先としてうってつけであるこ
とを、分かりやすく簡潔に描いて
います。この落ち着いて調和のと
れた素晴らしいデザインに喜ん
だフィンランド観光協会は、1948

年のポスターオブザイヤーの大
賞を与えました。

商品展開：
653-0055 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL、キッチンワイプ

●ポスター50ｘ70ｃｍ 価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製 ＊ポスター以外の各商品の品番、詳細は次ページ以降に掲載しています。
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653-0041 アンブレラボーイ
1950年 オスモ・オクサネン

653-0057 スチームボート
1936年 イングリッド・バーデ

653-0033 フィンランドホリデー
1936年 イングリッド・バーデ

653-0035 ヘルシンキ400年（SW）
1950年 グンナル・フォシュストレーム

653-0038 マーメイド
1952年 アルバート・アンダーソン

653-0034 アドリアネ号
1933年 ハリー・ロドメル

653-0040 オリンピック日本語版
1940年 イルマル・シシメントセ

もっと詳しく、ポスターデザインの事を知りたい…！
フィンランドの歴史って、どんな風に変わったの…？

2017年、フィンランドでは国を挙げた独立100周年記念プロジェクトが開
催されています。その一環として開催されたヘルシンキのフィンランド国
立博物館での「カムトゥフィンランド、ビンテージ旅行ポスター展」。それに
合わせ、ビンテージ旅行ポスターデザイン画集のミニ版が特別出版され
ました。デザイン背景ストーリーをたっぷりお伝えするこの本で、フィンラ
ンドの歴史や人々の考え方、生活スタイルなどを楽しく読む事ができま
す。この本1冊で、あなたもフィンランドマニアの仲間入り！

＊日本語版のみ、フィンランド大使館商務部上席商務官の木村さんが語
る「フィンランドという国」の序文が掲載されている、レア本です！

カムトゥフィンランド！～楽園が呼んでいる～ ポケットブック 日本語版、225ページ、フルカラー
品番：653-1001 参考上代：2,200円（税別）ロット：１ サイズ：17ｘ11ｘ1.5ｘｍ 素材：紙 フィンランド製 ソフトカバー225ページ

おめでとう
フィンランド！

●もっと知りたい！と言う方に朗報。より詳しいデザイン、デザイナーのストーリーが日本語で読める！

●湖とコテージ by アウクス
ティ・トゥーカ 1937年

このポスターをじっくり見てくだ
さい。白くゆったりとした煙が、
そこかしこで空へ向かって流
れ出ているのがわかります。
この煙は、フィンランド人が好
きなサマーコテージでの過ご
し方をとても良く物語っていま
す。「お隣さん？もちろんいい
とも。でも近すぎない距離で
ね！」

商品展開：
653-0039 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL

●シャンパンレディ by ヨルマ・スホ
ネン 1938年

1940年のヘルシンキオリンピックに
向けて制作されたポスターの一つ。

当時のヘルシンキでは、まだ肌寒い
午後にテラスでシャンパンを飲むとい
う素敵な習慣があったのです。近代
的な国会議事堂。クラッシックな建築
スタイルの国立博物館。そして民衆
が愛するトラム…

実はこのポスターこそが、ポスターハ
ンターを生み出し、カムトゥフィンラン
ドをスターとさせたデザインなので
す！

商品展開：
653-0060 ポスター50ｘ70ｃｍ
A4アートプリント、ポストカードL、マグ
ネット

●ビンテージ旅行ポスター50ｘ70ｃｍ 価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

＊各デザイン、デザイナーの詳細情報についてはお問い合わせ下さい。

ポスターハンター、ロンデン氏が世界中から収集し
たフィンランドのビンテージ旅行ポスター、200枚以
上のデザイン、デザイナー情報を詳細にまとめた、
フィンランド旅行ポスターデザインの決定版ともいえ
る画集です（英語版）。

653-1005 ビンテージ旅行ポスター画集 COME TO 
FINLAND （英語）
価格：12,500円（税別） ロット：１、 ハードカバー、33ｘ25ｘ3ｃ
ｍ 約2ｋｇ、252ページ、2008年出版

●実は、超マニアな画集もあります。
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653-0251
ハンコ

653-0252
シャンパンレディ

653-0253
アエロ

653-0254
フィンランドホリデー

653-0255
スキーボーイ

653-0256
フィンランド夏と冬

653-0257
アンブレラボーイ

653-0258
サイマー湖の眺め

653-0259
ロマンスの国

653-0260
マーメイド

653-0261
タンペレ

653-0262
ヘルシンキ400年

653-0263
ウィンタースポーツ

653-0264
トゥルク

653-0265
オリンピックアエロ

●Ｌサイズポストカード 価格：400円（税別） ロット：5 サイズ：18ｘ12ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

●Ａ４アートプリント 価格：1,500円（税別） ロット：2 サイズ：A4（29.7ｘ21ｃｍ） 素材：紙 フィンランド製

653-0152
サイマー湖の眺め

653-0153
オリンピックアエロ

653-0154
ロマンスの国

653-0155
スキーボーイ

653-0151
シャンパンレディ

●マグネット 価格：830円（税別） ロット：2 サイズ：5ｘ7ｃｍ 素材：スチール、マグネット スペイン製

653-0601
ロマンスの国

653-0602
ヘルシンキ400年

653-0603
スキーボーイ

653-0604
アンブレラボーイ

●キッチンワイプ

653-0701
フィンランド夏と冬

653-0702
サイマー湖の眺め

653-0703
スキーボーイ

北欧の一般家庭のキッチンの必需品、キッチ
ンワイプ。
ビンテージポスターのデザインをフルカラーで
印刷した、こだわりのキッチンワイプです。
豊かなライフスタイルのフィンランドのイメージ
を、日々の生活に取り入れられるアイテムです。
フィンランド好き、北欧好き、デザイン好きの方
へのプレゼントにも最適です。

価格：800円（税別） ロット：2 サイズ20ｘ18ｃｍ 素材：
コットンｘセルロース フィンランド製 653-0606

ザリガニパー
ティー

653-0607
サーモンボート

653-0608
タンペレ

653-0609 シャンパンレディ

■ライセンス＆コラボレーション
カムトゥフィンランドが所有する数々のビン
テージ旅行ポスターデザインは、世界が羨む
フィンランドの豊かなライフスタイルを視覚的、
感覚的に伝えることができる優れたデザイン
です。
これらのデザインイメージを使ったライセンス
商品やコラボレーション、OEM企画を行ってい
ます。ぜひお問い合わせ下さい。 ＊写真は
コラボレーション、ＯＥＭのイメージ画像です。
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■北欧オリジナルコーヒー 限定数 ＊要予約

653-1006 new!
フィンランドリラックスブレンド

フィンランドの豊かなライフスタイルを象徴する「シャンパンレディ」のポスター
デザインラベル。ヘルシンキの街やトラムを背景に、昼下がりにゆったりとシャ
ンパンを楽しむ女性が印象的。1938年に生まれ、1940年のヘルシンキオリン
ピックに向けて使われたデザインです。

フレーバーの特徴：
一日に4-5杯、時には10杯という、世界でもトップクラスのコーヒーラバーの国、
フィンランド。伝統的なバランスをフレッシュな焙煎で再現します。日常にさりげ
ない色どりを添える、上品な中深煎りブレンドコーヒー。

653-1007 new!
スウェーデン トラベルブレンド

ドイツのPenco広告代理店による、スベアラインの船旅広告ポスターです。1955年
当時は飛行機や電車での旅という選択肢もあった中、あえて「旅」らしい「旅」を楽
しみたい人たちにとても人気の船路線だったそうです。旅するワクワク感を感じさ
せてくれるデザインです。

フレーバーの特徴：
スウェーデンのライフスタイルを代表する「フィーカ」の文化からインスピレーション
を受けたテイスト。スウェーデンの豊かな自然をイメージし、ベリー系のわずかな酸
味と、奥行きのある繊細なハーブ感を引き出しました。爽やかな口当たりの上質な
浅煎りブレンドコーヒー。

スウェーデン、フィンランドと日本の国交樹立を記念して、限定数にて製造する北欧コーヒー。

一人当たりのコーヒー消費量が世界トップクラスである事も良く知られる北欧に根付く上質なコーヒー文化。フィンランド、スウェーデンの現地の
コーヒーシーンにおいて人気のテイストをベースに、日本人の嗜好に合わせ日本国内でブレンド、焙煎を行いました。

現在日本を始め世界中で、サードウェーブと言われる第3のコーヒーブームが到来。コーヒーへの注目が集まっています。こちらのコーヒーは特に
生産地や豆の素材、それぞれの製造工程にこだわった「スペシャルティコーヒー」です。

またパッケージには、フィンランドやスウェーデンの魅力を視覚的・感覚的に伝えることのできる、カムトゥフィンランド社のポスターデザインを用い
ました。北欧雑貨と組み合わせてのギフト等にも最適です。
価格：900円（税別） ロット：１ 内容量：100ｇ ＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月 ＊食品のため特殊掛け率となります。
＊粉は中挽きが基本となります。別の挽き方をご希望の際は、ご発注時にご指定下さい。＊パッケージ仕様は変更になる場合がありますのでご了承ください。

■ポスターハンガー
スウェーデンの額専門メーカー、エスタンシア社の、ナチュラルでシ
ンプルなオーク材のポスターハンガーです。クオリティの高い無垢の
オーク材を使用し、塗装などの加工を行わないナチュラルな仕上げ。
長く使用することでさらに味わいの増すフレームです。
ポスターだけでなく、北欧のキッチンタオルを飾るのにもぴったりの
サイズです。

ロット：1 製造：エストニア 素材：オーク材

＊天然木を使用しているため、木目の出方や色などには個体差があります。
＊外箱には運送中に生じた傷やダメージ、汚れが見られる場合がございます。
＊組み立て説明書付き（日本語）。

902-0001 new!
ポスターハンガー31ｃｍ
オークナチュラル
参考上代：3,500円（税別）
サイズ：35ｘ5ｘ3ｃｍ（箱）、本体の長
さは31ｘ2.3ｘ1.8㎝です。

902-0002 new!
ポスターハンガー51ｃｍ
オークナチュラル
参考上代：4,500円（税別）
サイズ：55ｘ5ｘ3ｃｍ（箱）、
本体の長さは51ｘ2.3ｘ1.8㎝です。

＊セットで箱入りです。マグネットのついた2本の木に挟む、シンプルな作りです。ポスター本体に穴
をあけたり傷をつけることなく簡単に飾ることができます。
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653-0413 new!
ミムラとリトリミイ

653-0411 new!
グループ

653-0412 new!
ミッドウィンター

653-0401
ムーミン森の中

653-0402
サニー

653-0403
ムーミンママ

カムトゥフィンランドは、フィンランド産の白樺素材のプライウッドへの特殊印刷技術を有しています。フィ
ンランド、北欧らしさがたっぷり詰まったナチュラルなテイストの、ユニークなアイテムです。
オリジナルデザインや企業ロゴなどを使って、販促グッズまたは商品として、ＯＥＭ生産を行っています。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

■フィンランド製、白樺プライウッドへのオリジナル印刷を承ります。

●ムーミン木製ポストカード 10 ｘ 15 ｃｍ
木の香りと一緒に、届けるメッセージカードは、特別感たっぷり。大切な人への気持ちが伝わる、ポストカードです。受け取った方は、アートカードとして、お部屋の壁に飾って楽し
むこともでき、二倍お得なポストカードです。郵送は120円切手。
価格：1,300円（税別） サイズ：10ｘ15ｘ厚さ0.3ｃｍ 素材：白樺材 ロット：２ フィンランド製 ＊天然木を使用しているため、木目の出方に若干の個差がありますのでご了承ください。

●ムーミン木製アートカード A5サイズ
フィンランドの白樺材をぜいたくに使用した、A5サイズの木製アートカード。通常のポスターより小ぶりですが木の雰囲気が放つ存在感で、北欧ナチュラルで贅沢なインテリアを
演出。また人気のムーミンのアート性の高いデザインも魅力です。特別なギフトとしてもおすすめのアイテムです。

価格：2,800円（税別） サイズ：21ｘ14.8ｘ厚さ0.3ｃｍ 素材：白樺材 ロット：2 フィンランド製
＊天然木を使用しているため、木目の出方に若干の個差がありますのでご了承ください。

653-0503 new!
サマー・マドネス

653-0504 new!
ムーミンパパの偉業

653-0505 new!
フィンファミリー

653-0501 new!
パーティー

653-0502 new!
ウェディング

653-0404
レモネード

653-0405
スナフキンと横笛

653-0406
インザレイン

653-0409
パーティー

653-0410
ウェディング

653-0414 new!
サマー・マドネス

653-0415 new!
ムーミンパパの偉業

653-0416 new!
フィンファミリー

653-0421 new!
ムーミンハウス

653-0420 new!
ムーミンフレンズ

■ムーミン 木製アートカード、ポストカード by カムトゥフィンランド

裏面はポストカード
デザインです。
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カムトゥフィンランドと同様のコンセプトで収集された、「スウェーデン」を舞台としたレトロな旅行ポスター。のちに有名になった駆け出しのデザイナーたちが、
自治体や輸送会社、政府などの依頼でポスターデザインを製造しました。スウェーデンらしい洗練されたデザインが印象的です。ポスターを始め、気軽なA4
サイズのアートプリント、ポストカードなどが揃いました。 ＊各ポスターデザインの詳細については別紙のご用意があります。どうぞお問い合わせ下さい。

653-0008 ポスター50ｘ70ｃｍ
ストックホルム700周年 1953年

653-0003 ポスター50ｘ70ｃｍ
ストックホルム市庁舎 1936年

653-0005ポスター50ｘ70ｃｍ
スカンセン 1955年

653-0001ポスター50ｘ70ｃｍ
スウェーデン鉄道の旅1900年初頭

653-0002 ポスター50ｘ70ｃｍ
ヴィスヴィーとかもめ 1956年

653-0011 ポスター50ｘ70ｃｍ
SAS 1960年ごろ

653-0009 ポスター50ｘ70ｃｍ
ヨータ運河 1936年

653-0004 ポスター50ｘ70ｃｍ
スベアライン船の旅 1955年

653-0006 ポスター50ｘ70ｃｍ
トナカイとノルボッテン 1952年

653-0010 ポスター50ｘ70ｃｍ
スカンセンのサギ 1949年

653-0102
ストックホルム市庁舎

653-0108
SAS

653-0101
ヴィスヴィーとかもめ

653-0105
ヨータ運河

653-0107
グッドタイム

653-0109
SASとドライブ 1960年

カムトゥスウェーデン ～スウェーデン発ビンテージポスターデザイン～

●ビンテージ旅行ポスター50ｘ70ｃｍ 参考上代：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

●Ａ４アートプリント 参考上代：1,500円（税別） ロット：2 サイズ：A4（29.7ｘ21ｃｍ） 素材：紙 フィンランド製

●Ｌサイズポストカード セレクションは別途お問い合わせ下さい。 参考上代：400円（税別） ロット：5 サイズ：18ｘ12ｃｍ 素材：紙 フィンランド製 15



ライフオブスカンジナビア
～心地よい暮らしを求めて。北欧型ライフスタイルのご提案～

あらゆる幸福度ランキングで上位を独占する北欧諸国は、日本や世界にとって憧れの国です。しかし北欧社会でも人々は様々な問
題を抱え、完璧なものではありません。ではなぜ、北欧の人々は「幸せ」を感じるのでしょうか。

北欧の人たちの心に共有している事。
長く暗い冬と短く明るい夏が見せつける自然の力への尊敬とあこがれ。
自分や他人の考え、生き方の違いを尊重し受け入れる優しさ。
それぞれが未来に責任を持ち真剣に向き合う勇気。

北欧の人達が長い年月をかけて進んできた道、そしてこれから目指そうとする道は、私たちにたくさんの事を気づかせてくれます。

私たちは、「ライフオブスカンジナビア」の中でそんな北欧の奥深い社会と精神を、グッドアイテムや旬なトピックスを通して、より深い
北欧型ライフスタイルを発信するプラットフォームになりたいと考えています。

＊活動の詳細内容はホームページ www.ditt-datt.com/dd-los.php 、または別紙カタログをご覧ください。

810-0003 ポスター
「フィンランドの森」オレンジ
価格：￥2,800（税別）

810-0004 ポスター
「フィンランドの森」ブルー
価格：￥2,800（税別）

810-0001 ポスター
「トナカイ」オレンジ
価格：￥3,000（税別）

キッチンやリビング、玄関、また階段の踊り場など、ちょっとしたスペース

で場所を選ばずに使いやすいA2サイズ。季節や気分に合わせてポス

ターを上手く使えば、個性的なインテリアに。

美味しいコーヒーを入れて、家族やお友達とゆったりとした時間を過ごし

ませんか。

インテリアを心地よくすること、家庭での時間を大切にすることは、北欧型ライフスタイルの基本です。こちらのポスターは、北欧の自然やライフスタイ
ルを直感的にイメージしてデザインされたもの。やさしい住空間づくりのお手伝いをしてくれます。
ロット：１ サイズ：A2（594ｘ420ｍｍ） 素材：紙 日本製 ＊丸筒に入れて納品します。＊掲載商品写真の黒枠はフレームイメージです。

810-0002 ポスター
「シロクマ」ブルー
価格：￥3,000（税別）

810-0005 ポスター
「北欧ビンテージ」
価格：￥2,800（税別）

810-0006 ポスター
「雑貨屋さんのクリスマス」
価格：￥2,800（税別）

■ポスター
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●ポスター30ｘ40ｃｍ
参考上代：2,200円（税別） ロット：2 サイズ：30ｘ40ｃｍ 製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー190g ＊台紙に載せてPP袋に入れ、平らな状態で納品します。

●ポスター50ｘ70ｃｍ
参考上代：3,200円（税別） ロット：1 サイズ：50ｘ70ｃｍ 製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー190g ＊丸めた状態でポスター箱にいれて納品します。

683-0103 シーキャット new!
By マリカ・マイヤラ

683-0102 ナイトライフ new!
By マリカ・マイヤラ

683-0104 キャットカフェ new!
By マリカ・マイヤラ

683-0101 バードツリー new!
By ティモ・マンッタリ

683-0001 new!
ハローヘルシンキ

683-0003 new!
ヘルシンキ・パーク

683-0004 new!
ヘルシンキ・マーケット広場

683-0005 new!
ヘルシンキステーション

683-0011 new!
ジャングル

683-0009 new!
パイレーツ

683-0006 ふくろう new! 683-0007 ベア new! 683-0008 きつね new! 683-0010 ワモンアザラシ new! 683-0012 コアラ new! 683-0013 サル new!

