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ミッシーファルミ

Myssyfarmi

～フィンランドから届くクールなあったかニット帽～

●ブランドについて
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。
ヤンネ、アンナ夫婦が立ち上げた家族経営のブランドです。素材や製法、デザインを通して製品に一切妥協しない最高のニット製品を作る
ために始めました。ミッシーファルミは完全フィンランド製、手編み、最高品質のウール製品をお届けします。
秋冬のマストアイテムといわれるようになったニット帽。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ニット帽。カジュアル
ファッションやアウトドアにはもちろん、都会的なクールなファッションと合わせることで、一段と魅力を感じさせます。
●素材、フィンシープとは
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。良質なウールのみ
のニット製品は使用の中で伸縮し自分の頭の形にぴったりフィットしていきます。
●製法について
ミッシーファルミでは、羊毛の柔らかさと、羊毛天然油分のラノリンを残すためにハンドウォッシュ紡績を行います。「ウールワックス」と呼ば
れるこの油分の効果で肌しっとりやさしく、自然の撥水効果のある製品に仕上がります。また染色は化学薬品は使用しない天然染料によ
る手染めを行います。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でもさまざまなカラーバリエー
ションを展開します。
●ミッシーグランマ
帽子を編むのは、この農場地域の「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。
●お手入れ
良質なラノリン油分の効果を長く保つため、頻繁なお洗濯はおすすめしていません。ただ汚れや形崩れが気になる場合は、冷たい水での
手洗い、または洗濯機のウールプログラムでお洗濯ください。乾燥時は形を整え、平らな状態で陰干ししてください。
■製造者のサイン入りミニブック

■オリジナルギフトボックス
ブランドオリジナルのギフトボックスです。農場
ならではのユニークな牛乳パックをイメージし
たデザイン。クールでウォームなミッシーファル
ミの雰囲気が伝わり、ギフトにもぴったりです。
＊1商品につき1ボックス無料でお届けします。
＊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にはミニ
ブックが付属します。
ミッシーファルミが生まれる農場の美し
い風景や、製造するミッシーグランマ
の写真がたくさん掲載。
製品を編んだグランマの手書きサイン
入りで特別感に溢れます。

※ミッシーファルミブランドの全モデル、カラーセレクションは別途資料をご参照ください。
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●MUFFI ムッフィ
「ムッフィ」はシンプルな定番デザインの中に手編みの温もりが感じられる存在感のあるモデルです。毎日のコーディネートのさりげないアクセントとして活躍。
太めのゲージで編まれた丸みのあるフォルムが年齢、性別問わず人気のモデル。良質なウールが使用するうちに伸縮し、自分の頭の形にフィットします。
価格：ナチュラル：11,800円 手染めカラー：12,800円 サイズ：ワンサイズ（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、掛け率は65％となります。

1 ムッフィ ナチュラルホワイト
価格：11,800円税別）

3 ムッフィ ナチュラルグレー
価格：11,800円税別）

13 ムッフィ オフリラ
価格：12,800円税別）

8 ムッフィ ナチュラルブラウン
価格：11,800円税別）

15 ムッフィ スカイブルー
価格：12,800円税別）

22 ムッフィ ブルーベリー
価格：12,800円税別）

●Nobles ノブレス
「ノブレス」は2019年、ファームの700年を記念して誕生した新モデルです。細めゲージで細かく編まれたシンプルなモデル。幅広いファッションやシーンにマッ
チします。染色を行わ、上質なウールの自然のままの毛色を活かした、ナチュラルカラーのコレクションです。
価格：ナチュラル：11,800円
サイズ：ワンサイズ（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、掛け率は65％となります。

109 ノブレス ナチュラルホワイ new!

116 ノブレス ナチュラルブラウン new!

COMING
SOON!

111 ノブレス ナチュラルグレイ new!

112 ノブレス ダークグレー new!

113 ノブレス ナチュラルブラック new!
＊ややこげ茶に近い黒です。

●組み合わせ自由！お好きなポンポンを組み合わせ、自分だけのオリジナル「ノブレス」ニット帽を！
取り付け可能な別売りポンポン。ノブレスにつけることのできるポンポンコレクション。お好きなお色で自分だけのニット帽を楽しめます。
予定価格：950円（税別） サイズ：D5cm ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％ ＊条件、仕様詳細はお問い合わせください。
＊ノブレス本体への加工が必要となるため、ご注文時にご連絡ください。 ＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

POM02
ポンポンナチュラル
ライトグレー

POM10
ポンポンフローズン
ブルー

POM03
ポンポンナチュラ
ルグレー

POM14
ポンポンターコイ
ズ

POM09
ポンポンヌード

POM11
ポンポンイエロー

POM15
ポンポンスカイブ
ルー

POM18
ポンポンリンゴンベ
リー

POM12
ポンポンラズベリー

POM23
ポンポンフォレスト
グリーン

POM13
ポンポンオフリラ

POM24
ポンポンブラックブ
ラック
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●FARMESTER ファルメスター
「ファルメスター」は私たちの日々の糧を作るファーマーに敬意を払って生まれたコレクションです。細めのゲージで細かく編まれ、よりスタイリッシュでクール
な印象です。男性にも人気の高いモデルです。
価格：ナチュラル：12,000円 手染めカラー：13,500円 サイズ：ワンサイズ （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、掛け率は65％となります。

49 ファルメスター ナチュラルホワイト
価格：12,000円（税別）

65 ファルメスター バーチイエロー
価格：13,500円（税別）

51 ファルメスター ナチュラルグレー
価格：12,000円（税別）

66 ファルメスター リンゴンベリー
価格：13,500円（税別）

52 ファルメスター ナチュラルダークグレー
価格：12,000円（税別）

70 ファルメスター ブルーベリー
価格：13,500円（税別）

●AURA アウラ
「アウラ」はポウトゥア村近くを流れる川の名前。細めのゲージで編み上げた、シンプルでモダンなスヌードタイプのマフラー。2重に巻いて首元にフィットさせ
たり、1重でファッションアクセントに使ったり。はさまざまなコーデに用いやすいデザインです。
価格：ナチュラル：11,800円 手染めカラー：14,000円 サイズ:高さ24㎝ｘ折り畳み時の幅60㎝ 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、掛け率は65％となります。

193 アウラ ナチュラルホワイト new!
価格：11,800円税別）

195 アウラ ナチュラルグレー new!
価格：11,800円税別）

208 アウラ オフリラ new!
価格：14,000円税別）

210 アウラ リンゴンベリー new!
価格：14,000円税別）

197 アウラ ナチュラルブラック new!
価格：11,800円税別）
＊ややこげ茶に近い黒です。

●TUBE チューブ
「チューブ」はシンプルなデザインと、柔らかなフィット感が人気のスヌードタイプ。アウターの内側などにすっきりと着こなすことができる便利なアイテムです。
ナチュラル：11,000円 手染めカラー：12,800円 サイズ:高さ38㎝ｘ折り畳み時の幅18㎝ 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、掛け率は65％となります。