2013年に、フィンランド人のヴェーラ・ケフボラとティモ・マンッタリがスタートしたペーパーグッズのブランドです。こだわりはフィンランドトップクラスの旬なアー
ティストを起用し、フィンランド製のハイクオリティなペーパーアイテムを作ること。多数の優れたデザインのポストカードやポスターがそろいました。

ケフボラ・デザイン
～フィンランドの人気アーティストのアートコレクション～

●マッティ・ピックヤムサ

●ティモ・マンッタリ

■ケフボラデザイン、ポスターコレクション
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680-0001 new!
ナイトライフ

680-0002 new!
シーキャット

680-0003 new!
ティーパーティー

フィンランドの人気イラストレーターたちによる、楽しいアートコレクションです。
参考上代：210円（税別） ロット：5 サイズ：A6（10.5x14.8㎝） 製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g

●マリカ・マイヤラ

680-0006 new!
キャットカフェ

680-0007 new!
ドックパーク

680-0008 new!
ペガサス

680-0004 new!
ローマ

680-0009 new!
ボン・ボヤージュ

680-0010 new!
ユー・シャイン

●マッティ・ピックヤムサ

680-0011 new!
ワモンアザラシ

680-0012 new!
ベア

680-0013 new!
ハリネズミ

680-0014 new!
ガーデンキャット

680-0015 new!
ヤマネコ

680-0016 new!
コアラ

680-0017 new!
フォックス

680-0018 new!
クジラ

680-0019 new!
ヘラジカ

680-0020 new!
ふくろう

680-0024 new!
こづつみ

680-0025 new!
バースデー

■ケフボラデザイン、ポストカードコレクション

マリカ・マイヤラ

ヘルシンキを拠点に活動するアーティスト。優しく独

創的なイメージのアートが人気で、フィンランド、フラ

ンス、日本などでも絵本の挿絵に起用されています。

日本では、2014年に出版されたもたいひろこ著

「ひゃくおくまんのサンタクロース」に挿絵を提供し、

世界最大級の絵本原画コンクール「ボローニャ国際

絵本原画展」に入選。その他も多数の賞を受賞して

います。近年は同じくフィンランドブランドのカウニス

テにもデザイン提供を行う人気アーティストです。

マッティ・ピックヤムサ

マリメッコ、ラプアン・カンクリ、サムンジなどにテキスタ

イルデザインを提供する人気イラストレーターです。絵

本、新聞、雑誌の挿絵や本の装幀も多数手がけ多数

の賞を受賞しています。日本では2018年MUJI

BOOKSより本を出版。また「フィンランドの似顔絵屋さ

ん」としても知られ、個展やポップアップ・アトリエを開

催したり、書籍を発行するなど、日本でも注目が高

まっている人気アーティストです。
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●ティモ・マンッタリ

680-0026 new!
カカオ

680-0027 new!
ベジタブル（ポテトボックス）

680-0028 new!
ベーカリー

680-0031 new!
ピクルスジャー

680-0032 new!
ベジタブル（バスケット）

680-0033 new!
フィーカ

680-0036 new!
1930ｓ

680-0037 new!
1950ｓ

680-0038 new!
1960ｓ

680-0039 new!
1970ｓ

680-0040 new!
アームチェア

680-0042 new!
ヘルシンキ・マーケット

680-0043 new!
フィンランド・森の奥

680-0044 new!
フィンランド・フォレスト

680-0045 new!
ジャングル

ティモ・マンッタリ

本の装幀、新聞や雑誌のイラスト、映画のグラフィッ

ク、絵本の挿絵、フィンランド郵便切手デザインなど、

幅広い分野で活躍するイラストレーター。

レトロが好きなティモの作品からはフィンランドの古

き良き時代を見ることができ、どこか懐かしく温かみ

のあるデザインです。ヘルシンキ在住で、趣味はレ

ゴ。仕事の合間には二人の娘と一緒にレゴで遊ぶ

のを楽しみしているそうです。

680-0052 new!
ハロー・ヘルシンキ

680-0053 new!
グッドナイト

680-0048 new!
ブーケ

■2019年 ケフボラカレンダー *入荷済み、限定数

2019年版カレンダーが入荷しました。フィンランドらしいエッセンスがぎゅっとつまった愛らしいカレンダーです。
価格：2,800円（税別） ロット：２ サイズ：16.5ｘ33ｃｍ 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー190g 製造：フィンランド

686-0002 ケフボラカレンダー2019 「ヘルシンキ」 new!
デザイン：ティモ・マンッタリ
ヘルシンキの名所がカラフルで愛らしい、レトロテイストのイラストになりました。

686-0001 ケフボラカレンダー2019 「デイドリーミング」 new!
デザイン：サンナ・マンデル
フィンランド人がその月ごとに「夢見ること」テーマにしイラストにしました。フィンランドでの生活
をイメージできる楽しいイラストが集まりました。
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クリスマスプレゼントと一緒に贈りたい。フィンランド人気デザイナーによるクリスマステーマのポストカードです。
参考上代：210円（税別） ロット：5 サイズ：A6（10.5x14.8㎝） 製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g

●マリカ・マイヤラ

●マッティ・ピックヤムサ

●ティモ・マンッタリ

680-0082 new!
ジングルタングル

680-0083 new!
クリスマスジョイ

680-0054 new!
３つの願い

680-0055 new!
フォレストテイル

680-0056 new!
そり遊び

680-0057 new!
スキーレース

680-0058 new!
ジンジャークッキーハウス

680-0059 new!
ツリーデコレーション

680-0060 new!
ヘラジカキッカー

680-0061 new!
パッケージワークショップ

680-0062 new!
ベーカリー

680-0063 new!
スノウヴィレッジ

680-0064 new!
ツリーの準備

680-0065 new!
クリスマスライト

ス680-0066 new!
プレイ

680-0067 new!
クリスマスイブの街並み

680-0077 new!
ショーウィンドウ・キッチン

680-0078 new!
ショーウィンドウ・おもちゃ

680-0069 new!
星明りの下で

680-0070 new!
クリスマスストリート

680-0071 new!
ビッグツリー

680-0072 new!
クリスマスツリー

680-0073 new!
クリスマスキッチン

680-0074 new!
ハカニエミ・クリスマス

680-0075 new!
スノウブランケット

680-0076 new!
キャンプファイヤー

680-0084 new!
グランドピアノ

■ケフボラデザイン、クリスマスのポストカード

●サンナ・マンデル

680-0079 new!
アマリリス

680-0080 new!
クリスマスブーケ

680-0081 new!
ルシア

サンナ・マンデル

ストックホルム郊外の図書館の上のマンションで育ったサン

ナは、小さなころから本が大好きでした。大人になりヘルシ

ンキでグラフィックを学び、その後はイラストレーターとして

多数の本、商品パッケージ、テキスタイルなどに多数の

アートを提供してきた実力派。「ルドルフ・コイブ賞」や児童

文学コンクール「フィンランディア賞」なども受賞する力のあ

るアーティスト。明るくカラフル、楽しい雰囲気が大好きなサ

ンナ・マンデルのアートは私たちに元気をくれます。

20



現在世界中からの注目を集めるフィンランドの学校教育。そんなフィンランドの小学校現場で、指定教材として生徒全員に支給されて使われている固形水彩絵の具
パレットとみつろうクレヨンです。製造するのはフィンランドで1922年から画材製造を専門に行う老舗メーカー、ウェンストロム社。現在でも製造は全てフィンランドで
行い、高い品質と安全性にこだわりを持っています。

それぞれの固形絵具にはウェンストロム社のロゴが
刻印されています。

シンプルな北欧デザインのパッケージがおしゃれです。（パッケージデザ
インがメーカー都合で若干変更になる場合がございます）

残った色はふき取ってから
乾燥させます。

自由な感覚を大切に
楽しむことを重視してお使いください。

■ご使用方法

・水で濡らした筆で、直接固形絵具から色をとります。

・さまざまな色を混ぜて使うこともできます。
・使用後は固形絵具や段ボールに付いた水気を拭き
とり乾燥させてから蓋を閉じてください。

・固形絵具に付着した他の色は、きれいな水のつい
た筆で取り除き、拭きとって乾燥させてから蓋を閉じ
てください。

・きれいに使うことを重視するのではなく、自由に楽し
んで使うことで、お子さまの創造力や表現力を最大
限に引き出します。

510-0003 new! フィンランド固形水彩絵具パレット 12色

価格：1,900円（税別） サイズ：18ｘ18ｘ1ｃｍ

色：赤、青、黄、オレンジ、エンジ、紫、黄土、茶、緑、深緑、黒、白

510-0002 new! フィンランド固形水彩絵具パレット 9色
価格：1,500円（税別） サイズ：14ｘ17ｘ1ｃｍ
色：赤、青、黄、オレンジ、エンジ、紫、黄土、緑、黒

■ウェンストロム ギフトセット
セット内容： 固形水彩絵の具 + 水彩画筆1本 + 塗り絵（A5）2枚
購入後、すぐに使えるうれしいセットです。ご自分へのプレゼント、お子さまへのプ
レゼントなどにぴったり。
塗り絵デザインは、フィンランド在住デザイナーによるオリジナルデザイン。塗り絵
を楽しんだ後はお部屋に飾って楽しみましょう。フィンランドらしいおしゃれでかわ
いいイラストは、子供だけでなく大人も楽しめます。PP袋入り。
510-0101 new! 12色ギフトセット 価格：2,500円（税別） ロット：２
510-0102 new! 9色ギフトセット 価格：2,100円（税別） ロット：２

ウェンストロム
～フィンランドの小学校教材に見つけた、情操教育にぴったりな画材～

■固形水彩絵の具
パッケージには、環境を配慮し、再生可能な段ボール素材を使用しています。シンプルな中にフィンランドのセンスが光るおしゃれなパッケージと実用的な作りは、
フィンランドの小学校の情操教育を体感できるアイテム。お子さまへのギフトにもぴったりです。塗り絵と筆がセットになったギフトセットもぜひご利用ください。
製造：フィンランド ロット：３

■みつろうクレヨン
ウェンストロム社の完全フィンランド製の高品質のみつろうクレヨンで
す。軽くて子供の手にも持ちやすく、色の発色が良く、使い心地の良
いクレヨンです。
また、パーム油など植物系の油分を使用しており、べたつきがなく快
適に使うことができるのも、みつろうクレヨンの特徴です。こちらもフィ
ンランドの指定学校教材です。

510-0011 new! フィンランドみつろうクレヨン 8色入り
価格：2,200円（税別）サイズ：ロット：３
色：白、黄、オレンジ、えんじ、赤、青、紺、緑

＊セットの絵筆の
仕様は変更になる
場合がございます。
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フィンランドの首都ヘルシンキを拠点に活躍するデザインチーム「デコランド」が、ウールやフェルトの持つ独
特の触り心地と素材感を最大限に活かすことのできるデザインを追求し、キッチンやインテリア、デコレー
ションなど様々なアイテムを展開しています。

自然を愛する豊かなフィンランドの精神を大切にしています。空、森、湖、岩、草花、風、空気…。フィンランド
の豊かな自然が、デコランドのデザインやカラーバリエーションの源です。

シンプルで実用的なデザイン、天然ウールの触れ心地のよさ、そして100％ハンドメイドの質の高さにこだわ
りました。こだわりの高いアイテムはギフトにも喜ばれます。

デコランド ～フィンランド発、癒しのフェルトメーカー～

●燃えにくい！汚れにくい！ウールの不思議

デコランドのアイコン的なカラー「マルチ」シリーズ。マルチカラーはヨーロッパ商標意匠庁（ＯＨＩＭ）にも正式登録された、デコランドオリジナルのデザイ
ンです。北欧らしいポップなカラーコンビネーションが美しいデザインで、2008年日本発売当時から、安定した人気を誇り続けています。

321-0022 ラウンドマット

Ｄ18ｃｍマルチ

価格：3,300円（税別）

322-0201 ラウンドコースター

Ｄ14ｃｍマルチ

価格：2,200円（税別）

321-0805

サークルマルチＤ16ｃｍ

価格：3,300円 （税別）

321-0007

ポットマットマルチ

16ｘ16ｃｍ 価格：3,500円（税別）

322-0106

コースター マルチ2枚セット

10ｘ10ｃｍ 価格：2,900円（税別）

322-0122

コースター マルチオレンジ 2枚セット

10ｘ10ｃｍ 価格：2,900円（税別）

321-0206 ポットマットロングマルチ

価格：10,000円（税別） サイズ：20ｘ60ｘH1.5ｃｍ

（D1.5ｃｍフェルトボール）

ロット：１ 素材：100％天然ウール（ニュージーランド産） ネパール製 ＊ハンドメイドのため、サイズ、色に多少の個差がある場合がありますが品質上の問題ではありません。

■定番人気のマルチファミリー

●DESIGNED IN FINLAND, MADE IN NEPAL

商品の製造はウール製造の本場であるネパー
ルの提携工場で一つ一つ丁寧に手作りされてい
ます。染色、成形、製品作りをネパールで行い、
全ての商品はフィンランドでデコランドのクオリ
ティチェックを受け、クオリティが認められた物に
のみデコランドのオリジナルタグがつけられ、商
品として出荷されます。

アンネ・ウラモ、エリナ・クナス、サリ・カネルバ

フィンランドの自然を愛し、自然と手工芸が人に与える事の
できる癒しを大切にしています。また、ネパールでの製造
工場では積極的にシングルマザーを採用し、職人育成し女
性たちの経済的独立を支援しています。

デコランド製品のフェルトは、１００％ニュージーランド産の天然
ラムウールを使用しています。

羊の毛であるウールは、大自然の生態系の中ではぐくまれる、
地球にやさしい天然素材。

繊維の中にたくさんの窒素や水分を含むので、炎にかざしても
黒いこぶになるだけで燃えない、とても安全な素材です。

また、表面のエピキューティクルの自然な保護力により、汚れに
くい素材です。

323-0101 ティーコゼマルチ

価格：￥4,900（税別）

サイズ：35ｘＨ26ｃｍ（持ち手除く）
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フィンランドの独立100周年を記念して、とことんフィンランドらしさにこ