232 チューブ ナチュラルホワイト
価格：11,000円税別）

236 チューブ ナチュラルブラック
価格：11,000円税別）
＊ややこげ茶に近い黒です。

234 チューブ ナチュラルグレー
価格：11,000円税別）

239 チューブ ナチュラルライトブラウン
価格：11,000円税別）
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オイブロ・バントファブリーク Ojbrovantfabrik

～スウェーデンの手袋工場～

●ブランドについて
スウェーデンの伝統デザインを、上質なニット製品に表現しました。毛足が長く品質の高いメリノウール素材を使用し、スウェーデンの自社
工場にて製造を行っています。1984年創業、スウェーデンのウールミトン・靴下専門工場が始めたオリジナルブランドです。
4層構造のぬくもりあるミトン、ルームソックスにもおすすめなウールソックス、そして活躍の幅の広いメリノソックスなどのニットコレクションで
す。スウェーデン語で「Vantバント」は手袋を、「Fabrikファブリーク」は工場を意味し、ブランド名は「オイブロ家の手袋工場」という意味です。

●デザイナーについて オーセ・オイブロ
オイブロバントファブリークのデザインは、スウェーデンに古くから伝わる様々な地方の伝統文
化や自然からインスピレーションを受けています。伝統的なパターンを、ブランド創設者でデザ
イナーのオーセが自分なりに解釈し、ニット用にパターンを書き起こし製品化しています。
暮らしに根付く伝統パターンと最高品質の素材、安心の自社製造を組み合わせることで、長く
ご愛用頂ける良品を作ります。北欧の温もりと優しさが伝わるブランドです。

●柄のお話し
オイブロバントファブリークの柄には、すべてストーリーがあります。それぞれの柄についてのお話しです。詳細は別資料をご覧ください。

ダーラナ／Dalarna (101)
ダーラナ地方はスウェーデン中部に
位置し、スウェーデン人の心のふるさ
とと言われます。オーセはダーラナ地
方を象徴する赤を用いて「幸せを運
ぶ」伝統の馬モチーフと、この地方に
伝わるクルビッツ模様をパターンにし
ました。

リュッケセレ／Lycksele
北欧の北極圏の少数民族サーミ
族に伝わるパターンからインス
ピレーションを受けました。このパ
ターンに使用されている色は、
サーミの伝統的な色です。

スコーゲン／Skogen (102)
スウェーデンの3分の2を覆う森林は、北
欧の人にとってなくてはならないもの。こ
ちらの森モチーフでは、古くから伝わる
神話のカラスとヘラジカの対話をパター
ンにしました。ヘラジカは「森の神」と呼
ばれれ、畏敬の念をもって愛される北欧
の動物です。

スカフテ／Skafto
スウェーデンアーキペラゴの島スカフ
テは、漁村の歴史を持つ島です。18世
紀のニシン漁で発展しました。漁師た
ちに伝わる伝統パターンを手首に施し
たシンプルなデザインです。

ユッグドラシール／Yggdrasil (106)
ヨーロッパでも重要な文化財とされる
Yggdrasilのタペストリーからインスピ
レーションを受けました。
北欧の伝説や古代の儀式や結婚式な
どが描かれた個性的なモチーフです。

エークスヘーラド／Eksharad
スウェーデンの小さな田舎町で、17世紀
にたてられた木造教会が有名な場所。
「生命の木」と呼ばれる鉄十字に「遊び心
の葉っぱ」がぶら下がるオブジェからイン
スピレーションを受けました。

ファーゲル／Fager (105)
愛らしく優雅なユリ科の植物への賛
辞です。ユリ科の植物は古くから北
欧の地に生息し、何世代にもわたっ
て日々の暮らしを彩る、愛らしい花で
す。

カーグ／Karg
スウェーデン語の「カーグ」には、「不毛
の地」という意味があります。過酷な自
然環境の古代スカンジナビアの地で、
先祖たちが懸命に生きたことに敬意と
感謝の気持ちを示す、シンプルで静か
なデザインです。
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サイズ選びに迷ったら…こちらをお読みください！
●オイブロ・バントファブリーク、手袋のサイズ選びのポイント！
オイブロ・バントファブリークの手袋は、メリノウール100％で、指の分かれていないミトンタイプの手袋です。そのため、サイズはフリーサイズとして
「LAGOMラーゴム」サイズをおすすめしています。「ラーゴム」とは、スウェーデン語で「ちょうどよい」とか「ほどほどな」という意味の言葉で、一般的な手袋
サイズでいうとだいたい7-9サイズに該当します。
一般的な革素材や繊維素材で指にぴったりフィットさせるタイプの手袋の場合、できるだけ指や掌の長さに合ったサイズを探し迷ってしまうこともあります。
ところが、オイブロ・バントファブリークのミトンの場合、１．指が分かれていないこと ２．素材がメリノウール100％なこと ３．温かさを

求めた手袋なことという3つの理由から、一般の日本人成人（男女）にはラーゴムサイズが最適サイズとなります。
ちなみに「一般的な手袋の7-9サイズ」とは、指の先から掌の下までの長ささ17.5-22.8ｃｍ、該当身長目安は153-180ｃｍとなり、日本の成人男女はほぼこ
のラーゴムサイズに該当します。
さてこうしてみると、一般的な男性にも使えてしまうというラーゴムサイズは、「一般的な女性の手には、
大きすぎるんじゃない？！？！」と思われるかもしれません。
それでもラーゴムサイズがおすすめな理由は…
●理由その１：天然素材のウールは、使用を重ねるうちに「伸びる」だけでなく「縮む」こともできます。使
用する手のサイズに合わせて次第にサイズが変わってきます。
●理由その２：内部の温かさを保つため、指先までぴったりするのではなく、中に少し空間ができるゆっ
たりサイズがおすすめです。
身長163㎝女性着用時

身長175㎝男性着用時

オイブロ・バントファブリーク
手袋サイズ表

【手の形に合って変化するウール】
下の写真は、実はどちらもラーゴムサイズのミトンです。
違いは、右側は使用後3年ほどたっているものです（お洗濯はしていません）。
写真右側のミトンは、実はオイブロ・バントファ
ブリークのオーセさんの友人の手袋です。使用
後約3年ほどたっています。
こちらを見るとわかるように、新品（左側）のミト
ンは全体的にまっすぐでいかにも新品～な感
じですが、使用後（右側）のミトンはお使いに
なった方の手の形にキュッと変形してきている
ことがわかります。
良質なウールは、使用の中で「伸びる」だけで
なく手の形に添うように変形してくるのです（た
だし、伸縮の限界はあります）。
というわけで、購入時に「ラーゴムサイズ、
ちょっと大きいかも…」と思っても、一般成人男
女にはラーゴムサイズがおすすめです。

一般的にはラーゴムサイズがおすすめですが、そ
れでもキッズ用や体の小さい方、大きい方用として、
やっぱり小さめサイズ、大きめサイズがいい、とい
う場合にはお取り寄せでご用意可能です。どうぞ
お問い合わせください。
「小さめサイズ」
手袋 6目安 ＝ 約15.3cm
（身長目安153cm以下）
「ラーゴムサイズ」
手袋 7-9目安 ＝ 約17.8-22.8ｃｍ
（身長目安153-180cm）
「大きめサイズ」
手袋 10-11目安 ＝ 約25.4-28ｃｍ
（身長目安180cm以上）

●オイブロ・バントファブリーク、靴下のサイズ選びのポイント！
靴下は機能性、耐久性の理由からウール100％で製造することはできません。そのため、ウールの靴下
にはポリエステルとエラスタンという素材も含まれています。
他素材が入ることで、ウール100％のミトンに比べるとウールの持つ伸縮能力は低くなります。そのため、
サイズ幅はミトンに比べて細かくなっています。ただしいずれのサイズの場合も、温かさを求める商品の
ため、ゆったりめのサイズがおすすめです。

●オイブロ・バントファブリークの靴下サイズ表
靴下 34-37. S ＝約22-23.5 cm
靴下 38-41. M ＝ 約24-25.5cm
靴下 42-45. L ＝ 約26-27.5cm

●それぞれの靴下の特徴
ウールソックスも、メリノソックスも製造工程はほぼ同じです。その毛糸の太さによって形が異なります。それぞれのソックスの使い方や特徴をご説明します。
●ウールソックス
太めの毛糸を使用した厚手のウールソックス
は、屋内でルームソックスのようにお使いい
ただけます。その場合足のつま先部分に空気
を含むとより暖かさをキープすることができる
ので、やや大きめサイズがおすすめです。ま
た、アウトドアなどのお出かけにもおすすめで
す。その場合、靴サイズが少し大きめでない
と窮屈に感じてしまうのでご注意ください。

●メリノソックス
メリノソックスは細めの毛糸で編まれているので、通
常のシューズにもお使いいただけます。またウール
ソックスに比べると薄手ではありますが、通常の靴下
に比べるとオイブロ・バントファブリークの特殊な編製
法のおかげで全体的にクッション性がありウールのふ
わふわ感があります。もちろん、ウールが素材のほと
んど（80％）なので、その温かさは抜群。ルームソック
スとしても活躍します。
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●ウールミトン
アウター素材には上質なメリノウール100％を使用し、内部は異なる保温素材のレイヤー構造になっています。シンサレートやトリコットが使用され、抜群の温
かさと優しい肌触り。スウェーデンの伝統文化が感じられるデザインモチーフで、見た目にも素材にもほっこり癒されるミトンです。
価格：8,500円（税別） ロット：2 素材：羊毛（メリノウール種）100％ サイズ：ラーゴムサイズ（折り畳み時：L26ｘW10cｍ） 製造：スウェーデン お手入れ：汚れが気になる場合は30℃以下で手洗いしてください。
＊アウター素材：100％メリノウール、内部１層目：オイブロ・ソフトウォーム、内部２層目：シンサレート、内側ライナー：トリコット

10110-0052 new!
ウールミトン「ダーラナ」

10510-0022 new!
ウールミトン「ファーゲル」
グレー

10810-0012 new!
ウールミトン「リュッケセレ」

10510-0052 new!
ウールミトン「ファーゲル」
レッド

10410-0032 new!
ウールミトン「スカフテ」
チャコールグレー

10210-0022 new!
ウールミトン「スコーゲン」

10310-0022 new!
ウールミトン「エークスヘーラド」
グレー

10410-0012 new!
ウールミトン「スカフテ」
アイボリー

10310-0032 new!
ウールミトン「エークスヘーラド」
チャコールグレー

10710-0032 new!
ウールミトン「カーグ」
チャコールグレー

●リストウォーマー
それほど寒さが厳しくない日に便利なリストウォーマー。指先が自由になり手首に程よいサポートがあるのでPCなど手首に負担がかかる屋内の作業時に使う
のもおすすめ。上質なメリノウール100％を使用した温かく優しい肌触り。スウェーデンの伝統文化が感じられるデザインモチーフにこだわりました。
価格：5,200円（税込） ロット：2 素材：羊毛（メリノウール種）100％ サイズ：ワンサイズ（折り畳み時：21ｘ10cm） 製造：スウェーデン お手入れ：手洗い、または洗濯機のウールプログラムで30℃で洗えます。

10112—0052 new!
リストウォーマー「ダーラナ」

●メリノニット帽

10512-0072 new!
リストウォーマー「ダーラナ」
ゴールド

10512-0022 new!
リストウォーマー「ファーゲル」
グレー

10512-0052 new!
リストウォーマー「ファーゲル」
レッド

10512-0002 new!
リストウォーマー「ファーゲル」
ナチュラル

10512-0062 new!
リストウォーマー「ファーゲル」
パープル

上質なメリノウール100％を使用し、内側の頭回り部分にはベルベットフリース素材で優しい肌触り。シンプルで普段のファッションに取り入れやすいデザイン。
価格：7,000円（税別） ロット：2 素材：アウター＝羊毛（メリノウール種）100％ 、内側＝7㎝幅の頭回りベルベットフリース（コットン） サイズ：ワンサイズ（54-56dｍ） 製造：スウェーデン
お手入れ：手洗い、または洗濯機のウールプログラムで30℃で洗えます。

10430-0012 new!
メリノニット帽「スカフテ」
アイボリー

10430-0022 new!
メリノニット帽「スカフテ」
グレー

10430-0032 new!
メリノニット帽「スカフテ」
チャコールグレー

10430-0042 new!
メリノニット帽「スカフテ」
ブルー

10730-0032 new!
メリノニット帽「カーグ」
チャコールグレー

8

●ウールソックス
柔らかいメリノウールを編み上げた、温もりたっぷりの厚手の靴下です。寒い日の外出用に、またルームソックスとしてお使
いください。ふくらはぎ丈でスウェーデンの伝統柄がたっぷり楽しめます。
価格：4,500円（税別） ロット：2 素材： ：羊毛（メリノウール種）70％ ポリアミド25％ ポリウレタン（エラスタン）5％
サイズ：S（約22-23.5cｍ） M（24－25.5cｍ）、L（26-27.5cm） かかとから上まで約35㎝ 製造：スウェーデン お手入れ：洗濯機で40℃で洗えます。
Ⅼサイズ