だわった特別カラー。

フィンランド人の愛する空の青、湖の青を象徴する様々なニュアンスの

ブルーと、白い雲や雪のイメージであるホワイトを組み合わせたマル

チカラ―です。ブルーｘホワイトはフィンランド国旗の色でもあり、フィン

ランド人が心から愛するカラーコンビネーションなのです。

また、ブルーｘホワイトは食器との相性も抜群。キッチンの力強い仲間

です。

ロット：１ 素材：100％天然ウール（ニュージーランド産） ネパール製 ＊ハンドメイドのため、サイズ、色
に多少の個差がある場合がありますが品質上の問題ではありません。

■フィンランド独立100周年限定カラー

321-0028 ラウンドポットマットD18cm

フィンランド100ブルー

価格：3,300円（税別） D18cm、

フェルトボールD1.5ｃｍ

322-0207 ラウンドコースターL

フィンランド100ブルー

価格：2,200円（税別）D14cm

フェルトボールD１ｃｍ

322-0123 フェルトコースター２枚セットラウンド

フィンランド100ブルー

価格：2,900円（税別） D10cm ペア

フェルトボールD１ｃｍ

継続決定！

■さまざまなマルチバリエーション
様々なカラーニュアンスで揃う、マルチのバリエーション。キッチンのスタイルや、個性に合わせて楽しく選べま
す。D18cmのポットマット（フェルトボール1.5ｃｍ）と、Ｄ14ｃｍのコースターＬ（フェルトボール1ｃｍ）の2アイテム
展開です。

●スクエアポットマット「フェルトボール」
価格：￥3,800 （税別） サイズ：20ｘ18ｃｍ（1.5cmフェルトボール） ＊従来のスクエアタイプよりボールサイズが0.5ｃｍ小さいタイプです。

●ラウンドコースターL「フェルトボール」 価格：￥2,200 （税別） サイズ：D14ｃｍ（1cmフェルトボール）

●ラウンドポットマット「フェルトボール」 価格：￥3,300（税別）サイズ：D18cm（1.5cmフェルトボール）

321-0023 レッドｘオレンジ 321-0024 ライムｘブルー 321-0025 イエローｘグレー 321-0026 ブラックｘホワイト

322-0202 レッドｘオレンジ 322-0203 ライムｘブルー 322-0204 イエローｘグレー 322-0205 ブラックｘホワイト

321-0113 スクエアポットマット

レッドｘオレンジ

321-0111 スクエアポットマット

ライムｘブルー

321-0112 スクエアポットマット

イエローｘグレー

321-0114 スクエアポットマット

ブラックｘホワイト
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スカンジナビスク・ヘムスロイド
～北欧の伝統手工芸による生活雑貨～

北欧には豊かな森がたくさんあります。

かつて人々はその森から、キノコやベリーなどの食料を得、森でとれる木々に様々な工夫を加えて生活用品を作ってきました。ここでご紹
介するのは、北欧に暮らす人々が代々受け継いできた古くからの知恵と技術を使った、昔ながらの手工芸の生活雑貨です。

時代が変わっても、どこか私たちの心を優しくさせ、温かさを運んでくれる。それが、天然素材やハンドメイドの良さではないでしょうか。

自然が生み出す天然木の美しい木目や香りを楽しみながら、長く楽しむことのできる一生モノのアイテムが揃いました。

スカンジナビスク・ヘムスロイドは、ストックホルム郊外に位置する家族経営の小さな会社です。
フィンランド系スウェーデン人である母のウッラと、娘のアンナが切り盛りします。古くから伝わ
る職人技と、北欧に育つアルダー、ジュニパーなどの天然素材にこだわり、優れたハンドクラフ
トを扱っています。

小さいころから絵を描くことが大好きだったアンナは、ほぼ独学でデザインを学び、現在同社の
デザインをほぼ全て手掛けています。気さくで明るい人柄で、 プライベートでは3人の男の子の
ママ。仕事に育児に奮闘する、等身大の女性です。

スカンジナビスク・ヘムスロイド社の製品は、どれもハンドメイドを基本としています。

北欧の森でとれるジュニパー材、アルダー材、白樺材などの自然素材を使い、丁寧なハンドメイ
ドで製造を行う事で、確かな品質を保っています。

また、同社が扱う製品の多くは、古くから北欧の一般家庭の中で使われ、受け継がれてきたも
の。先人の知恵を大切にした製品コレクションは、ヘムスロイド社の大切なポリシーの一つです。

711-0106
ブレッドバスケットL
価格：8,000円（税別） 28ｘ21xH8cm
人気のブレッドバスケットの
Lサイズが登場。

711-0101
ブレッドバスケット
価格：5,800円（税別） 27x17cm
バスケットの一番人気の定番ブレッドバス
ケット！

711-0104
ふた付バスケットL
価格：12,000円（税別）
29.5ｘ23.5ｘ8ｃｍ

711-0102
ふた付バスケット サークル
価格：6,000円（税別）
17ｘ17ｘ17ｃｍ

711-0103
ふた付バスケットM
価格：6,500円（税別）
17ｘ13ｘ7ｃｍ

711-0105
ハンドル付バスケットM
価格：8,000円（税別） 17ｘ13ｘ7ｃｍ

とめ具は藁素材。釘にも木を使用。

■バスケット
ナチュラルな木製バスケット。年とともに風合いを増し、木の色があめ色になる過程を楽しみながら使える一生物のアイ
テムは、ヘムスロイド社の人気定番アイテムです。釘なども全て木を使用する昔ながらの製法で丁寧に作られたナチュラ
ルなアイテムです。
ロット：1 素材：アルダー材 エストニア製

711-0108 new!
ハンドル付きバスケットL
価格：9,500円（税別） 29ｘ22ｘH25cm
人気のハンドル付きバスケットの大き目サイ
ズ。

ハンドメイドのこだわり

私たちがスカンジナビスク・ヘムスロイドです

711-0109 new! 編みバスケット蓋付S
価格：3,800円（税別） 11ｘ11ｘH10cm
ブナ材の編みバスケット。かわいく便利
な蓋つきのミニサイズ。

711-0110 new! 編みブレッドバスケット
価格：3,800円（税別） 11ｘ11ｘH10cm
ブナ材のブレッドバスケット。使いやすい
定番サイズで、軽やかな編みバスケット。
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■編みバスケット（パイン材、白樺材）
ロット：1 素材：パイン材/白樺材 エストニア製 ＊ハンドメイドのため、サイズ、木目の出方、色には個差があります。＊製造方法の特性上、部分的に木のささくれ、割れ、裂け目が生じる場合がありま

すが、製品の特長で不良品ではありませんのでご了承ください。

742-0003
パイン材編みバスケットS
価格：4,000円（税別）
底15x15ｘH14ｃｍ

742-0002

パイン材編みバスケットM
価格：7,200円（税別）
底21ｘ21ｘH22ｃｍ

742-0001
パイン材編みバスケット
価格：8,000円（税別）
底37ｘ16ｘH21cm

742-0006
パイン材編みブレッドバスケット
価格：6,000円（税別）
底25x25ｘH7cm

●パイン材の編みバスケット

北欧に古くから伝わる製法で作った温もりあるパイン材のバスケット。木を丁寧に裂いて編み込んでいきます。とても時間と手間のかかる作業ですが、古
くから伝わる伝統工芸の一つとして、現在も限られた職人により製造がおこなわれています。北欧のパイン材は、とても寒い気候のため、ゆっくりゆっくり
育ちます。そのため、他の地方のものと比べ目の詰まった美しい年輪の木になるのです。また、他地方のパイン材に比べ硬く、香りが高いのも特徴です。

北極圏に暮らす遊牧民、サーメ人たちに伝統的に使われてきた木製ドリンクカップ『コーサ/クク
サ』。コーサとは、サーメの言葉で『飲み物の源』という意味。古来この小さな木製カップで小川の
水をすくったり、熱いスープを飲んだりしていました。

特別な一生物の「マイカップ」として、キッチンで計量カップ代わりに、また小物置きとしてインテリ
アの一部として楽しみたい、ぬくもりに溢れたアイテムです。
ロット：1 素材：アルダー エストニア製 ＊革の紐がついています。

711-0013 コーサ 2穴ハンドル
価格：4,900円（税別）
15.5x8xH6cm

711-0012 コーサ ミニ
価格：2,800円（税別）
10x5xH4cm

■コーサ／ククサ

711-0011 コーサL

価格：4,900円（税別）
16.5ｘ9xH6cm

711-0609 「ヘラジカ」 711-0610 「ダーラヘスト」

同柄4枚がPPパッケージ入り。

●木製コースター ４枚セット
価格：2,800円（税別） ロット：1 サイズ：1枚10 x 10 ｃｍ 素材：アルダー エストニア製

■木製コースター

711-0606 「キャット」 711-0607 「ラム」711-0601 「ヘラジカ」 711-0603 「ホース」 711-0604 「トナカイ」

●白樺プライウッドコースター4枚セット
レーザカット技術を生かした繊細なデザインのコースターたち。北欧らしい動物や、モチーフです。

価格：2,500円（4枚セット・税別） ロット：１ サイズ：D１０ｃｍ 素材：白樺プライウッド エストニア製

711-0612 「トナカイ」 711-0613 「スウェーデン」 711-0611 「ハウス」

同柄4枚がセット。印刷や漂白をして
いないナチュラルな紙箱。

＊写真は個人所有のビンテージコーサです。

742-0007 new!
白樺編みバスケットS
価格：8,000円（税別）
18ｘ18ｘH18ｃｍ

742-0008 new!
白樺編みバスケットL
価格：12,000円（税別）
30ｘ18ｘH17ｃｍ

●白樺材の編みバスケット

白樺ならではの白木の雰囲気が美しい。直線的でモダンな印象でインテリアに
ぴったり。キッチン、リビング、バスルームなど活躍の幅が広いバスケットです。２
層のシートになって丈夫な作りです。
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■ジュニパー素材のカトラリ―

さらりとした色白のさわやかな木肌感が特徴的なジュニパー。北欧の森に入るとあちこちにみられるジュニパーの木は、昔から最も人々の生活の近くに

存在した木です。白木のような美しい白さと密度の濃さが特徴的な素材です。インレイシリーズは、木目を象嵌状にはめ込んだデザイン性の高いアイテ

ムです。

711-0015
バターナイフS「インレイ」
価格：1,000円（税別）16.5ｃｍ
ロット：2

711-0016 マーマレードス
プーン「インレイ」
価格：840円（税別）17ｃｍ
ロット：2

711-0017
フォーク「インレイ」
価格：1,000円（税別）16ｃｍ
ロット：2

711-0018
スプーン「インレイ」
価格：850円（税別）17ｃｍ
ロット：2

711-0019
ソルトスプーン「インレイ」
価格：1,300円（税別）10ｃｍ
ロット：2

711-0005
サラダセット「インレイ」
価格：2,500円（税別）22ｃｍ
ロット：1

711-0004
カフェメジャー「ジュニパー」
価格：1,000円（税別）10ｃｍ
ロット：2

711-0020
カフェスクープ
価格：1,400円（税別）10ｃｍ
ロット：2

711-0024
オリーブスプーン
価格：1,200円（税別）18ｃｍ
ロット：2

711-0023
ハニーディッパー
価格：1,200円（税別）16ｃｍ
ロット：2

711-0025
ナイフフォークセット
価格：1,200円（税別）20ｃｍ
ロット：2

711-0022
フォーク
価格：500円（税別）15ｃｍ
ロット：3

711-0008 マーマレードス
プーン「カーブ」
価格：600円（税別） 14ｃｍ
ロット：3

711-0001C
バターナイフ
「ホース」

711-0001B
バターナイフ
「ヘラジカ」

711-0001F
バターナイフ
「ラム」

711-0001D
バターナイフ
「キャット」

711-0001E
バターナイフ
「トナカイ」

711-0001H
バターナイフ
「ダーラヘスト」焼印

711-0002 ミニナイフ
価格：300円（税別） 13ｃｍ
ロット：3

711-0003 ミニスプーン
価格：300円（税別） 13ｃｍ
ロット：3

木製バターナイフには、オリ
ジナルのレーザーカットや焼
印デザインの製造も可能とな
ります。

ショップのオリジナル商品や
販促アイテムにおススメです。
詳細はどうぞお気軽にお問い
合わせ下さい。

●バターナイフ 価格：600円（税別） ロット：3 サイズ：17ｃｍ エストニア製 ＊カトラリ―の一番人気！

710-0002
ダーラへスト

710-0001
スウェーデン

711-0003
アーキペラゴ

■ジュニパー材について ヘムスロイド社の製品で多く使われているのはスウェーデン語でENE（エネ）、日本
語ではジュニパー、ヒノキ科のセイヨウネズなどと呼ばれる種類の木です。

北欧のエネの木は大きく育っても2-3ｍ程度。幹も比較的細いのが特徴です。その
ため、ジュニパー材を使った製品は比較的小さなものが多いのです。

また、エネの実は、小さなブルーベリーのような大きさや色ですが、硬くてそのまま
食すことはできません。紫に熟した実を、乾燥させ、砕いて粉にして、肉料理や煮込
み料理のスパイスとして使われます。独特な風味のある実で「北欧らしい」特別な
味になるのです。ちなみに、北欧ではスーパーなどでもエネの実のスパイスは気軽
に手に入ります。

また、この木は白っぽい色が特徴ですが、もう一つの特徴として幹の中にグレーの
部分が現れることがあります。このグレーの木目のエネの木はヘムスロイド社の商
品でも時々見かけることがあります。こちらは、自然に育ったエネの木の特徴ともい
えるもので、天然、無漂白、自然素材の証ともいえるものです。

●バターナイフ ハンドペイント
価格：800円（税別） ロット：3 サイズ：17ｃｍ 素材：ジュニパー スウェーデン製

＊ハンドペイントのため納期が通常より長い場合がございます。

●プレート+ナイフセット ハンドペイント
価格：2,400円（税別） ロット：1 サイズ：20x11x1cm 素材アルダー スウェーデン製

•＊ハンドペイントのため納期が通常より長い場合がございます。

711-0504
ハンドペイント ダーラヘスト

711-0505
ハンドペイント スウェーデン

711-0506
ハンドペイント アーキペラゴ

●インレイシリーズ 象嵌細工の美しい持ち手。

●さまざまな用途のカトラリ―
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711-0220 ダーラヘスト 711-0223 ラム

711-0221 ヘラジカ 711-0222 トナカイ

■木製プレート ナイフセット
小さなお皿のようにクッキーやパンを食べるときに使います。また手軽なポットマットやカッティングボードとしても活躍します。
価格：2,000円 （税別） （ナイフセット） ロット：1 サイズ：19cm x 12cm 素材：アルダー エストニア製

様々な素材、デザインのポットマットがそろいました。共通しているのは、どれも天然の木を使っていること。一点ものの美しさ、天然木の触り心地をお楽しみください。

＊ハンドメイドのため、サイズに若干の個差があります。天然目のため木目の出方は異なります。 ロット：1 エストニア製

711-0416ポットマット
「３フィッシュ」ロープ付
価格：4,000円（税別） 20Ｘ20ｃｍ
素材：トネリコ

711-0417ポットマット
「ハート」ロープ付
価格：3,500円（税別） 23ｘ18ｃｍ
素材 トリネコ

711-0402
木製ポットマット「丸枝」
価格：1,400円（税別） 13x13cm
素材：ジュニパー

711-0409 new!
木製ポットマット「モザイク紐つき」
価格：3,500円（税別） 16x16cm
素材：ジュニパー

711-0424

木製ポットマット/ボード「フィッシュ」

価格：3,800円（税別） 20ｘ17ｘ2ｃｍ

素材：アルダー

＊写真は2点を繋げた様子です。
穴の部分にワイングラスをはめて、立食
パーティーの持ち皿としても使えるユニーク
なアイテム！

711-0508
「ヘラジカ」

711-0507
「ホース」

711-0511
「キャット」

711-0512
「ラム」

711-0513
「トナカイ」

711-0404 木製ポットマット

「フィッシュ」リブ

価格：2,500円（税別）

21ｘ14.5ｘ1.5ｃｍ 素材：アルダー

711-0405

木製ポットマット 「ホース」リブ

価格：2,500円（税別）

21x20x1.5cm 素材：アルダー

711-0414 木製ポットマット
「ジュニパー」
価格：3,800円（税別）
D18ｃｍ 素材：ジュニパー

711-0408  復活！木製ポットマット
「モザイク」
価格：￥3,200（税別）
D18ｃｍ 素材：ジュニパー

711-0410

木製ポットマット「モチーフ」

ホース

711-0411

木製ポットマット「モチーフ」

ヘラジカ

711-0412

木製ポットマット「モチーフ」

キャット

711-0413

木製ポットマット「モチーフ」

ラム

711-0421

木製ポットマット「モチーフ」

トナカイ

■木製カッティングボード/まな板

711-0422木製ポットマット
「フィッシュボーン」
価格：4,000円
40 x 24cm 素材：オーク

711-0423 木製フック
「フィッシュボーン」
価格：1,400円
19 x 7cm 素材：オーク

木製ポットマット「フィッシュボーン」と木製フック「フィッ
シュボーン」は組み合わせてご使用いただけます。

●カッティングボードモチーフ
価格：4,200円（税別） ロット：1 サイズ：30 x 15 x 1.5cm 素材：アルダー エストニア製

■木製ポットマット

711-0224 new!
カッティングボードロング オーク材
価格：6,000円（税別） サイズ：40ｘ15ｃｍ
木材の王と言われるオーク材。
美しい天然の木目と安心感のあるしっかりとした
使用感。