ウールソックス「ダーラナ」
10120-0051 new!
S（22-23.5cｍ）
10120-0052 new!
M（24-25.5cｍ）

ウールソックス「スコーゲン」
10220-0021 new!
S（22-23.5cｍ）
10220-0022 new!
M（24-25.5cｍ）
10220-0023 new!
L（26-27.5cｍ）

Ⅼサイズ

ウールソックス「スカフテ」チャコー
ル
10420-0031 new!
S（22-23.5cｍ）
10420-0032 new!
M（24-25.5cｍ）
10420-0033 new!
L（26-27.5cｍ）

ウールソックス「スカフテ」アイボリー
10420-0011 new!
S（22-23.5cｍ）
10420-0012 new!
M（24-25.5cｍ）

Ⅼサイズ

ウールソックス「ファーゲ
ル」グレー
10520-0021 new!
S（22-23.5cｍ）
10520-0022 new!
M（24-25.5cｍ）

ウールソックス「ファーゲル」
レッド
10520-0051 new!
S（22-23.5cｍ）
10520-0052 new!
M（24-25.5cｍ）

ウールソックス「リュッケセレ」
10820-0011 new!
S（22-23.5cｍ）
10820-0012 new!
M（24-25.5cｍ）

Ⅼサイズ

ウールソックス「エクスヘーラド」
チャコール
10320-0031 new!
S（22-23.5cｍ）
10320-0032 new!
M（24-25.5cｍ）
10320-0033 new!
L（26-27.5cｍ）

ウールソックス「エクスヘーラド」グ
レー
10320-0021 new!
S（22-23.5cｍ）
10320-0022 new!
M（24-25.5cｍ）

ウールソックス「カーグ」チャコー
ル
10720-0031 new!
S（22-23.5cｍ）
10720-0032 new!
M（24-25.5cｍ）
10720-0033 new!
L（26-27.5cｍ）

●メリノソックス
ウールソックスよりも細めのゲージのメリノウール糸を編み上げて、普段使いにもぴったりな靴下を作りました。ウールの弾力がある、温もりたっぷりのソック
スで、外出用にもルームソックスとしてもおすすめです。
価格：1足＝3,500円（税別）／2種セット＝5,800円（税別） ロット：2 素材：羊毛（メリノウール種）80％ ポリアミド15％ ライクラ（エラスタン）5％
サイズ：S（約22-23.5cｍ） M（24－25.5㎝、L（26-27.5cm） かかとから上まで約20㎝ 製造：スウェーデン お手入れ：洗濯機で40℃で洗えます。

Ⅼサイズ

メリノソックス「ダーラナ」
10121-0051 new!
S（22-23.5cｍ）
10121-0052 new!
M（24-25.5cｍ）

メリノソックス「スコーゲン」
10221-0021 new!
S（22-23.5cｍ）
10221-0022 new!
M（24-25.5cｍ）
10221-0023 new!
L（26-27.5cｍ）

Ⅼサイズ

メリノソックス「ユグドラシル」ブルー
10621-0041 new!
S（22-23.5cｍ）
10621-0042 new!
M（24-25.5cｍ）
10621-0043 new!
L（26-27.5cｍ）

Ⅼサイズ

メリノソックス「ユグドラシル」グレー
10621-0021 new!
S（22-23.5cｍ）
10621-0022new!
M（24-25.5cｍ）
10621-0023 new!
L（26-27.5cｍ）

Ⅼサイズ

メリノソックス2種セット 「ダーラナ」
10122-0051 new! S（22-23.5cｍ）
10122-0052 new! M（24-25.5cｍ）

メリノソックス2種セット 「ユグドラシル」ブルー
10622-0041 new! S（22-23.5cｍ）
10622-0042 new! M（24-25.5cｍ）
10622-0043 new! L（26-27.5cｍ）

Ⅼサイズ

メリノソックス「ユグドラシル」グレー
10622-0021 new! S（22-23.5cｍ）
10622-0022 new! M（24-25.5cｍ）
10622-0023 new! L（26-27.5cｍ）
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ジャストウッド

Just Wood

～スウェーデンから届くさまざまな木のかたち～

●ブランドについて
スウェーデンのリンショーピンという街を拠点とする新ブランド「ジャストウッド」は、木のスペシャリスト。
北欧のライフスタイルに欠かせない自然との共存。スウェーデンに溢れる森に囲まれて育ったスティーナ・グンナルソン
が提案する、北欧のほんものの自然が感じられるファッション雑貨。木の特性や性質を熟知したスティーナが個性あふ
れる「木製品」を提案します。
＊自然の素材を用いハンドメイドで作られたアイテムのため、個体差がございますのでご了承ください。

●コルクバッグ コレクション
コルクとコットン素材を合わせて作った特殊生地を使ったバッグコレクション。シンプルでナチュラルなルックと独特なテキスチャーが魅
力です。コルクはワインの栓などに使われていることからもわかるように撥水性や耐久性が高い素材です。またとても軽いという特性
も、バッグやポーチに適しています。素材：コルク、コットン、ナイロン（裏生地） 製造：ポルトガル ロット：１

501-0002 トートバッグ「コルク」 new!
価格：16,000円（税別）
サイズ：バッグ部分W37ｘH40ｘマチ15㎝
肩紐：51ｃｍ

ラップトップなど重いも
のをいれる場合に使う
中板付き、裏地、内ポ
ケットなし。

ナイロン素材の裏地付
き。内ポケット１つ。肩
紐の長さは調整可能。
501-0001 ショルダーバッグ「コルク」 new!
価格：22,000円（税別）
サイズ：バッグ部分：W20ｘH13ｘマチ6㎝.
肩紐：70㎝～140㎝調整可能。

ナイロン素材の
裏地付き。Lサイ
ズは内ポケット１
つ。
501-0004ポーチM「コルク」 new!
価格：8,500円（税別）
サイズ：W18xH12.5xマチ8ｃｍ

スティーナ・グンナルソン
家具職人を両親に持ち、幼いこ
ろから木工に親しんできました。
大学では木工技術を専門とする
機械工学の学位を取得。現在は
大学でも教鞭をとるほどの木の
専門知識を持つスティーナ。木
の美しさや特性を熟知したス
ティーナは、見た目の美しさはも
ちろん、本当の木の良さをお伝え
できる製品を作ります。

501-0005ポーチL「コルク」 new!
価格：12,000円（税別）
サイズ：W26ｘH17.5xマチ10ｃｍ

裏地、内ポケットなし。
肩紐の長さは結び目
の位置で調整可能。
501-0003 クラッチバッグ「コルク」 new!
価格：10,000円（税別）
サイズ：バッグ部分：W18ｘH20ｘマチ1.5㎝.
肩紐：128㎝、結び目の位置で調整可能。

裏地、内ポケットなし。
肩紐の長さは結び目
の位置で調整可能。
501-0006 ミニポーチ「コルク」 new!
価格：4,000円（税別）
サイズ：W11.5xH8.5X厚さ1㎝

●アクセサリー コレクション
木が持つ美しさを活かしたアクセサリー。5ｇ程度と軽い木のアクセサリーは、つけているのを忘れる快適なつけ心地。
素材：木（バーチ、ジュニパーなど） 製造：ポーランド

イヤリングまたはリングとエッセン
シャルオイルがセットになってオリ
ジナルボックスに入っています。

■パフューム PAFYM
パフューム、つまり「香水」。100％天然の木や葉から抽出した香り高い精油をイヤリング
やリングに数滴たらし染み込ませ、森の香りもファッションとして楽しみます。木が多孔
質である特徴を生かし、アクセサリーが「北欧の森の香り」を運ぶ入れ物となります。
エッセンシャルオイルはスウェーデンで松の葉から蒸留されて抽出されました。天然純
度100％の精油です 。
価格：9,800円（税別）サイズ：装飾部分約13-16mm、ピアス穴から装飾まで35mm、エッセンシャルオイ
ル3mlボトル、リング部分はご自分のサイズに調整可能です。素材：ジュニパーなどの木、シルバー925
製造：スウェーデン（精油）、ポーランド（アクセサリー部） ロット：１
＊木の表面は塗装のない自然のままの状態で、オイルが染み込みやすくなっています。繰り返しオイ
ルを染み込ませてお使いいただけます。
＊精油は必ず立てた状態で冷暗所で保管して下さい。
＊オイルは純度が高いため、直接肌にはつけないでください。

500-0401 イヤリング+オイル new!
「パフューム」 松の香り

500-0411 リング+オイル new!
「パフューム」 松の香り
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■クビスト KVIST
スウェーデン語で「枝」を意味するこのシリーズは、まるで葉脈のような神秘的なデザインと、宝石のように美しい光沢のあるカラーが魅力。ジュニパーなど
の細い枝を5㎜厚にカットし、特殊な樹脂で美しいデザイン、カラーを作り出します。
素材：木、樹脂、シルバー925 製造：ポーランド

●ブローチ/ピン「クビスト」
気軽に使えるピンタイプのブローチ。ジャケットや
シャツの襟もと、スカーフ、バッグのアクセントな
どにお使いください。

●イヤリングフック「クビスト」
大きめサイズでデザインの美しさが際立ちます。
価格： 8,800円（税別） サイズ：装飾部分D約10-12mm、ピアス穴から装飾部分まで35mm

価格：6,200円（税別）
サイズ：装飾部分D約18-25mm

500-0101 new!
イヤリングフック「クビ
スト」 ピンク

500-0102 new!
イヤリングフック「クビ
スト」 ライトブルー

500-0103 new!
イヤリングフック「クビ
スト」 ダークグレー

500-0301 new!
ブローチ/ピン「クビスト」
ピンク

500-0105 new!
イヤリングフック「クビスト」
ナチュラル

500-0302 new!
ブローチ/ピン「クビスト」
ライトブルー

●イヤリング「クビスト」
さりげなく耳元で輝く美しいピアス。つやのある明るいカラーが顔色を引き立てます。
価格：8,800円（税別） サイズ：装飾部分D約10-12mm

500-0303 new!
ブローチ/ピン「クビスト」
ダークグレー
500-0001 new!
イヤリング「クビスト」
ピンク

500-0002 new!
イヤリング「クビスト」
ライトブルー

500-0003 new!
イヤリング「クビスト」
ダークグレー

500-0305 new!
ブローチ/ピン「クビスト」
ナチュラル

500-0005 new!
イヤリング「クビスト」
ナチュラル

●リング「クビスト」
指に寄り添うフラットなデザイン。艶とカラーが印象的。軽やかでつけている
のを忘れるほど指になじみます。
価格：7,500円（税別） サイズ：装飾部分D約10-12mm
リング部分はサイズに調整可能です。

500-0201 new!
リング「クビスト」ピンク
500-0202 new!
リング「クビスト」ライトブルー
500-0203 new!
リング「クビスト」ダークグレー
500-0205 new!
リング「クビスト」ナチュラル

■スニフ SNIFF
価格：6,200円（税別） サイズ：木の部分約15㎜ リング部分はご自分のサイズ
に調整可能です。 素材：ジュニパー、シルバー925 スウェーデン製
＊ロゴ入りミニやすりがセットで箱に入っています。

500-0601 リング「スニフ」 new!

「スニフ」はスウェーデン語で「香りを楽し
む」という意味。
ジュニパーの木材をカットしたシンプルな
フォルムのリング。ジュニパー材は数ある
木種の中でも特に香りが高く、木肌が美し
いことから塗装や加工を施さず自然のまま
で楽しめます。ストレスを感じる瞬間に、気
軽に森林の香りでリフレッシュ。
ボックス内には小さなやすりが付属してい
ます。使用する中で香りが少なくなったと感
じたら、リングを削ることでまた新たな自然
の香りが楽しめます。
こうして香りを楽しみながら長く使用するう
ちに、次第に自分だけのオリジナルのフォ
ルムへと進化するユニークなリングです。

全てのアクセサリーは、ジャストウッドのオリジナルボック
スに入れてお届けします。再生可能な無漂白の紙箱に
木の緩衝材を使用。
ボックスデザインは予告なく変更になる場合がございま
すのでご了承ください。

■コーダ KÅDA

■コール KOL

スウェーデン語の「KÅDA」は木から出る樹液が固まる天然樹脂を意味する言葉。琥
珀/アンバーは木の樹脂の化石です。ジャストウッドの琥珀はバルト海のほとりで発
見される天然琥珀。マツ科やナンヨウスギ科の樹木に由来し約3000-5000万年の古
さといわれてます。バルト海琥珀はその温かく柔らかい外見が魅力です。ジャスト
ウッドでは、それぞれの琥珀が持つカラー、テキスチャー、フォルムといった個性を生
かしデザインしています。自然が生んだ柔らかみのある美しさを楽しめるアクセサ
リーです。

炭を意味する「KOL」のコレクションでは、木が炭となり化石となったユニークな素材を使用
しています。この炭は、もともと海岸近くの大きな森林の木が洪水などで倒れ海底に沈み、
海水内の堆積物（水を通って沈んで海底に集められた物質）で覆われ酸化から保護され
た状態で何百万年も保存されることで生まれます。石のように固く木のように軽い、不思議
な素材感。自然から生まれた個性豊かなフォルムと漆黒の美しさ。スタイリッシュでクール
なファッションにぴったりです。表面は軽くラッカー塗装され、美しいつやと強度があります。