711-0225 new!
カッティングボードスクエア オーク材
価格：4,500円（税別） サイズ：20ｘ20ｃｍ
気軽に使えるスクエア型。カッティングボードと
しても、ポットマットとしても使えます。

711-0226 new!
カッティングボードハンドル付き タモ材
価格：6,500円（税別） サイズ：20ｘ40ｃｍ
ハンドルが付いた便利なカッティングボード。
プレートとしてフルーツやチーズ、パンなどをのせ
てそのまま食卓に使かうのも素敵。

711-0207
カッティングボードロング アルダー材
価格：3,800円（税別） サイズ：34ｘ14ｃｍ
シンプルで使いやすいカッティングボード。

価格：3,200円（税別） 20x20ｃｍ 素材：アルダー
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●シンプルカッティングボード ロット：1

●白樺のカッティングボード

素材の良さを全面に出した、白樺木のカッティングボード。使い込むほどに、味がでて
くる一生モノのアイテムです。天然木を使用しているため、それぞれの木目や色味に
は個差がありますのでご了承ください。 素材：白樺 ロット：１ スウェーデン製

711-0217 復活！
白樺カッティングボードL
31cm 価格：￥6,500（税別）

711-0216 復活！
白樺カッティングボードM
24cm 価格：￥4,000（税別）

711-0215 復活！
白樺カッティングボードS
18cm 価格：￥3,000（税別）

711-0415
木製ポットマットS/コースター

「ジュニパー」
価格：1,700円（税別）

D10ｃｍ 素材：ジュニパー



■木製品のお手入れについて ヘムスロイド社の木製品は天然木を乾燥させ、オイルを塗りこん
だ「オイル仕上げ」となっています。内側までしっかりオイルが浸
み込んでいるので、しょうゆやソースなど色のある調味料をこぼ
しても、簡単に洗い流すことができ、染みになる事はありません。

購入後すぐは半年に1回ほど、その後は1年に1回ほどの頻度で、

オイルを塗りこんであげると、長く美しく使用し続けることができま
す。

また使用するオイルは亜麻仁油が最適ですが、無色透明なオイ
ルであれば何をご使用いただいても大丈夫です（家庭用サラダ
油などでもOKです）。

オイルを塗りこんで使用する事で、次第にあめ色に変化する美し
い自然の木の特徴をお楽しみください。

■寄木ボックス
美しいジュニパー材の天然木目が模様となったボックスです。滑らかな手触りが、丁寧に作られたクオリティの高さを物語っています。
ロット：1 素材：ジュニパー エストニア製

741-0001 ボックスS 価格： 2,500円（税別） 5.5ｘ4ｘ3ｃｍ
741-0002 ボックスM 価格： 4,500円（税別） 9ｘ7ｘ5ｃｍ
7411-0003 ボックスL 価格： 7,000円（税別） 14.5ｘ8.5ｘ4ｃｍ

741-0005 シュガー入れ（スプーン付）
価格： 7,000円（税別） 10ｘ10ｘ7ｃｍ

741-0004 ソルト入れ（スプーン付）
価格： 4,800円（税別）6ｘ6ｘ5ｃｍ

■木製ゲーム 天然の木の手触りが心地よい、使って遊べるユニークなアイテムです。 価格：2,200円（税別） ロット：1 素材：アルダー エストニア製

721-0002
木製パズル「ダーラヘスト」
サイズ：12ｘ11ｘH1.5ｃｍ

721-0001
木製パズル「ヘラジカ」
サイズ：13ｘ11ｘH1.5ｃｍ

721-0003 
木製パズル「ラム」
サイズ：11.5ｘ11ｘH1.5ｃｍ

721-0004
木製パズル「キャット」
サイズ：10ｘ10ｘH1.5ｃｍ

価格：1,500円（税別） ロット：2 サイズ：5ｘ5ｘ3ｃｍ 素材：アルダー エストニア製

720-0101 ホース 720-0102 ヘラジカ 720-0103 キャット 720-0106 トナカイ 720-0104 ラム

●ダーラヘスト型 木製キャンドルスタンド
＊キャンドルは別売りです。 ロット：1 素材：アルダー エストニア製

●木製キャンドルホルダー「モチーフ」

■木製キャンドルホルダー
心温まるかわいい木製のティーキャンドルホルダーが揃いました！癒しの時間を応援します。

●キャンドルホルダー ハンドペイント
ハンドペイントの温もりあるキャンドルホルダー。PPボックスに入って、リボンが付いての納品です。
価格：2,000円（税別） ロット：1 サイズ：7ｘ7xH4ｃｍ 素材：アルダー スウェーデン製 ＊ティーライトキャンドル付き

720-0302 ダーラヘスト 720-0301 スウェーデン 720-0303 アーキペラゴ

＊キャンドル付、PPケース
にスウェーデンカラーのリ
ボンが付いた個包装。ギフ
トにもおすすめ。

720-0003 ホースL
価格：5,000円（税別）
18ｘ18ｘ幅5.5ｃｍ

720-0002 ホースM
価格：4,000円（税別）
16ｘ15.5ｘ幅5ｃｍ

720-0001 ホースS
価格：3,000円（税別）
13ｘ12ｘ幅5ｃｍ
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●キャンドルホルダーシンプル
PPボックスに入って、リボンが付いた可愛いキャンドルホルダー。スウェーデンらしいモチーフがそろいます。
価格：1,900円（税別） ロット：1 サイズ：7ｘ7xH4ｃｍ 素材：アルダー スウェーデン製 ＊付属キャンドルはありません。

720-0308 new! ダーラヘスト 720-0309 new! ヘラジカ 720-0310 new! スリークラウン



■木製トレー 価格：3,300円（税別） ロット：１ サイズ：20ｘ27ｃｍ 素材：白樺MDF スウェーデン製

711-0801トレーS
「ダーラヘスト」ホワイト

711-0802トレーS
「ダーラヘスト」ダークブルー

711-0803トレーS
「スウェーデン」ホワイト

711-0808 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 サマー

711-0809 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 ウィンター

■コースター６枚セット
裏面がコルク素材のコースター。表面に撥水効果のある印刷が施されています。

スウェーデンらしいモチーフが素敵です。

価格：2,600円 （税別） ロット：1 サイズ：10ｘ10ｃｍ（1枚） 素材コルク スウェーデン製

722-0107
プレースマット「ダーラヘスト＆クルビッツ」

722-0108
プレースマット「トムテのワークショップ」

711-0608 ダーラヘスト 711-0614 スウェーデン

■再生ペットのプレースマット
厚みのあるプレースマット（約0.5ｍｍ）。食卓や、花瓶などの下にも。使わない時は
飾っておいてもおしゃれです。環境に優しいペットボトルの再生プラスチックが使われ
ています。
価格：900円 （税別） ロット：2 サイズ：40ｘ30ｃｍ 素材：プラスチック（ペットボトルの再生素材）

スウェーデン製

■ペーパースタンド
ペーパーナプキンや手紙、新聞などをちょこんとはさんで。キッチン、リビング、玄

関など様々な場所でお使いいただけます。

価格：1,900円（税別） ロット：1 サイズ：8.5x7.5cm 素材：アルダー材 エストニア製

711-0301 ヘラジカ 711-0302 ホース 711-0305 キャット

711-0306
ラム

711-0304 
トナカイ

価格：950円（税別） ロット：２

素材：メタル/ガラス

サイズ：13cm x 7.5cm（パッケージ）

D3.5cm（本体ヘッド部分）

■ハンドバッグフック
外出先で、バッグの置き場に困った
ことはありませんか？このフックを
バッグにしのばせておけば、安心で
す。いつでもどこにでも簡単にバッグ
をかけるフックになる、優れもののア
イテムです。使い方は簡単。テーブ
ルなどの端に置き、フックにバッグの
取っ手を引っ掛けます。しっかりした
つくりで重めなバッグをかけても安定
感があります。

722-0303
バッグフック
「ダーラへスト」

722-0302
バッグフック
「スウェーデン」

722-0202

ヘラジカ
722-0204

キャット
722-0201
ホース

722-0205

ラム

価格：800円（税別) サイズ：17cm x 2.2cm ロット：2
■木製ブックマーク

■木製キーホルダー
くり抜きのモチーフがかわいいキーリング。素材は天然木ならではの、ここちよい手触りです。

価格：800円（税別） ロット：2 サイズ：約6ｃｍ 素材：ジュニパー エストニア製

722-0038
トナカイ

722-0035
ラム

722-0031
ホース

722-0032
ヘラジカ

722-0034
キャット

●マグネットハンドペイント
価格：950円（税別） ロット：2 サイズ：5ｘ5ｃｍ スウェーデン製

315-0173
ダーラヘスト
「スウェーデン」

315-0174
ダーラヘスト
「レッド」

315-0181
ナチュラル「ホース」

315-0182
ナチュラル「ヘラジカ」

315-0185

ナチュラル「ラム」

315-0175

ダーラヘスト
「ブルー」

315-0176
ダーラヘスト
「スウェーデンフラッグ」

●ナチュラルマグネット
価格：400円（税別) ロット：3 サイズ：5 x 5cm エストニア製

■マグネット
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■テキスタイル

ダーラヘストモチーフを始め、スウェーデンらしいナチュラルなモチーフのテキスタイルのアイテムが揃いました。

●スウェーデンモチーフのキッチンタオル
価格：1,600円 （税別） ロット：2 サイズ：40ｘ70ｃｍ 素材：リネンxコットン リトアニア製

731-0104

オーブンミット「ダーラヘスト」

731-0105

オーブンミット「スウェーデン」

731-0016

キッチンタオル

「ダーラヘスト＆クルビッツ」

愛らしいダーラヘストのキッチ
ンタオルです！伝統的な「ク
ルビッツ」の柄も素敵です。

731-0017

キッチンタオル

「スウェーデン・ノスタルジー」

スウェーデンらしいモチーフ
が集まったデザインです。

●スウェーデンモチーフのオーブンミット/鍋つかみ
価格：1,500 円（税別） ロット：2 サイズ：21ｘ21ｃｍ 素材：リネンxコットン リトアニア製

731-0011
ダーラヘスト レッド

731-0013
ダーラヘスト ブルー

731-0012
ダーラヘスト ブラック

●織のキッチンタオル

縦糸と横糸で柄を浮き彫りにする織手法は、古くから北欧に伝わる技法です。どことなく素朴で、何度も洗って使い
込むほどに柔らかく、使いやすくなるキッチンタオルです。

価格：1,600円（税別） ロット：2 サイズ；70ｘ50ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％ リトアニア製

731-0001
ヘラジカ レッド

731-0004
ヘラジカ ブルー

731-0002
ヘラジカ ブラック

731-0014
ラム グレー

●プレゼントパック
PPケースに、お揃いのキッチンタオルとバターナイフがセットになりました。人気のアイテムのセットは、ご自宅用としても、ギフトとしても嬉しいセットです。

価格：2,300円（税別） ロット：1 サイズ；25ｘ9ｘH2.5ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％（タオル）、ジュニパー材（ナイフ） リトアニア製（タオル）、エストニア製（バターナイフ）

731-0501
ダーラへストレッド

731-0502
ダーラヘスト ブルー

731-0503
ダーラへスト ブラック

731-0504
ヘラジカ レッド

731-0505
ヘラジカ ブルー

731-0506
ヘラジカ ブラック

731-0507
ラム グレー

25ｘ25ｃｍの小さなサイズのクロスとバターナイフがセットになったプレゼントパック・ミニも登場しました。北欧らしいノスタルジッ
クなシンプル柄の小さなクロスは、ブレッドバスケットの中に敷いたり、テーブルセンターとして使ったり、便利なサイズです。

ロット：2 サイズ：19ｘ5ｘH2.5ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％（タオル）、ジュニパー材（ナイフ） エストニア製 ＊クロスの柄、カラーが予告なく変
更になる場合がございます。

731-0603
ダーラヘスト
価格：1,200円（税別）

731-0602
ヘラジカ

731-0604
キャット

731-0605 ラム 731-0702
ハンドペイント
ダーラヘスト
価格：1,450円（税別）

731-0701
ハンドペイント
スウェーデン

731-0703
ハンドペイント
アーキペラゴ

●テーブルランナー

731-0509
ダーラへスト＆クルビッツ

731-0510
スウェーデンノスタルジー

731-0403 ヘラジカブラック

織テキスタイルのテーブルランナー。一気
にキッチンを北欧モードにしてくれます。
価格：2,700円（税別） ロット：1サイズ；120ｘ35ｃ
ｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％ リトアニア製

●プレゼントパック ミニ
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■北欧フィギュア コレクション

723-0015
「バイキングパパ」
価格：3,200円（税別）
H13cm

723-0014
「バイキングママ」
価格：3,200円（税別）
H13cm

723-0002
「バイキングボーイ」
価格：2,500円（税別）
H7cm

723-0001
「バイキングガール」
価格：2,500円（税別）
H7cm

723-0013
「コックさん」バスケット
価格：2,800円（税別）H13cm

723-0012
「コックさん」魚とナイフ
価格：2,800円（税別）H13cm

723-0007
スウェーデンフィギュアセッ
ト
価格：3,500円（税別）
Ｈ7ｃｍ
ロット：１
*フィギュア人形は723-
0005、0006と同一商品です。

ハンドメイドで削られた木のベース
に、ふわふわ天然の羊の毛を付
けた小さなラム。自然が与えてく
れる優しい癒しの触り心地です。

特別なギフトにも最適。

722-0011
価格：11,000円（税別）

サイズ：25ｘ12ｘH24 ロット：1

エストニア製

723-0005
「スウェーデンガール」
価格：2,100円（税別）
H7cm ロット：1

723-0006
「スウェーデンボーイ」
価格：2,100円（税別）
H7cm ロット：1

723-0016
「バイキングガール」お座り
価格：2,500円（税別）
H7cm

723-0017
「バイキングボーイ」お座り
価格：2,500円（税別）
H7cm

●シープオブジェ

北欧をイメージした、ハンドメイドのドールたち。愛らしい表情に癒されます。ちょこんと窓辺に置いたりキッチンに置いたり、気軽に北欧気分を楽し
めるアイテムです。
ロット：１ 素材：木、ウール、羊毛、リネン、コットン エストニア製 ＊手作りのため、サイズ、表情などに多少の個差がありますのでご了承ください。

723-0010
北欧フィギュア「ミニシープ」10㎝
価格：￥2,000（税別）
サイズ：8ｘ4ｘH5cm
ロット：1
天然羊の毛が癒しの小さなシープの置物です。天然素材のため、毛の色、形な
どには個体差がありますのでご了承ください。

751-0725 new! ミニフィギュア ラム
価格：￥1,200（税別）

751-0726 new! マグネット ラム
価格：￥1,200（税別）

751-0724 new!
オーナメント ラムボール
価格：￥1,100（税別）

751-0728 new!
マグネット バイキング
価格：￥1,100（税別）
＊髭の長さ、色には個体差
がありますのでご注意くださ
い。

751-0727 new!
マグネット サンタ
価格：￥1,100（税別）

■その他のオブジェ・小物
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751-0704
ギタートムテ
価格：￥2,200
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0702
編み物トムテ
価格：￥2,600
H8cm

751-0706
アコーディオントムテ
価格：￥2,600
Ｈ8ｃｍ

751-0713 
トムテママとかご
価格：¥2,800
Ｈ12ｃｍ（帽子含）

751-0729 new!
聖ルチア
価格：￥3,000
Ｈ15ｃｍ

751-0730 new!
ルチア侍女
価格：￥2,500
Ｈ13＾2ｃｍ

751-0731 new!
星の子供
価格：￥2,000
Ｈ18ｃｍ（帽子含）

751-0714
トムテとそり
価格：¥3,200
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0707 
トムテとホース
価格：¥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0708
トムテパパ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0709 
トムテママ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0710
トムテママとベビー
価格：￥3,000
Ｈ12ｃｍ（帽子含）

751-0711
トムテガールとラム
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0712 
つえのトトムテ
価格：￥2,100
Ｈ13ｃｍ（帽子含）

●トムテ人形 愛らしいトムテ人形が大集合。あなたのお気に入りを見つけて下さい。 ロット：１ 素材：木、ウール、フェルト、コットン

●クリスマスドールプレゼントパック
ギフトにも最適な、専用パッケージに入ったペアのクリスマスドールです。
ロット：１ 素材：木、ウール、アクリル
＊ペアでPPケースに入って納品です。サイズ：ケース：7ｘ4ｘH7ｃｍ/ 個体：3ｘ3ｘH7cmｘ2個セット （リトルトムテは個体
H5cm）

751-0721
クリスマス・ボーイ＆ガール
プレゼントパック
価格：￥3,500（税別）

751-0722
リンゴンドール
プレゼントパック
価格：￥2,800

751-0723
リトルトムテ
プレゼントパック
価格：￥2,800

■クリスマスのトムテ人形

古くから語り継がれる北欧の民話に登場する森の妖精だったトムテ。家に住み着いてその家や家族を守ってくれると信じられてきました。昔から人々に愛されてきたトムテは、

現在はクリスマスの「サンタクロース」として人々に愛され続けています。見れば見るほど愛らしい北欧トムテ、北欧の職人たちが心をこめて手作りしました。

ロット：１ 素材：木、ウール、羊毛、リネン、コットン エストニア製 ＊手作りのため、サイズ、表情などに多少の個差がありますのでご了承ください。 ＊通年お取り寄せできます（要在庫確認）。

●フェルトサンタ
毎年人気の定番トムテです！もじゃもじゃ髭は、
柔らかな天然のひつじの毛です。
ロット：1

フェルトサンタレッド
751-0201 10cm ￥1,400
751-0202 15ｃｍ ￥1,900
751-0203 24ｃｍ ￥2,900

フェルトサンタグレー
751-0204 10ｃｍ ￥1,400
751-0205 15ｃｍ ￥1,900
751-0206 24ｃｍ ￥2,900

＊フェルトのレッド色のニュ
アンスに若干の個体差が
ある場合がございます。

752-0101 S７ｃｍ ¥500
752-0102 M10ｃｍ ¥800
752-0103 L16ｃｍ ¥1,200

●組み立て式 クリスマスツリー
2枚の板を組み合わせるとシンプルなツリーの出来上がり。 ロット：２

キャンドルホルダー付き
752-0111 M13ｃｍ ¥1,200
752-0112 L17ｃｍ ¥1,600

752-0121 木製キャンドル
価格：￥500 ロット：2
＊752-0111、0112と合わせて
お使いいただけます。
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カイヤ・カッリ
～フィンランドの伝統ハンドメイドのナチュラルな白樺のかご～

母なる樹として北欧で古くから愛され尊敬され続ける美しい白樺の木。その木や皮は伝統的に様々な生活雑貨の素材に用いら
れてきました。
こちらは白樺の樹皮をそいで乾燥させ丁寧に編み合わせる、北欧の伝統技術を使って作られた白樺のかごです。
フィンランド北部に住む白樺かご職人のカイヤ・カッリさんの作品です。６歳のころからずっと白樺かごをつくってきたカイヤは、
現在北欧白樺かご職人の第一人者です。

一年の中でも白樺の樹皮を収穫できるのは、たったの1か月間のみです。そしてそこで収穫した皮を、日に当てて時間をかけて
じっくりと乾燥させることで、白い色から次第に美しい茶色へと変化していきます。カイヤは一つのかごには同じ白樺の木からと
れる樹皮を使うことにこだわっています。そうすることで、長く使い込んだときに色むらが生じず美しい色の変化を楽しむことがで
きます。

一点ずつの手作りのため、色やサイズなど若干の個体差がありますが、商品の特徴となりますのでご了承ください。
また、受注発注でのご対応となります。一度に製造可能な量に限りがありますので、納期についてはご注文時にご確認ください。
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、特殊掛け率となります。

760-0001 new!
ハンドル付きバスケットS
価格：7,000円（税別）
サイズ：9ｘ9ｘH6ｃｍ+ハンドル

760-0002 new!
ハンドル付きバスケットM
価格：9,000円（税別）
サイズ：15ｘ15ｘH8ｃｍ+ハンド
ル

760-0003 new!
ハンドル付きバスケットL
価格：12,000円（税別）
サイズ：19ｘ19ｘ6ｃｍ+ハンドル

760-0011 new!
ウォールケースL
価格：8,500円（税別）
サイズ：17ｘ29ｘ5ｃｍ

760-0010 new!
ウォールケースS
価格：5,500円（税別）
サイズ：10ｘ20ｘ４ｃｍ

ウォールケースの裏面に
はひっかけ用のレザー
フックが付いています。

760-0004 new!
白樺カゴS
価格：4,500円（税別）
サイズ：8ｘ8ｘH6cm

760-0005 new!
白樺カゴM
価格：5,500円（税別）
サイズ：11ｘ11ｘH6cm

760-0006 new!
白樺カゴL
価格：7,500円（税別）
サイズ：18ｘ18ｘH6cm

760-0007 new!
白樺カゴ 縦長
価格：6,500円（税別）
サイズ：21ｘ8ｘH6cm

760-0008 new!
白樺カゴ 蓋付、取っ手付
価格：6,000円（税別）
サイズ：9ｘ9ｘH5.5cm

760-0009 new!
白樺カゴ 蓋付
価格：7,500円（税別）
サイズ：15ｘ10ｘH7cm

全ての製品にはカイヤ・カッリ
のサイン「KK」が入っています。
白樺の革の特徴で凹凸や色
の濃淡があります。

カイヤ・カッリ
6歳から趣味で白樺工芸を始め
る。以来障害ずっと白樺工芸を
行ってきた。
現在は伝統手工芸を次世代に
残すべく、フィンランドや日本で
ワークショップも開催しています。
写真は孫のアレクシ君と一緒に
白樺樹皮を収集している様子。
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■木製アイテム 素材：白樺MDF スウェーデン製

NKデパートのテキスタイル部門のチーフデザイナーだったアストリッド・サンペは、1955年にアルメダールス

社のためにこのデザインを生み出しました。このデザインは、シグネ・ペーション・メーリンの陶器のスパイス

ジャーからインスピレーションを受けています。今ではナチュラルで斬新なアルメダールス・デザインの代表

とも言える人気柄になりました。

アストリッド・サンペ

1909年生まれのサンペは、スウェーデンのテキ

スタイルデザイン界の伝説的な存在。テキスタイ
ルデザインにデザイナーの『サイン』を残すとい
うことを始め、テキスタイル界におけるデザイ
ナーの地位の向上に貢献しました。

シンプルでエレガントなデザインは、今も魅力が
あせることなく多くの人々に親しまれています。

明るくポップなレッドｘイエロー 落ち着いたトーンが人気の

オレンジｘオリーブ

シックでクールなブラックｘホワイト

225-0002 トレーＬ フィッシュ

価格：5,900 円(税別)

43cmx33cm ロット2

225-0001 トレーＳ フィッシュ
価格：3,800円（税別)

27cmx20cm ロット2

211-0001 ボード角 フィッシュ
価格：4,000円(税別)

30cmx20cm ロット：2

226-0002 ボードサークル
フィッシュ
価格：3,100円(税別)

D21cm ロット：2

212-0002 ミニボード２枚セット
フィッシュ

価格：2,900円（税別）サイズ：
18x12cm ロット：1（2枚セット）

『フィッシュ』のデザインに使われている魚のデザインは、ニシン。スウェーデンでは皆が大好きな国民的魚

です。シンプルでさわやかなこのデザインは1950年代からの定番人気シリーズです。トレー、ボードアイテ

ムは、2011年にプリントクオリティを向上させ、デザインのフィッシュ柄がオリジナルのテキスタイルの雰囲

気にさらに近づきました。テキスタイル独特の柔らかいぬくもりがより繊細に表現されています。

●フィッシュ by マリアンヌ・ニルソン マリアンヌ・ニルソン

シンプルで大胆、まさに『ザ・北欧』と表現したくな
るデザインの『フィッシュ』。アルメダールスの長
い歴史の中でもずっと人気のこのデザインを生
み出したマリアンヌ・ニルソン。NKデパートのテ

キスタイル部門で、アストリッド・サンペとともに活
躍しました。このデザインは1955年にアルメダー
ルスのために生み出されたものです。

225-0004 トレーＬ ハーブ
価格：5,900 円(税別)

43cmx33cm ロット2

225-0003 トレーＳ ハーブ
価格：3,800円（税別)

27cmx20cm ロット2

211-0002 ボード角 ハーブ
価格：4,000円(税別)

30cmx20cm ロット：2

226-0001 ボードサークル ハーブ
価格：3,100円(税別)

D21cm ロット：2

●ハーブ by アストリッド・サンペ

アルメダールス
～160年の歴史、スウェーデンの老舗テキスタイルメーカー～

1846年創業のアルメダールスは、もともとテキスタイルのメーカーです。160年に及ぶ長い歴史の中で北欧を始め世界中の人々に愛されるテキスタイルを提
供してきました。1950年代からは、優れたデザイナーと協業し美しい柄のテキスタイルも製造。また、2000年代からはそのテキスタイル柄を使った様々なキッ
チン・インテリア雑貨を提供しています。

●ハーブ柄には、カラーバリエーションもございます。詳細は弊社HPでご覧ください。
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241-0106 new!
キッチンタオル「ボウズ」
マルチ

241-0107 new!
キッチンタオル「ボウズ」
パステル

241-0108 new!
キッチンタオル「ストリーム」

223-0205 new!
木製コースター4枚セット
「ボウズ」マルチ

223-0206 new!
木製コースター4枚セット
「ボウズ」グレー

223-0207 new!
木製コースター4枚セット
「ストリーム」

1800年代から続くスウェーデンの老舗テキスタイルメーカー、アルメダールスが、ミッド
センチュリーの巨匠、ヨセフ・フランクのデザイン「ボウズ（BOWS)」「ストリーム
（STREAM）」を用いたコレクションを発表しました。
美しい色彩と、植物を象徴的に表した大胆なパターンに特徴があるヨセフ・フランク。今
回アルメダールスが採用した柄は、フランクらしい大胆さと豊かな色彩感覚からうまれ
た幾何学模様です。何と1928年に発表されたというこのデザイン、現代改めてみても
驚くほどモダンなパターンです。
オーストリア建築賞を受賞。ヨセフ・フランクのデザインは、現在も世界中の人々を魅
了し続けています。

225-0072 new!木製トレーラウンドD45cm
「ボウズ」マルチ

225-0073 new!木製トレーラウンドD45cm
「ボウズ」グレー

●キッチンタオル
参考上代：2,000円（税別） ロット：２ サイズ：47ｘ70ｃｍ 製造：リトアニア 素材：リネン45％ｘコットン55％

●木製コースター4枚セット
参考上代：2,700円（税別）ロット：1 サイズ：10ｘ10ｃｍ（1枚） 製造：スウェーデン 素材：白樺MDF

●木製トレーラウンドD45cm
参考上代：8,600円（税別）ロット：1 製造：スウェーデン 素材：白樺MDF

参考上代：12,000円（税別）＊スタンドのみの価格です。
ロット：1 製造：スウェーデン 素材：スチール
＊トレーとセットの場合は参考上代：20,600円（税別）です。

■アルメダールス ｘ ヨセフ・フランク

●ピクニック by マリアンヌ・ウェストマン

北欧ビンテージファンの間で貴重なコレクターアイテムとして人気の『ピクニックシリーズ。1950年代にスウェーデンを代
表する陶磁器メーカー、ローシュトランドのデザイナー、マリアンヌ・ウェストマンによって生み出されたデザインです。

タマネギ、カブ、えんどう豆、にんじん、魚などが並んで描かれたキッチンにぴったりのデザイン。デフォルメされたイラ
ストですがしっかりと特徴がとらえられ、カラフルで楽しげな雰囲気です。

225-0016 トレーL

価格：5,900円（税別）43 x 33cm

ロット：2

225-0015 トレーS

価格：3,800円（税別）
27 x 20cm ロット：2

225-0017 トレーロング
価格：3,800円（税別）
32 x 15cm ロット：2

211-0009 ボード角

価格：4,000円（税別）

30 x 20 cm ロット：2

226-0010 ボードサークル
価格：3,100円（税別）
D21cm

ロット：2

223-0201

コースター4枚セット
価格：2,700円（税別）
1枚10 x 10cm ロット：2

マリアンヌ・ウェストマン

1928年生まれのマリアンヌ・ウェストマン

は、スウェーデンを代表する陶磁器メー
カーの一つ、ローシュトランドのデザイナー
として活躍し、数多くの作品をのこしました。

手描きの色つけにこだわり、愛らしい独創
的な世界を表現しています。

●イタリアン・フラワーシェルフ by オーレ・エクセル

225-0051 トレーL

イタリアン・フラワーシェルフ

225-0050 トレーS

イタリアン・フラワーシェルフ

225-0052 トレーロング

イタリアン・フラワーシェルフ

211-0023 カッティングボード

イタリアン・フラワーシェルフ

223-0203 コースター

イタリアン・フラワーシェルフ

オーレ・エクセル
1918年スウェーデン生まれ。1956年、ス
ウェーデン、マゼッティ社のためにデザイ
ンした、有名な「目」を始め、40年以上経
つ今でも、彼の作品は強烈なインパクト
を放ちます。
ファンタジックで遊び心に溢れる魅力的
なデザインの数々です。

オレンジや黄色、ピンクなどカラフルなフラワーポットにはえているのは独特で不思議な植物達。何の植物なのかと見て
いると、中にはポットの代わりに独特なヘアスタイルの人のお顔があったり、ハート型の植物を持った長い腕が植わって
いたり・・・遊び心満載です。

南仏やイタリアをこよなく愛したエクセルが表現する、イタリアのイメージ。見ているだけで楽しい気持ちになるデザイン
は、キッチンにぴったり！

ヨセフ・フランク（1885 - 1967）
オーストリア生まれの建築家、デザイ
ナー。戦時中スウェーデンに移住し、
その後市民権を得て、人生の半分を
ストックホルムで過ごしました。テキス

タイルデザインの巨匠です。

832-0001
D45cm専用スタンド ホワイト
832-0002
D45cm専用スタンド ブラック
＊こちらの品番はスタンドのみです。

●D46cm トレー専用スタンド
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●アストリッド・サンペ

数あるアルメダールス商品の中でも、定番人気ナンバーワンのアイテムは、キッチンタオル。

コットンとリネンのさわやかな肌触りのキッチンタオル。乾燥性の良いリネンは、湿気の多い
キッチンで大変衛生的です。大判なので色々な用途に使えて便利です。キッチンで拭きタオ
ルや前掛けとして使うだけでなく、小さなカーテンとしてイラストを楽しんだり、棚の目隠しな
どとしても使うことができます。また、額装すれば素敵なアートに。北欧らしいモチーフや色
使いがとても新鮮なこのデザインたち、現在のキッチンタオルコレクションのデザインは、主
に1950-70年代のものなんです。歴史を経て愛されてきたかわいいデザインたちに、納得！

価格： 2,000円（税別） ロット：2 サイズ：47cmｘ70cm （ハーブのみ42cmx72cm)