価格：9,000円（税別）サイズ：装飾部分5-10ｍｍ リングはご自分のサイズに調整可能です。 素材：
琥珀、シルバー925 ポーランド製
＊自然のままの素材感を守るため、塗装や研磨などの加工は行っていません。天然素材のためカ
ラー、サイズ、フォルムに個体差があります。

価格：9,000円（税別） サイズ：コール部分5-10ｍｍ 素材：炭（木）、シルバー925 ポーランド製
＊コールの表面はラッカー塗装されています。素材が色落ちや色移りすることはありません。天然素材の
ためカラー、サイズ、フォルムに個体差があります。

500-0502 new!
リング「コーダ」

500-0501 new!
イヤリング「コーダ」

500-0512 new!
リング「コール」

500-0511 new!
イヤリング「コール」
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トープリュクタン Torplyktan

～スウェーデンのハンドメイドフレグランス～

●ブランドについて
トープリュクタン／Torplyktanは、スウェーデンの首都、ストックホルムでハンドメイドで作られる、高品質なルームフレグランスのメーカー／ブ
ランドです。
アロマセラピストでスウェーデンのスパ・スキンケア専門学校の校長も務めた経歴を持つ、アロマスペシャリストのヘレナと、ヘレナの弟で製
造やマーケティングを担当するハンネスが2016年に立ち上げた、家族経営のブランドです。
オイルやキャンドルの素材や香り、質へのこだわりはもちろん、北欧ナチュラルが感じられる、インテリアとしても美しい見た目がトープリュクタ
ンの特徴です。トープリュクタンのグラス容器やパッケージは、見た目の美しさだけではなく100％リサイクル素材のみを使用し環境に配慮し
た製造を行っている、信頼のできる供給元からのみ仕入れています。使う人のためそして地球の環境のためへの想いがたくさん詰まっていま
す。ガラス容器のラベルはボトルから簡単にとり外せるので、フレグランスとして使用後はご家庭内で簡単に再利用して楽しむこともできます。

●トープリュクタンが使う素材
トープリュクタンのサステイナブルで環境にやさしい素材は、ブランドの大切なこだわりの一つです。デザイン意識だけでなく、より環境意識の
高い消費者やお取引先より高い評価を得ています。
●ソイワックス：有機栽培（エコロジカル）の大豆を100％使用したソイワッ
クスです。石油系のパラフィンキャンドルなどに比べるとススや煙が出に
くく、有害物質を含まないのでお子さまやペットにも安心です。また、植物
由来のソイワックスは、燃えれば燃えるほど空気洗浄の効果がある事で
も知られています。
●グラス容器：スウェーデンのガラスリサイクル組織REPAに所属する、
北欧では数少ない環境保障を受けたリサイクルガラス製造元から入手し
ています。100％リサイクルガラスでつくられた地球にやさしいガラス容器
は、ナチュラルで美しい外見だけでなく、環境にまじめに向き合う真剣さ
のつまったガラス容器です。
●香料：IFRA（国際香料協会）の認定メンバーで、純度の高い高品質な
精油メーカーのオイルを使用しています。過去2年間にわたり二酸化炭素
排出量を65％削減することに成功した、環境意識の高いパートナーです。
●パッケージ：FSC（森林管理協議会）の認定を受けた包装資材の再生
紙のラベル、パッケージを使用しています。また商品ラベルは簡単に取り
外しができるようになっているので、ルームフレグランスとして使用し終
わったガラス容器は、ラベルをはずして植物を入れたり、他のものを入れ
る容器として、簡単にご家庭内で再利用いただけます。「ごみを出さない」
配慮が詰まっています。
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●ルームフレグランス
スウェーデンで丁寧に手作りされたトープリュクタン。ソイワックス100％の上質なアロマキャンドルと、
インテリアとしての見た目の美しさでも人気を集めるリードディフューザーの展開です。製品タグは簡
単に取り外しできるので、キャンドルやディフューザーとして使い終わった容器を再利用してお使い
いただくけます。気軽に地球のごみを減らすエコ活動を推進します。

■アロマキャンドル
100％エコロジカルな上質なソイワックスを使用したキャンドルです。
石油由来やみつろうキャンドルと比べと溶ける融点が低いため、蓋を開けるだけでもほのかな香りを楽
しむことができます。またキャンドルを消した後も、長く香りを楽しめるのもソイワックスキャンドルの特
徴です。
アロマキャンドルとして香りを楽しむのはもちろん、ソイワックス100％の溶けたロウはお肌にも優しく、
オイルとして手や爪につけて香りを楽しみながらお肌のマッサージを楽しむのもすてきです。
＊肌につける際は顔には使用しないでください。ロウに触れる場合は火を消して2分ほどしてからご使用ください。

価格： 4,500円（税別） ロット：２ キャンドル容量：160ｍｌ 重さ：350ｇ サイズ：D6.5cmｘH8cm（ガラス容器） 製造：スウェーデン
素材：100％ソイワックス、精油、コットン（芯） 燃焼時間：30時間+

520-0101 アロマキャンドル new!
「ビューティーサマー」

520-0102 アロマキャンドル new!
「アーリードーン」

520-0103 アロマキャンドル new!
「ミッドナイトサン」

520-0104 アロマキャンドル new!
「ノーザンライツ」

520-0105 アロマキャンドル new!
「ミッドウィンター」

520-0106 アロマキャンドル new!
「ハッピープレース」

■リードディフューザー
インテリアとして見た目にも美しく、火や電気を使わず付属のリード
（棒）をさすだけで使える気軽さから人気を集めるリードディフューザー。
バスルームや玄関で気になる臭い対策として使ったり、リビングやベッ
ドルームでリラックス効果、リフレッシュ効果を求めて使ったりと、家庭
内のさまざまな場所で楽しめます。またホテルやレストランのバスルー
ムなどの公共施設にも人気です。リード（棒）の本数で香りの強弱を調
整できます。

＊10本の付属リード（棒）がついていますが、使用する棒の数を調整して香りの強さを調整してください（本数が多いと香りが強くなります）。オイルは肌には付けないようご注意ください。
価格： 5,800円（税別） ロット：２ オイル容量：100ｍｌ 重さ：250ｇ サイズ：D4.5ｘ11㎝（ガラス容器） 製造：スウェーデン
素材：エッセンシャルオイル、グリコール、アセトン 芳香期間：4-6か月+（室温や仕様環境、リードの数によって芳香期間は異なります）