素材：リネン55% x コットン45% リトアニア製

＊個性あふれるそれぞれのデザインの背景となるエピソードのお話は弊社HPをご覧下さい。

■アルメダールスのキッチンタオルコレクション

241-0046
ピクニック

241-0073
ポモナ

241-0067
ベラミ ブルー

241-0068
ベラミ オレンジ

241-0049
ポーセリンのキッチン

241-0069
フリスコ

●マリアンヌ・ウェストマン

241-0092
マンボ

241-0091
ドット

241-0093
ピッケピン

241-0089
マリアンヌ・クリスマス

●マリアンヌ・ニルソン

241-0090
ハーブ ブラック

241-0002
ハーブ ブルー

241-0003
ハーブ オレンジxオリーブ

241-0004
ハーブ レッドｘイエロー

241-0053
キノコファミリー

241-0001
フィッシュ

●ヨセフ・フランク

241-0106 new!
キッチンタオル「ボウズ」
マルチ

241-0107 new!
キッチンタオル「ボウズ」
パステル

241-0108 new!
キッチンタオル「ストリーム」

241-0070
スルッセン

241-0098
スカンセン

241-0099
カルチャーハウス

●ユコメロ
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●その他のデザイナー

●ルイーズ・カーリン （旧姓：ルイーズ・フォグステッド）

241-0042
パーティーテーブル ブルー

241-0041
パーティーテーブル グリーン

241-0043
アップルジャム

241-0048 
アップルジャム グリーン

241-0102
フィッシュパーティー

241-0097
ジャムポット

241-0035
カフェパーティー レッド

241-0044
カフェパーティー ブルー

241-0037
スウェーデン

241-0040
スパイスガーデン ブルー

241-0039
スパイスガーデン グリーン

241-0038
フィッシュビレッジ

●アウネ・ラウッカネン

●アルメダールススタジオ

●ブリッド・ブレドストロム

241-0100 
サマーディナー

241-0100 
サマーディナー

241-0103
ハーベスト

241-0088
アップル
by ビクトリア・モッルゴード

241-0034
マッシュルーム
by デビッド・ベルケル

241-0029
カフェの時間

241-0021
クッキー

241-0033
キッチンの絵

241-0027
キッチンの棚

241-0026
マーケット広場

241-0101
夏野菜

37

●オーレ・エクセル
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241-0076
イタリアン・フラワーシェルフ

241-0078
おしゃべりな鳥たち

241-0077
ハッピー・バードデイ

241-0081
ストロミング



722-0110 マンボ 722-0112 ドット 722-0111 ピッケピン

●エプロン キッチンで活躍するエプロン。アルメダールスならではの素敵な柄で、

キッチンワークがますます楽しくなります。
価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：90ｘ70ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％ リトアニア製

216-0001
エプロン「ハーブ」
＊首紐と腰ひもは別に縫製されたタイプです。

216-0003
エプロン「ピクニック」
＊首紐と腰ひもが1本で繋がったタイプです。

216-0006
エプロン「マッシュルーム」
＊首紐と腰ひもはそれぞれ別のタイプです。

216-0007
エプロン「ポモナ」
＊首紐と腰ひもが1本で繋がったタイプです。

■コットンバッグ
人気の柄たちが、コットンバッグになって登場です。オシャレなバッグは普段の買
い物だけでなく、様々なシーンで活躍してくれます。A4サイズが余裕で入り、マチ
もあるので便利に使えます。気分に合わせて選びたくなる豊富なデザインバリ
エーションです。
価格：2,500円（税別） ロット2 サイズ：38ｘ30ｘ10ｃｍ 素材：コットン、リネン リトアニア製

412-0303
「ハーブ」ブルー

412-0305
「ハーブ」レッドｘイエロー

412-0304
「ハーブ」オレンジｘオリーブ

412-0306
「ベラミ」ブルー

412-0307
「ポモナ」

412-0302
「フリスコ」

412-0301
「ピクニック」

●ポットマット／オーブンミトン 価格：1,800円(税別) ロット：2 サイズ：23cm x 23cm 素材：コットン、リネン リトアニア製

213-0211

ハーブ
213-0213

ピクニック
213-0218

ポモナ
213-0212

マッシュルーム
213-0214

フリスコ

213-0201

ハーブ
213-0203

ピクニック
213-0208

ポモナ
213-0202

マッシュルーム
213-0204

フリスコ

■キッチンアイテムいろいろ
●プレースマット 気軽に使えて便利なプレースマット。再生ペット素材で汚れても水でふき取れます。
価格：900円（税別） ロット：2 サイズ：40ｘ30㎝ 素材：プラスチック（再生ペットボトル） スウェーデン製

722-0113 ハーブ 722-0114 フィッシュ 722-0115 ピクニック 722-0116 ポモナ

●オーブングローブ 価格： 2,800円(税別) ロット：2 サイズ：29cm x 21cm(最長部) 素材：コットン、リネン リトアニア製

アルメダールスのトレーやボードの素材は寒い
北欧でしっかり育った上質の白樺材です。製造
過程の仕上げは現在でも一つ一つ丁寧な手作
業で行われ高い品質を維持しています。テキス
タイルのデザインがそのままプリントされており、
温かく風合いある布地の素材感も残されている
個性的なアイテムです。

アルメダールスのトレーは、薄いシートのような
白樺の木の皮が、重ねられて作られています。
その数、９枚。この９枚という数が、多くの試作の
結果、厚すぎず薄すぎずの、絶妙な厚さだと分
かったそうです。一番上にはデザインのシートが
載せられ、それを特殊な機械でしっかりプレス。

最終的には職人の方々が、カット面が滑らかに
なるように、手作業でしっかり加工しています。

■アルメダールス豆知識
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■ペーパーナプキン 価格：940円税別） ロット：３ サイズ：17ｘ17ｘH2ｃｍ （広げたら33ｘ33ｃｍ） 素材：紙 ドイツ製 ＊20枚入

242-0001 ハーブ 242-0002 フィッシュ 242-0008 ピクニック 242-0011 ポモナ

242-0007 ベラミブルー 242-0009 ベラミオレンジ 242-0004 マッシュルーム 242-0010 フリスコ

215-0701

ハーブ ブルー
215-0705

ハーブ オレンジxオリーブ
215-0706

ハーブ レッドxイエロー
215-0716 

ハーブ ブラック

215-0718
キッチンの棚

215-0719
ジャムポット

■キッチンワイプ 価格：580円 ロット：３ サイズ：20ｘ18ｃｍ 素材：コットンｘセルロース スウェーデン製

215-0702

フィッシュ
215-0713
イタリアンフラワーシェルフ

215-0714
ハッピー・バードデイ

215-0703

フォックス
215-0712

アップル オリジナル

■ネームタグ

493-0104 
ネームタグ
「ハーブ」

493-0102 
ネームタグ
「ピクニック」

旅行鞄にちらりと下げるオシャレなネー
ムタグ。より取り付けやすく外れにくい金
具に仕様変更になりました。
価格：900円（税別） ロット：1 サイズ：9ｘ6ｃｍ
素材：白樺MDF スウェーデン製

■アルメダールスのクリスマスアイテム

241-0075 キッチンタオル
価格：2,000円（税別）
サイズ：47x70cm ロット：2

242-0021 スモールクロス
価格：1,500円（税別）
サイズ：45ｘ45cm ロット：2

213-0217 オーブングローブ
価格：2,800円（税別）
サイズ：28ｘ17cm ロット：2

213-0207 ポットマット
価格：1,800円（税別）
サイズ：20x20cm ロット：2

242-0011 ペーパーナプキン

価格：940円（税別）
サイズ：33x33ｃｍ ロット：3

243-0102 テーブルランナー

価格：3,600円（税別）

サイズ：45ｘ140cm ロット：2

トムテと呼ばれるスウェーデンのサンタクロースは、クリスマスに欠かせない存在です。そ
のトムテたちのお手伝いをすると言われる小さな森の妖精、トムテ・ニッセ。アルメダールス
ならではの可愛いクリスマスデザインです。

●トムテニッセ 215-0709
キッチンワイプ
価格：580円（税別）
サイズ：18x20cm
ロット：3

●キッチンポルカ クリスマスのジンジャークッキーを思わせるような愛らしいコックさん。「ポルカ」とは1800年代に生まれたチェコのフォークダンス。スウェーデ

ンにも古くから伝わり、祝いの席などで皆で踊ったりする習慣がありました。チェックの背景がどことなくレトロな雰囲気のこのデザインは、ア
ルメダールス社のデザインアーカイブに古くからあった定番柄。2017年に復刻製造されました。

215-0721キッチンワイプ
「キッチンポルカ」レッド
価格：580円（税別）
サイズ：18x20cm ロット：3

225-0069トレーS
「キッチンポルカ」レッド
価格：3,800円（税別）
サイズ：20ｘ27cm ロット：2

215-0722キッチンワイプ
「キッチンポルカ」グリーン
価格：580円（税別）
サイズ：18x20cm ロット：3

225-0070トレーS
「キッチンポルカ」グリーン
価格：3,800円（税別）
サイズ：20ｘ27cm ロット：2
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241-0104キッチンタオル
「キッチンポルカ」レッド

241-0105キッチンタオル
「キッチンポルカ」グリーン



●プルート・プロダクテルデザイン オシャレで可愛い、プルートのデザインが揃いました。

キッチンワイプ ～次世代のキッチンツール～

普段は紙のようにドライな素材感ですが、水にぬらすことで布のように柔らかくなります。洗って、絞って、洗濯して･･･使い捨て

ることなく、長く使い続けることができる、人気のキッチンアイテムです。

自重の10倍という優れた吸収力でこぼれたコーヒーもひとふき。また乾燥性が高く衛生的、また片手で簡単に水を切ることがで

きるのも嬉しいポイント。布フキンやタオルよりも使いやすいと評判で、世界50カ国以上で、愛用されて続けてきました。日本で

も一度使うと手放せないと、リピーターが増えています。

このキッチンワイプに使われてるセルロース素材は綿やパルプからの再生植物繊維です。使用後は燃えるゴミとしても無害で

土に還ります。地球に優しい、優れもの。まさに次世代のキッチンツールです。
価格：550円（税別） ロット：3 サイズ：20cm x 17cm 素材：セルロース 70％ x コットン30％ スウェーデン製

215-0316
プルートふくろう

215-0322
プルートディア

215-0321
プルートバード

●ナチュラルモチーフ 北欧の人が愛してやまない自然を感じさせてくれるシリーズです。

215-1115
ラベンダー

215-2032 
キンポウゲ

215-2045

リンゴンベリー/コケモモ

215-2044

アカツメクサ

215-2033 

ブルーベリー

215-2010

ラズベリー

215-2021
デイジー

215-0099 復活!
アップルマルチ

215-2031 
トマト

215-2029 
パプリカ

215-2028 
にんじん

215-2026 
えんどう豆

215-2023
きのこ

215-2042
赤い実のリース

215-0401
ダーラヘスト レッド

215-0402
ダーラへスト ブルー

215-0403
ダーラヘストブラック

215-0404
ダーラヘストグリーン

215-0024 復活!
キャット レッド

215-0023 復活!
キャット ブルー

215-2039
キャット・オン・ルーフ

215-0043
ベア

●アニマルモチーフ 愛らしい動物たちのデザインです。北欧を代表するダーラヘストのモチーフも。

215-0405 
キャット ブラック

215-0412 
羊 ブラック

215-0413 
ハリネズミ ブラック

215-0325
ミッフィー

215-0326
スモールミッフィー

215-0327
ペイントミッフィー

215-0328
ずるネコ

＊アップルの中には、様々なリンゴの品種名がスウェーデン語で書かれています。
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アンナビクトリア ～スウェーデンの伝統とモダンの融合～

661-0001 new!
アンナビクトリアのダーラヘスト13ｃｍ
参考上代：6,500円（税別） サイズ：
L13xW5xH13cm

661-0002 new!
アンナビクトリアのダーラヘスト9ｃｍ
参考上代：5,000円（税別） サイズ：
L9xW3xH9cm

スウェーデン人のこころのふるさとといわれる、ダーラナ地方。この地で育ったデザイナーのビクトリア・モンストルームは、2006年「アンナビ
クトリア」というブランドをスタートしました。
子供の頃、おばあさんが織っていたスウェーデンの伝統的な織物の色彩や、おじいさんが作っていた木工品などからインスピレーションを
受けました。また、スウェーデンを代表する動物であるトナカイや馬をモチーフとし、スウェーデンらしさを表現することを目指しています。
大人な女性をターゲットとし、伝統的なスウェーデンの要素を美しくシックでモダンなデザインに仕上げた上質なブランドです。

661-0101 new!

ドリンクグラス「ダーラヘスト」

661-0102 new!

ドリンクグラス「トナカイ」

661-0201 new!

マグカップ「ダーラヘスト」

661-0202 new!

マグカップ「トナカイ」

デザイナー：ビクトリア・モンストルーム
ダーラナ地方出身のビクトリア。
北欧の伝統モチーフをモダンな製品に
使う事で、いつまでも伝統が受け続かれ
て行く事を願っています。

●「幸運をもたらす馬」として愛される、ダーラヘストオブジェ
スウェーデンでは「幸せを運ぶ⾺」として、知らない人はいない馬のオブジェです。伝統的

なものは木を素材にした⺠芸品でほっこり⼼和みますが、こちらは陶磁器製のシックで大

人なデザイン。鮮やかなストライプの色は、実はダーラナ地方の伝統織物に用いられるス

ウェーデンの伝統カラーです。専用ボックス入りで、ギフトにもおすすめ。

＊ストライプ柄は両面です。 素材：陶磁器 製造：ポルトガル ロット：１

●ドリンクグラス
シンプルで程よいサイズのグラスは、活躍の幅が広い便利なアイテム。
一つ一つ手作業で刻印されたダーラヘストとトナカイのモチーフに高級
感が感じられるグラスです。少しカジュアルにワインなどのお酒を楽し
むときにもぴったりです。
＊刻印は手作業で行われているため、位置などに若干の個体差がある場合がありますのでご
了承ください。
参考上代：2,800円（税別）サイズ：D7xH10cm 容量：250ML（満水）
ロット：2 製造：ポルトガル
＊食洗器可能。電子レンジ、オーブン不可。外箱なし。

●ハンドル付きマグカップ
大きすぎず、小さすぎない、スウェーデン人が大好きな「ラーゴム（ちょうど
良い）」なマグカップ。便利なシンプルなモノトーンのデザインは、年齢性別
問わず、様々なシーンで使いやすいアイテムです。

参考上代：3,300円（税別）サイズ：D8xH10cm 容量：300ML（満水）
ロット：4 製造：ポルトガル
＊食洗器可能。電子レンジ可。オーブン不可。外箱なし。

専用ボックス入り。
＊ボックスには輸送時に
生じたダメージなどが見ら
れる場合もございます。

ブランドロゴとスウェー
デン国旗がプリントされ
ています。

●トートバッグ
ブラックの地にシンプルなラインで描かれたモチーフが大人っぽ

い、シックでおしゃれなトートバッグです。ハンドルは2つの異な

る長さがついており、手で持つのも肩に掛けるのも使えます。厚

手の生地、裏生地付きたっぷりまち、内ポケット付きで、トートに

欲しい機能はばっちり。丁寧な作りとシックなデザインで、きちん

としたシーンにも使える嬉しいトートバッグ。

価格：素材：ポリエステル 製造：ポルトガル ロット：３

661-0001 new!
アンナビクトリアのダーラヘスト13ｃｍ
参考上代：6,500円（税別） サイズ：
L13xW5xH13cm

661-0002 new!
アンナビクトリアのダーラヘスト9ｃｍ
参考上代：5,000円（税別） サイズ：
L9xW3xH9cm
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651-0011 キッチンタオル「ベルサ」
価格：2,600円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：70ｘ50ｃｍ スウェーデン製

651-0023 キッチンタオル「ベルサ」グレー
価格：2,600円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：70ｘ50ｃｍ スウェーデン製

651-0010 キッチンタオルS「ベルサ」
価格：2,000円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：50ｘ30ｃｍ スウェーデン製

651-0013 ペーパーナプキン「ベルサ」
価格：900円（税別） ロット：2
素材：紙 サイズ：17ｘ17ｘH２ｃｍ（広げたら35ｘ35ｃｍ）
＊２０枚入り。 ドイツ製

651-0027 クッションカバー「ベルサ」
価格：4,500円（税別） ロット：2
素材：リネン50％ コットン50％
サイズ：45x45cm スウェーデン製

スティグ・リンドベリ生誕100周年 ベルサ
リンドベリ生誕１００周年を記念して、リンドベリの作品の中でも最も人気の高く、最も要望の多かった「BERSAベルサ」

の柄の復刻アイテムが製造されました。現在このグリーンの葉のモチーフは、リンドベリやグスタフスベリ、さらには福祉

国家スウェーデンを象徴する、アイコン的デザインとなりました。1960年に生まれたこのデザインは、現在でも世界中の

人々を魅了し続けています。

こちらの復刻製品は全てスティグ・リンドベリのご子息、ラーシュ氏による厳しい監修の下、スウェーデンなどヨーロッパ

内で製造され高い品質を保っています。

651-0012 プレースマット「ベルサ」
価格：2,000円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ100％
サイズ：47ｘ37ｃｍ スウェーデン製

651-0026 オーブンミット「ベルサ」
価格：2,600円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：70ｘ50ｃｍ スウェーデン製

651-0015 テーブルランナー「ベルサ」
価格：4,800円（税別） サイズ：145ｘ40ｃｍ
素材：リネン100％ ロット：2 スウェーデン製

厚みがしっかり
あって、安心の使
用感です。

各商品には、スティグ・リンドベ
リの手描きサインがプリントさ
れています。

■テキスタイル、ペーパーアイテム

デザイナー：スティグ・リンド
ベリ
1916年-1982年

北欧ミッドセンチュリーの時代、ス
ウェーデンの陶磁器メーカー、グ
スタフスベリ社のアートディレク
ターとして活躍し、数々の名作を
生み出しました。遊び心あふれる
斬新なデザインは当時の国民を
驚かせ、瞬く間に人々の心を掴
みました。その素晴らしいデザイ
ンは時を得た今も世界中の人々
を魅了し続けています。
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832-0001 トレースタンド（スタンドのみ）Ｄ45-46ｃｍ用 ホワイト 12,000円

832-0002 トレースタンド（スタンドのみ）Ｄ45-46ｃｍ用 ブラック 12,000円

832-0003 トレースタンド（スタンドのみ）Ｄ65ｃｍ用 ホワイト 14,000円

832-0004 トレースタンド（スタンドのみ）Ｄ65ｃｍ用 ブラック 14,000円

＊アルメダールス社など、同サイズの他ブランドのトレーに使用可能です。

ロット：1 サイズ：D65・D46ｃｍ x H55cm 

素材：白樺MDF、ラッカー塗装スチール スウェーデン製

＊トレーとスタンドには、ネジなどの固定はありません。

折り畳むと厚さ僅か2.5㎝。棚やタンスの隙間などにすっきり収納でき
ます。

ちゃぶ台以上に画期的でおしゃれなテーブルなのです。
また持ち運びも簡単便利！

＊トレーはスタンドの上に載せるだけでネジなどの固定ではなく、上
の載せるスタイルです。

おすすめポイント！
トレーとスタンドの組み合わせ、

驚きの便利さ。

場所をとらず収納！

■別売り トレースタンド
ラウンド型の様々な北欧トレー。デザインは絵やポスターのように素敵だけど、トレーとしてはお

値段も張るし、使い方も難しい・・・と、そんな皆様のお声を受け、北欧トレーにぴったりな、ス

ウェーデン製のトレースタンドのみの取り扱いも始めました。

使い方はとてもシンプル。折り畳み式のスタンドを広げ、その上にトレーを載せるだけ。この使い

方で、「トレー」はキッチンツールの域を超え、「家具」として活躍することができます。

折り畳み式でコンパクトになるので（折畳み時厚さ2.5ｃｍ）、収納場所にも困りません。

スウェーデン製でクオリティも高く、安定感がある使用感です。

折り畳み式の専用スタンドをトレーの台として使う事で、
トレーをセンターテーブル、サイドテーブルとして使う事
が出来ます。

D６５ｃｍセット 価格：29,000円（税別）
D46cmセット 価格：20,000円（税別）

ロット：1 サイズ：D65・D46ｃｍ x H55cm 

素材：白樺MDF、ラッカー塗装スチール スウェーデン製
＊トレーとスタンドには、ネジなどの固定はありません。

651-0021 D65cm ホワイトセット
651-0028 D46cm ホワイトセット

651-0022 D65cm ブラックセット
651-0029 D46cm ブラックセット

651-0007 
ボードサークルD21「ベルサ」
価格：3,500円（税別） ロット：2
サイズ：D21ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0006 
ボード角30ｘ20ｃｍ「ベルサ」
価格：4,000円（税別） ロット：2
サイズ：30ｘ20ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0005 
トレーS「ベルサ」
価格：4,000円（税別） ロット：2
サイズ：D27ｘ20ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0017 スクエアL
価格：4,000円（税別）
ロット：2 サイズ：23ｘ23ｃｍ

651-0016 スクエアS
価格：3,300円（税別）
ロット：2 サイズ：15ｘ15ｃｍ

651-0001 
トレーラウンドD31「ベルサ」
価格：4,500円（税別） ロット：2
サイズ：D31ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0002 
トレーラウンドD46「ベルサ」
価格：8,000円（税別） ロット：1
サイズ：D46ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0003
ラウンドトレーD65「ベルサ」
価格：15,000円（税別） ロット：1
サイズ：D65ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

651-0008 
コースター４枚セット「ベルサ」
価格：3,000円（税別） ロット：1
サイズ：D9ｃｍ 素材：白樺MDF
スウェーデン製

■木製アイテム

トレーやカッティングボードなど、スウェーデン製の木製キッチンアイテム。素材には、北欧

で育つ白樺材や白樺MDFが用いられ、職人の手仕事で丁寧に作られたこだわりのアイテ

ムです。各商品の裏面にはリンドベリの手描きサインとリンドベリの紹介文（英語）が印刷さ

れています。

素材：白樺MDF スウェーデン製

●トレーラウンド+専用スタンド「ベルサ」
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グスタフスベリ陶磁器
1825年スウェーデンのストックホルムに設立されたグスタフスベリ陶磁器。現在でもスウェーデンで製造を続けており、北欧にのこる唯

一の陶磁器工場となっています。芸術家のウィルヘルム・コーゲはじめスティグ・リンドベリ、リサ・ラーソンなど素晴らしいデザイナーに

より、個性豊かなミッドセンチュリーの象徴的なテーブルウエアを数多く生み出しました。

リンドベリは、このグスタフスベリ陶磁器でアートディレクターを務め、家庭用品からアートピースまで、たくさんの作品を世に出してきま

した。

現代でも、製造ラインは当時の設備を活用しながら、ひとつひとつ手作りに近い製法で作られています。大量に生産されるものとは異

なりひとつひとつ表情の違う温かみのある製品に仕上がっています。 ＊こちらの商品は特殊掛け率となります。

ロット：１ 素材：ボーンチャイナ スウェーデン制 ＊こちらの商品は復刻された現行品です。ビンテージ商品ではありません。 電子レンジ使用可。食洗器、オーブン使用不可。個箱なし。

●ベルサ オリジナル製造期間：1960-1974年

リンドベリの代表作でもあり、グスタフスベリのテーブルウエアを代表するシリーズとして、今でも絶大な人気。葉

脈がくっきりと描かれた木の葉モチーフが印象的です。もともと「ベルサ」とは、スウェーデン語で「緑に囲まれた小

さなスペース」を意味します。例えば庭などにこういったスペースを作って、そこでお茶を楽しんだりする。それが、

「ベルサ」の本当の意味なのです。自然が大好きなスウェーデン人ならではのネーミングなのです。

＊写真はビンテージのオリジナルアイテムです。

●アダム と エバ
オリジナル製造期間：1956-1974年

均一に並んだドットはさりげなく遠近法を用いることで、より立体的でシャープな印象に仕上げています。柄を反

転させた「アダム」と「エバ」はペアで揃えても素敵です。エバはオリジナルで製造された数量が少なく、オリジナ

ルアイテムとしてはあまり市場に出ることがなく、コレクターアイテムとなっている貴重なデザインです。

652-0101 コーヒーCS ベルサ
価格：14,500円（税別） ロット：1
サイズ：カップ：D8.5ｘH5cm
ソーサー：D13ｘH3cm 容量200ｍｌ

652-0102 プレート１８㎝ ベルサ
価格：9,200円（税別） ロット：1
サイズ：D18ｘH2cm

652-0103 キャニスター蓋付 ベルサ
価格：10,600円（税別） ロット：1
サイズ：D9.5xH7.5ｃｍ（蓋含む）

●リブ

オリジナル製造期間：1955年～60年

「棒」という意味のラインでデザインされたシンプルなシリーズ。ブラウンとブ

ラックのコンビがどこか懐かしく優しい印象を与えます。シンプルで飽きのこ

ないデザインは年齢性別を問わず人気です。

■品質に関するご注意 昔ながらの製法でハンドメイドで製造されている特徴を持つ商品のため、製造工程で生じる以下のような特徴がございます。こちらはメー

カーの品質基準をクリアした良品となるため、以下の理由での返品、交換はお受けできませんのでご了承ください。また、ハンドメイドの特

性から若干の個体差がありますのでご了承ください。

黒点、色の抜け、着色 柄のかすみ、にじみ 突起、コルクの欠け ペイントロス、スクラッチ 凹み、欠け ロゴ印刷の薄れ、色の濃淡、カッ
プとソーサーの製造年の違い等

652-0201 コーヒーCS アダム
価格：￥14,500（税別） ロット：1
サイズ：カップ：D8ｘH5.5cm
ソーサー：D13cmｘH2cm 容量150ｍｌ

652-0202 プレート１８㎝ アダム
価格：9,200円（税別） ロット：1
サイズ：D18ｘH2cm

652-0203 キャニスター蓋付 アダム
価格：10,600円（税別） ロット：1
サイズ：D9.5xH7.5ｃｍ（蓋含む）

652-0301 コーヒーCS エバ 652-0302 プレート１８㎝ エバ

652-0401 コーヒーCS リブ 652-0402 プレート１８㎝ リブ

スウェーデン、グスタフスベ

リ陶磁器の工場風景。熟練

の職人たちが、当時と同じ

設備を使って丁寧な手作業

で一点一点製造を行ってい

ます。
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ヒュッゲの国デンマークから、蝋素材のLEDキャンドルやトムテ人形をお届けします。デンマークを代表するインテリアブランド、シリウスです。
デンマーク語で「居心地がいい時間や空間」を意味するヒュッゲ。日本だけでなく世界中のライフスタイル業界に新たなブームを起こしています。そんなデンマー
クから、秋冬の「ヒュッゲ」に欠かせないキャンドルやライトデコレーションをご紹介します。
＊すべての商品は屋内での使用に限ります。

■クリスマスデコレーション
セラミック素材の愛らしいトムテ/エルフやハウス型のオーナメントは、クリスマスにぴったりです。オリジナルギフトボックスで、ギフトにもおすすめです。

●トムテ/エルフ LEDキャンドル付き（オリジナルボックス入り）

ロット：３ 素材：セラミック、プラスチック、LED 電池：ボタン電池CR32032ｘ１（ 込み） タイマー：なし 製造：中国

●ハウス型オーナメント（オリジナルボックス入り）
価格：3,000円（税別）ロット：３ サイズ：D7xH10.5cm 素材：セラミック、プラスチック、LED 電池：ボタン電池 CR32032ｘ１（込み） タイマー：なし 製造：中国

シリウス商品は、それぞれオリジナルボックスに入ってお届けします（テンナ単品を除く）。ギ
フトにも便利なアイテムです。

＊ボックスには輸送中に受けるダメージや汚れが見られる場合がございます。あらかじめご
了承ください。

■オリジナルボックスについて
一部のボタン電池（CR2032）式商品は、電池込みでの販売となります。その他の商品はご使
用には別途電池（単３または単４）のご用意が必要となりますのでご注意ください。

■電池について

シリウス ～ヒュッゲの国デンマークから届くライトデコレーション～

267-0001 エルフ「クラムジー＆ノージー」 new!
価格：3,800円（税別） サイズ：10.5ｘ10.5ｘH9cm

267-0002 エルフ「ラッキー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：9ｘ9ｘH9.5cm

267-0003 エルフ「ドリーミー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：10ｘ10ｘH8cm

267-0004 エルフ「ハッピー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：9ｘ9ｘH8cm

267-0005 エルフ「レイジー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：12ｘ12ｘH9cm

オリジナルボックス入り。

266-0003 new!
ハウス型オーナメント「スノーフレーク」

266-0004 new!
ハウス型オーナメント「ひいらぎ」

266-0001 new!
ハウス型オーナメント「スター」

266-0002 new!
ハウス型オーナメント「エンジェル」
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蝋素材を使用し、本物のキャンドルの雰囲気そのままに、LEDなので「火」を使う必要がありません。お子様やペットのいるご家庭でも気軽に使うことがで

きます。キャンドルが生活の中の身近な存在のヒュッゲの国、デンマーク生まれのキャンドルです。キャンドルの灯の繊細な揺れも再現されたクオリティ

の高さです。

■蝋素材LEDキャンドル

●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」単品
Sサイズ：価格：1,900円（税別） ロット：３ サイズ：D7.5xH10cm Mサイズ：価格：2,200円（税別） ロット：３ サイズ：D7.5xH12.5cm

Lサイズ：価格：2,500円（税別） ロット：３ サイズ：D7.5xH15cm 素材：ワックス（蝋）、プラスチック 電池：単4ｘ３本（別売）

タイマー：あり（４時間後消灯または8時間後消灯） 製造：中国

●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」3本セット
（オリジナルボックス入り）

価格：5,000円（税別） ロット：３ サイズ：D7 x H10、12、15cm 

素材：ワックス（蝋）、プラスチック

電池：単4ｘ２本ｘ３個分（別売）

タイマー：あり（４時間後消灯または8時間後消灯）製造：中国

●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」ミニ ２本セット（オリジナルボックス入り）
価格：2,400円（税別） ロット：３ サイズ：S＝D5xH6.5cm 素材：ワックス（蝋）、プラスチック

電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み） タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。） 製造：中国

●その他の蝋素材LEDキャンドル（オリジナルボックス入り）

ロット：３ 素材：ワックス（蝋）、プラスチック

タイマー：あり（6時間消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。）製造：中国

261-0101 「テンナ」３本セット ホワイト new!

261-0201 new!
「テンナ」ミニ2本セット
ホワイト

261-0202 new!
「テンナ」ミニ2本セット
レッド

261-0203 new!
「テンナ」ミニ2本セット
ゴールド

261-0204 new!
「テンナ」ミニ2本セット
シルバー

268-0003 new!
「カルラツリー」L
価格：3,800円（税別）
電池：単4ｘ３本（別売）
D11 x H23cm

268-0001 new!
「カルラツリー」S H16ｃｍ
価格：2,500円（税別）
電池：単4ｘ３本（別売）
D11xH16cm

268-0004 new!
「スノウボール」2個セット
価格：4,500円（税別）
電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み）
D8ｘH8cm x 2つ

●蝋素材LEDキャンドル「MONA」２個セット
（オリジナルボックス入り）

価格：3,000円（税別） ロット：３ サイズ：D8 x H7cm 素材：ワックス（蝋）、プラスチック

電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み） タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオ
フにするまで繰り返します。） 製造：中国

261-0001 「テンナ」ホワイトH10cm new!
261-0002 「テンナ」ホワイトH12.5cm new!
261-0003 「テンナ」ホワイトH15cm new!

261-0011 「テンナ」レッドH10cm new!
261-0012 「テンナ」レッドH12.5cm new!
261-0013 「テンナ」レッドH15cm new!

261-0021 「テンナ」ゴールドH10cm new!
261-0022 「テンナ」ゴールドH12.5cm new!
261-0023 「テンナ」ゴールドH15cm new!

261-0031 「テンナ」シルバーH10cm new!
261-0032 「テンナ」シルバーH12.5cm new!
261-0033 「テンナ」シルバーH15cm new!

262-0001「モナ」２個セット ホワイト new! 262-0002「モナ」２個セット ゴールド new!

262-0003「モナ」２個セット シルバー new!