520-0001 new!
リードディフューザー
「ビューティーサマー」

520-0002 new!
リードディフューザー
「アーリードーン」

520-0003 new!
リードディフューザー
「ミッドナイトサン」

520-0004 new!
リードディフューザー
「ノーザンライツ」

520-0005 new!
リードディフューザー
「ミッドウィンター」

520-0006 new!
リードディフューザー
「ハッピープレース」
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アンナビクトリア AnnaViktoria

～スウェーデンの伝統感じる上品な雑貨～

●ブランドについて
スウェーデン発、大人な上品さが人気のブランド【アンナビクトリア】。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。
大人な上品さの中に伝統的なスウェーデンが感じられる上質なブランドです。

●「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、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。

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。

素材：陶磁器 製造：ポルトガル ロット：１ ＊ストライプ柄は両面にプリントされています。

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。

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

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

専用ボックス入り。ボックスに
は輸送時に生じた多少のダ
メージが見られる場合もござい
ます。

●キッチンアイテム
■ドリンクグラス

■デキャンタグラス／花器
デキャンタグラスとして、また花などを生ける花器として。さりげなく北欧を感じる上
質なグラスです。ダーラヘストとトナカイは手作業で刻印され個性的です。特別な
ギフトにも。
＊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。
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。外箱あり（ギフトボックスではありません）。

661-0302 new!
デキャンタ／花器「メダリオンロング」ダーラヘスト
661-0304 new!
デキャンタ／花器「メダリオンロング」トナカイ
価格：7,000円（税別）
サイズ：D8.5xH20cm

661-0305 new!
デキャンタ／花器「メダリオン」ダーラヘスト
661-0303 new!
デキャンタ／花器「メダリオン」トナカイ
価格：6,200円（税別）
サイズ：D12xH14cm

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。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。

661-0101
ドリンクグラス「ダーラヘスト」

661-0102
ドリンクグラス「トナカイ」
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●小物、アクセサリー
■バッグフック「ダーラヘスト」

■ボトルオープナー/栓抜き

テーブルなど台の上に置くだけでフックになる便利なアイ
テム。カフェやレストランで、テーブルにバッグをかけて使
えます。
ブランドオリジナルボックス入りでギフトにも。

シンプルでさりげない中に品格の感じられる栓抜き。上品さ
がある大人の栓抜きです。ブランドオリジナルボックス入りで
ギフトにも。
価格：1,800円（税別） ロット：２ 素材：メタル（本体）、紙、ウレタンフォーム（箱）
サイズ：7.5ｘ4ｃｍ（本体） 製造：中国

価格：2,200円（税別）ロット：２ 素材：メタル（本体）、紙、ウレタンフォーム
（箱）サイズ：D4.5ｃｍ（本体） 製造：中国

661-0601 バッグフック「ダーラヘスト」 new!

661-0503 ボトルオープナーnew!
「ダーラヘスト」

661-0501 ボトルオープナーnew!
「ヘラジカ」

661-0502 ボトルオープナーnew!
「トナカイ」

■キーリング
日常に取り入れやすい、キーリング。シンプルな中に上質な北欧らしさがひかるアンナビクトリアらしいキーリングです。
素材：メタル、レザー（レザーストラップ） ロット：2 製造：中国 PP袋個包装

661-0301 new!
キーリング「ダーラヘスト」チャーム
価格：1,200円（税別）
サイズ：4ｘ4ｃｍ

661-0313 new!
キーリングシンプル
「ダーラヘスト」
価格：1,100円（税別）
サイズ：4ｘ4ｃｍ

661-0311 new!
キーリングシンプル
「ヘラジカ」
価格：1,100円（税別）
サイズ：4ｘ4ｃｍ

661-0321 new!
レザーキーリング
「ダーラヘスト」レッド
価格：1,500円（税別）
サイズ：9ｘ2ｃｍ

しっかりとし
たレザーの
素材で安心
の使用感。

661-0322 new!
レザーキーリング
「ヘラジカ」ブラック
価格：1,500円（税別）
サイズ：9ｘ2ｃｍ

661-0323 new!
レザーキーリング
「トナカイ」ブラウン
価格：1,500円（税別）
サイズ：9ｘ2ｃｍ
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ライフオブスカンジナビア L.O.S.

～北欧流、心地よい暮らしを求めて～

●ブランドについて
北欧はブームを超えて定着してきた昨今ですが、日本人が北欧に惹かれるのは、その優れたデザインだけが理由でしょうか。私たちは、北欧の
暮らしや人々の考え方の中には、私たち日本の暮らしをもっと快適にもっと豊かにするヒントが隠されていると考えています。
自然を大切にすること。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。
L.O.Sブランドでは、日本と北欧の暮らしに注目し「ほんものの北欧」をテーマとしたより深い北欧が感じる商品を展開します。

●L.O.S. with サンドラ・イサクソン
スウェーデン人のグラフィックデザイナー、サンドラ・イサクソンによるデザインコレクションです。夏にもピッタリな「海の生き物」をテーマにした個性的な
アートのがおしゃれです。日本の暮らしに取り入れやすい雑貨アイテムが北欧デザインで登場！

■珪藻土コースター

デザイナー：
サンドラ・イサクソン
スウェーデン人のグラ
フィックデザイナー。英国
のマークス＆スペンサー
やホワイトローズ、米国の
人気キッズブランドSkip
Hopなど世界中にクライア
ントに持ち多数のコレボ
レーションを行う実力派。
スウェーデンらしさあふれ
るポップでキュートなアー
トが人気。プライベートで
は3人の男の子ママでもあ
り、仕事に育児に奮闘す
る等身大の女性です。

驚きの吸水力で話題の珪藻土コースター。一瞬で水を吸い込む吸収性でグラスからしたたる水
をぐんぐん吸収、快適な使い心地のコースターです。スウェーデン人デザイナー、サンドラ・イサ
クソンによるオリジナルデザインです。夏にピッタリな「海の生き物」をテーマにした個性的なアー
トがおしゃれです。日本の暮らしに取り入れやすい雑貨アイテムです。
価格：840円（税別） サイズ：D10cm ロット：3 素材：珪藻土 製造：中国 印刷：日本 PP個包装

811-0001 new!
珪藻土コースター
「オーシャン」くらげ

811-0002 new!
珪藻土コースター
「オーシャン」タツノオトシゴ

811-0003 new!
珪藻土コースター
「オーシャン」イルカ

811-0004 new!
珪藻土コースター
「オーシャン」クジラとカメ

●珪藻土とは
海底・湖底で植物プランクトン（藻）が化石化した土です。
ナノサイズの小さな穴（細孔）を多数有するのが特徴です。
自律的に吸湿、放湿を繰り返す「調湿」の機能を持っています。さらに、
消臭効果があり、カビやダニを抑制する効果があります。
珪藻土は植物繊維から出来ており、その性質上、班点・多少のキズや
欠け・まだらな模様などが 出来ることがあります。吸水性など品質は
問題はなく、不良ではありませんので予めご了承下さいませ。