シンプルなスイッチ操作
のタイマー設定。
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気軽なデコレーションとして場所や使用シーンを選らばず使いやすい、さまざまなタイプのLEDデコレーションです。

■LED デコレーション

●ワイヤーライトデコレーション（オリジナルボックス入り）

伸ばしたり、丸めたり、絡めたり、自由な形に変えてさまざまなシーンで楽しめます。

20LEDタイプ 価格：1,500円（税別） ロット：３ サイズ：LED部分1.9ｍ+バッテリーホルダーまで20㎝ タイマー：なし

40LEDタイプ 価格：2,300円（税別） ロット：３ サイズ：LED部分3.9ｍ+バッテリーホルダーまで30㎝ タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。） 素
材：メタルワイヤー、プラスチック、LED 電池：単3ｘ2本（別売） 製造：中国

●ボールデコレーション「ボレット」ミニ（オリジナルボックス入り）

コットンを丸めて固めたボール型のデコレーション。かわいいフォルムとやさしい素材感で温もりあるインテリアを演出します。
価格：4,000円（税別） ロット：３ サイズ：LED部分1.5ｍ+バッテリーホルダーまで30㎝ 素材：コットン、プラスチック、LED 電池：単3ｘ2本（別売）

タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。）製造：中国

●LEDティーキャンドル「ローン」６個セット（オリジナルボックス入り）
ロット：３ サイズ：D3.5㎝ｘ６個 素材：プラスチック、LED 電池：ボタン電池CR2032ｘ１（込み） タイマー：なし 製造：中国

ワイヤーデコレーション「スター」
265-0001 20LEDタイプ new!
265-0011 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「スノーフレーク」
265-0002 20LEDタイプ new!
265-0012 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「マギー」
265-0005 20LEDタイプ new!
265-0015 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「クニルケ」
265-0003 20LEDタイプ new!
265-0013 10LED new!

ワイヤーデコレーション「クニルケマルチ」
265-0004 20LEDタイプ new!
265-0014 40LEDタイプ new!

40LEDタイプのバッテ
リーホルダーイメージ。
裏面にタイマーオン
オフスイッチがありま
す。

バッテリーホル
ダーイメージ。
裏面にタイマー
オンオフスイッ
チがあります。

271-0001 「ボレット」ミニ ゴールド new! 271-0002 「ボレット」ミニ シルバー new!

270-0001 new!
「ローン」ホワイト 6個セット
価格：2,400円（税別）

270-0002 new!
「ローン」グリッターゴールド 6個セット
価格：2,800円（税別）

270-0003 new!
「ローン」グリッターシルバー 6個セット
価格：2,800円（税別）

デザインにより異なる
パッケージでギフトに
もぴったり。
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313-0124

スウェーデン

ダーラヘスト、バイキング

王冠…これぞスウェーデン！

というモチーフが揃いました。。

313-0121ロングセラー！
クリスタル
より繊細な新デザインに
なって、人気のクリスタル
が戻ってきました。

313-0089 復活！

エンジェル＆プレゼント

クリスマスモチーフがたくさん

ワクワクするような楽しい

デザインです。

313-0086
サンタとトナカイ
そりを引くトナカイとサン
タクロースのシルエット
がオシャレなデザイン。

■ロータリーキャンドルホルダー/キャンドルスペル
世界中で絶大な人気を誇るロータリーキャンドルホルダー。発表以来生産の追い付かないムーミンシリーズを始め、愛ら

しい動物や美しい自然のモチーフがそろいます。また、パッケージもそれぞれのモチーフごとにデザインされており、プレ

ゼントにも最適です。

価格：1,600円（税別） ロット：3 サイズ：16.5ｘ6.5cm 素材：メタル 中国製

斬新でナチュラル、それでいてシックなデザインのプルート・プロダクト。北欧らしいデザインの数々は、アメリカ、ヨーロッパにおいても大変高い評価を受けて
います。個性的なギフトとしても喜ばれるアイテムです。ハイセンスなデザインが揃う人気ブランドです。

組み立て式になって箱の中に収納されています。説明書（英語）付。

313-0135  new!

ダーラヘスト
「幸せを運ぶ馬」と古くから愛
される馬モチーフ。温かみの
あるゴールドで、ギフトにも。

313-0136 new!

クリスタルエンジェル
モチーフにクリスタルが
加わりました。。キャンド
ルの光が反射し美しく
光ります。

313-0128 new!

リスネイチャー

リースの中でドングリを

持ったリス。ナチュラルで

愛らしいモチーフです。

313-0125 復活！
ゴールドスター
デティールが美しいゴールド
のスター。シンプルが美しい
デザインです。

プルート・プロダクテル

●通常取扱い以外にも全１００種類以上のバリエーションがございます。別カタログをご請求ください（取り寄せの場合ロット２５）

●キーリング

491-0109

バード

491-0101

キャット

491-0107

ふくろう

厚手のメタルでしっかりしたつくりのキーリング。毎日使うものだから、こだわって。
価格：￥750(税別) ロット：3 サイズ：7.5 ｘ 4.5cm 素材：メタル 中国製

491-0108

プルートホース

●テーブルクリスマスツリー ミニ

312-0204

「テーブル

クリスマスツリー」

ゴールドミニ

312-0203

「テーブル

クリスマスツリー」

シルバーミニ

313-0052 ロングセラー！
サーカス
くるくる回る楽しいメリー
ゴーランド。

313-0123

バードハウス

鳥小屋と鳥のモチーフは

国境を越えて時代を越えて

人気のデザインです。

313-0107
森のトナカイ
北欧を代表する動物と
いえば、トナカイ！

313-0085 復活！
こまどり
美しい鳴き声で知られ
るコマドリ。冬の鳥として
も知られます。

小さなデコレーションがたくさんのメタル製のクリスマスツリー。ミニタイプは気軽
に飾れてクリスマスモードを盛り上げてくれます。
価格：￥1,900(税別) ロット：3 サイズ：6ｘ6ｘH12ｃｍ 素材：メタル 中国製

＊クリスマス限定アイテムです。期間終了後の在庫はお問い合わせ下さい。
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■ムーミン

313-0137 new!
ムーミンファミリー
ゴールド
一番人気のムーミンファミリー。
新色ゴールドが仲間入り。

313-0112 
ムーミンファミリー
ホワイトｘゴールド
大人っぽい雰囲気で上品な
カラーコンビネーション。

313-0126
ムーミンファミリー
コッパ―
昨今メタル系の圧倒的人気カラーの
コッパ―版のムーミンファミリー！

313-0082 ロングセラー！
ムーミンファミリー
パパ、ママもそろって
楽しいムーミン一家。

313-0113
ムーミンフレンズ
リトルミイ、スナフキン、
ムーミンにムーミンハウ
スまで勢揃い。

313-0081 ロングセラー！
ムーミン
やっぱり大好き、ムーミン。
ムーミンキャラクターの中で
一番身近な存在です。

313-0083 ロングセラー！

リトルミイ

コアファンが多いリトルミイ。

様々な表情が楽しいデザイ

ンです。

価格：1,600円 （税別） ロット：3 サイズ：16.5ｘ6.5ｃｍ 素材：メタル 中国製●ロータリーキャンドルホルダー

●温度計 窓にぺたんと貼り付けるユニークな温度計。

価格：2,500円(税別) ロット：2 素材：メタル ポルトガル製

デザイナー：ハンス･ハルベリ

かわいい、おしゃれなプルートプロダクトのデザインを手
がけるヘッドデザイナー、ハンス。圧倒的に魅力的なデザ
イン＆商品。ハンスの作るキュートな世界観は世界中で
人気です。

プルートプロダクテルの世界に、ムーミン、ミッフィーが飛び込みました。愛らしく人気の高いキャラ
クターたちのユニークなアイテムになりました。

494-0023
「ミッフィー」
ゴールド

494-0024
「ミッフィー」
シルバー

494-0025 
ミッフィー
「バルーン」

317-0011
温度計ムーミン
17ｘ12ｃｍ

317-0014

温度計リトルミイ

18x11ｃｍ

■ミッフィー

313-0133 
ミッフィーバルーン
バルーンを持ってっ
ふわふわ空を飛ぶ
ミッフィー。

313-0130 
ミッフィー
自転車にのる
ミッフィーがくる
くる回る楽しい
モチーフ。

かわいいムーミンたちが、ブックマークになりました。気軽なプレゼントにも、最適です！

価格：￥700（税別） ロット：３ サイズ：7.5ｘ4ｃｍ 素材：メタル 中国製

●ブックマーク

494-0019
ムーミンフレンズ

494-0020
スナフキン

494-0022
ハッピー・ミイ

494-0021
ムーミンツリー

494-0012
ムーミンファミリー

494-0011
ムーミン

494-0013
リトルミイ

494-0018
ムーミンハウス

●ブッククリップ 価格：￥600（税別） ロット：３ 素材：メタル 中国製

494-0101
「ムーミン」
4ｘ5ｃｍ

494-0102
「ムーミンファミリー」
7.5ｘ5ｃｍ

●ロータリーキャンドルホルダー

●ブックマーク ●キッチンワイプ

ワイプページに掲
載しています！
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●キッチンワイプの特徴 ～次世代のキッチンツール～

➢ 水にぬらすことで紙のような素材が布のように柔らかくなります。使用後は自然乾燥で元の紙のようにドライな状態に戻り、衛生的に使えます。

➢ 従来の布フキンと同様、キッチンや食卓、バスルームなどでの拭き掃除にご利用いただけます。また、ケバだちがないので、グラスやシンク台など
光沢のある面を掃除するにも適しています。

➢ 特殊な製造方法により、とても丈夫です。沸騰したお湯での煮沸消毒や、洗濯機での丸洗いもOK。衛生的に使い続けることが出来ます。

➢ 使い捨てではなく、繰り返しつかうことができます。

➢ 100％天然植物繊維（コットン30％セルロース70％）からできています。使用後は燃えるゴミとして、また土に埋めても地球に還る地球に優しいエコ
な素材です。

●ご注文から納品まで

お
問
合
せ

お
見
積
も
り

ご
注
文
確
定

デ
ザ
イ
ン
ご
入
稿

本
印
刷
開
始

（ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
提
携
工

場
に
て
）

ご
指
定
住
所
へ
納
品

サ
ン
プ
ル
校

了

袋
詰
め
な
ど
オ

プ
シ
ョ
ン
作
業

約3～4週間

約1週間

●入稿データ： イラストレーター EPS （印刷色はパントーンカラーにてご指定ください）

●通常納期： データ決定後約３～４週間（サンプルが必要な場合はサンプル確認後から）

●ミニマムオーダー： 500枚より

●サイズ： M：172ｘ200ｍｍ、L303ｘ258ｍｍ、縦長：150ｘ258ｍｍ

●価格： 枚数、色数により異なります。お問合せください。

●生地色：レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイトなど全15色。

●その他： オプションにて説明書、PP袋詰め手配も可能です。

その他ご希望ご要望がございましたら別途ご相談ください。

■印刷にあたって

スウェーデンで、1990年代からキッチンワイプの印刷を専門に行ってきた印刷工場と提携し、クオリティの高い
プリントキッチンワイプをご提供しています。印刷は全てスウェーデンで行わるため、Made in Swedenの表記を
入れることも可能です。

北欧商品ＯＥＭ製造のご案内

印刷実績一例

御社の販促ツールとして、ショップのオリジナルアイテムとして、イベント用のアイテムとして、様々なニーズに合わせてご利用いただけま

す。スウェーデン現地のメーカーや工場との特別協力体制により、様々なオリジナル製造が可能となりました。弊社の日本・スウェーデン

両営業所にて、御社オリジナル商品の製造を全面的にサポート致します。

「キッチンワイプ」は、スウェーデンで30年以上前に開発された特殊なふきんです。その使い勝手の良

さから、今ではスウェーデンの一般各家庭で圧倒的に多く普及しています。キッチンの台拭きや水切り
シートとして、バスルームやトイレの拭き掃除に、また洗車の際に車を拭いたりなど幅広い用途に使用
でき、その使い勝手の良さからリピーターが後を絶ちません。

この画期的なワイプ素材に、オリジナルデザインやロゴの印刷が可能になりました。印刷は、スウェー
デンの提携工場にて一点一点丁寧なスクリーン印刷で行う事で、高い表現力を維持しています。

■キッチンワイプへのオリジナル印刷

キッチンワイプの説

明書例（オプション）。

オリジナルのデザイ

ンでの説明書を印

刷して同梱すること

も可能です。

■木製アイテム

北欧の木製品に、オリジナルのデザインを印刷を行
います。ロット50～。

■ロータリーキャンドルホルダー

人気のプルートプロダクトのロータリーキャンドル。オ
リジナルデザインでの製造が可能。ロット3,000～。

■白樺のアートカード

フィンランド産の白樺素材のプライウッド
板への印刷を行っています。ロット100～
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会社概要

日本事務所

会社名： 株式会社 アイ・フェローズ
北欧部

所在地： 167-0053

東京都杉並区西荻南2-27-10

TEL：03-6454-2481

FAX：03-6454-2483

Ｅｍａｉｌ： info@ditt-datt.com

ＨＰアドレス： www.ditt-datt.com

担当： 岩崎十三（いわさき じゅうぞう）

担当Email: juzo@ditt-datt.com

スウェーデン事務所

会社名： Dahlman Design Trade

所在地： Kallkärrsvägen 35

141 41 Huddinge

SWEDEN

TEL：+46 8420 388 98

代表者： Yoko Dahlman （ ダールマン 容子）

会社登録番号： 7609094185SE

設立： 2007年5月

事業内容： 北欧デザイン・雑貨・ビンテージの卸販売

現地コーディネート、翻訳、通訳

お取引について

ご注文のながれ

■ご注文はFAXまたはEメールにてお願いいたします。

■ご注文書には以下のご記入をお願いいたします。

１） 商品番号 ２） 商品名 ３） ご注文数 ４） 貴社名

５） ご担当者名 ６） ご連絡先 ７） お届け先

■ご注文に基づき弊社よりご請求書をFAXまたはEメールでお送り
します。

■銀行振り込みにて、ご請求金額をお支払ください。

■ご入金確認後、商品を発送いたします。

返品・交換について

■商品到着後、数量および破損品等の検品をお願いいたします。

■商品・数量に不具合がありましたら、商品到着より1週間以内にご

連絡いただけますようお願いいたします。交換、または返品にて対
応させていただきます。

■1週間をすぎました場合返品をお受けできない場合がございます

ので御了承ください。

その他

■カタログ掲載価格は税別価格（参考上代価格）です。

■下代掛け率はお問い合わせ下さい。

■最低ご注文金額は下代￥20,000（税別）以上となります。

■ご注文下代￥30,000（税別）以上は送料は無料となります。

■ご注文下代￥30,000（税別）未満の場合は送料・発送手数料とし
て一律￥500をご請求させていただきます。

■在庫のない場合や受注生産の場合、お時間をいただくことがござ
います。

■価格、商品仕様はメーカー都合により変更する場合がございます。

■お取引・ご注文・お支払方法等は臨機応変に対応しております。
どうぞお気軽に、ご相談くださいませ。

お問合せ・ご注文

メール： info@ditt-datt.com

HP： www.ditt-datt.com

TEL： 03-6454-2481 FAX： 03-6454-2483 （日本）

TEL ： +46 8420 388 98 （スウェーデン）

■リアルタイムなスウェーデン情報はSNSで！

Yoko Dahlman

yoko@ditt-datt.com

Petter Dahlman

petter@ditt-datt.com

Juzo Iwasaki

juzo@ditt-datt.com

＊ホームページにて常時新商品や最新情報を更新します。

●フェイスブック

@ditt.datt「北欧雑貨ディット・ダット」

●インスタグラム

@sweden_dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」

●ツイッター

@dittdatt 「北欧雑貨ディット・ダット」

今注目を集めるスウェーデンやフィンランド、北欧のライフスタイル。北欧の人たちの暮らし方や、

人々の考え方、ライフスタイルが、今の日本にさまざまなヒントをくれるといわれます。

ディット・ダットを創業したダールマン容子は、スウェーデンの事は何も知らないまま2006年に暮らし

始めました。現在は在住12年のベテランとして（？）、またどこにでもいるような2児の母として、北欧

の地に腰を据えて生活しています。

私たちディット・ダットはこれまで10年、北欧のグッドデザインな生活雑貨を日本にお届けしてきまし

た。これからの10年は、デザインや雑貨という「目に見えるもの」だけではなく、社会や生活、人生観

等などより深い北欧をお伝えしていきます。

少しでも豊かな日本の未来を目指して、そのヒントを探していきたいと考えています。

SNS、ホームページなどで現地情報をお届けします。また、各商品の最新情報や詳細データなどは

ホームページでご覧いただけます。どうぞご利用ください。www.ditt-datt.com

■北欧雑貨ディット・ダットのご紹介

@ditt.datt「北欧雑貨ディット・ダット」 @sweden_dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」 @dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」
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