●L.O.S. ポスター

キッチンやリビング、玄関、また階段の踊り場など、ちょっとした壁スペースに飾りやすいA2サイズ。季節や気分に合わせてポ
スターを取り入れて、個性的な北欧インテリアを実現。
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。

810-0003 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）

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）
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カムトゥフィンランドCome to Finland

～フィンランドが伝わるペーパーグッズ～

●ブランドについて
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～
カムトゥフィンランドは、ポスターアートを現在によみがえらせる復興活動も行っています。
フィンランドの様々な地方都市とコラボレーションで行われる「マイフィンランド・ポスターコ
ンテスト」では、国内外の優れたアーティストからポスターデザインを公募し、優秀10作品
を選出、製品化しています。
また、世界中でポスター展を開催し、古き良き時代のビンテージポスターから現在の人気
アーティストによる作品など、時代を超えたポスターアートで人々を魅了しています。
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●フィンランド ビンテージトラベルモチーフ ペーパーアイテム by エリック・ブルーン
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。
1950-70年ごろにエリック・ブルーンが生んだ名作のトラベルポスターが揃います。
価格：●ポスター50x70㎝＝6,000円（税別） ▲A4アートプリント＝1,700円（税別） ■ポストカードL版＝400円（税別） 素材：紙 製造：フィンランド
ロット：●ポスター50ｘ70ｃｍ＝１ ▲A4アートプリント＝2 ■ポストカードL版＝5
＊各デザインの詳細ストーリーは弊社ホームページにてご覧ください。 www.ditt-datt.com

デザイナー：エリック・ブルーン

サーモンフライト 1957年

サーモンボート 1957年

ザリガニパーティー 1961年

カールエアー 1957年 new!

●653-0045 ポスター50x70㎝
▲■653-0266 ポストカードL版

●653-0036 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0158 A4アートプリント
■653-0268 ポストカードL版

●653-0047 ポスター50x70ｃｍ
▲653-0158 A4アートプリント
■653-0267 ポストカードL版

●653-0061
▲■-

ポスター50ｘ70ｃｍ

ヘルシンキ 1962年

レイクランド 1958年

トゥルク・オーボ 1966年

ポルボー 1980年代

●653-0046 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0272 ポストカードL版

●653-0049 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0270 ポストカードL版

●653-0050 ポスター50x70㎝
▲■653-0271 ポストカードL版

●653-0048 ポスター50x70㎝
▲■653-0269 ポストカードL版

オーランド 1980年代

マリエハムン 1980年代

フィンランド・ヘラジカ 1980年代

アウランコ 1980年代

●653-0051 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0273 ポストカードL版

●653-0062 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0274 ポストカードL版

●653-0052 ポスター50x70㎝
▲■653-0275 ポストカードL版

●653-0054 ポスター50x70㎝
▲■653-0266 ポストカードL版

■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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●フィンランド ビンテージトラベルモチーフ ペーパーアイテム
1930年から1970年ごろまでに製造されたフィンランドの魅力がたっぷり詰まったペーパーアイテムです。歴史に残る名作デザインが揃います。
価格：●ポスター50x70㎝＝6,000円（税別） ▲A4アートプリント＝1,700円（税別） ■ポストカードL版＝400円（税別） 素材：紙 製造：フィンランド
ロット：●ポスター50ｘ70ｃｍ＝１ ▲A4アートプリント＝2 ■ポストカードL版＝5
＊各デザインの詳細ストーリーは弊社ホームページにてご覧ください。 www.ditt-datt.com

アエロ 1933年
by ヨルマ・スホネン

ロマンスの国 1950年
by ヘルゲ・メーテル

タンペレ 1955年
by ロルフ・クリスチャンソン

●653-0031 ポスター50x70㎝
▲■653-0253 ポストカードL版

＝ボリィストレーム
●653-0032 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0154 A4アートプリント
■653-0259 ポストカードL版

●653-0059 ポスター50x70ｃｍ
▲■653-0261 ポストカードL版

スキーボーイ 1957年
by オスモ・オクサネン

湖とコテージ 1937年
by アウクスティ・トゥーカ

シャンパンレディ 1938年
by ヨルマ・スホネン

アリアドネ号 1933年
by ハリー・ロドメル

オリンピック日本語版1940年
by イルマル・シシメントセ

●653-0039 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■-

●653-0060 ポスター50x70ｃｍ
▲653-0151 A4アートプリント
■653-0262 ポストカードL版

●653-0034 ポスター50x70ｃｍ
▲■-

●653-0040 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■-

フィンランド-フィンエアー
1961年 by ペール・オロフ・
ニューストロム new!
●▲■653-0280 ポストカードL版

●653-0056 ポスター50x70㎝
▲653-0155 A4アートプリント
■653-0255 ポストカードL版

ヘルシンキ400年 1950年
by グンナル・フォシュスト
レーム
●653-0042 ポスター50x70ｃｍ
▲■653-0262 ポストカードL版

アンブレラボーイ 1950年代
by オスモ・オクサネン

スチームボート 1936年
by イングリッド・バーデ

フィンランドホリデー 1936年
by イングリッド・バーデ

マーメイド 1952年
by アルバート・アンダーソン

●653-0041 ポスター50x70㎝
▲■653-0257 ポストカードL版

●653-0057 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0287 ポストカード L版
new!

●653-0033 ポスター50x70ｃｍ
▲■653-0254 ポストカードL版

●653-0038 ポスター50x70ｃｍ
▲■653-0260 ポストカードL版

フィンランド夏と冬 1948年
by エリッキ・ヘルッタ
●653-0055 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲■653-0152 ポストカードL版
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●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」で優秀賞に選ばれた作品。カムトゥフィンランドは、現代にポスターアー
トを復興させる活動を行っています。
価格：●ポスター50x70㎝＝6,000円（税別） ■ポストカードL版＝400円（税別） ロット：●ポスター50ｘ70ｃｍ＝１ ■ポストカードL版＝5 素材：紙 製造：フィンランド

●2019年コンテストテーマ「サイマー湖水地方」

レイクサイマー
2019年コンテストの最優秀作品。美しいカ
ラーと落ち着いたデザインです。
●653-1209ポスター50x70㎝ new!
▲■653-0277 ポストカードL版new!

サイマースワン
優雅に羽ばたく白鳥がインテリアにぴった
りなすがすがしいデザインです。
●653-1210 ポスター50ｘ70㎝ new!
▲■653-0278 ポストカードL版 new!

レイクランド・フィンランド
コンテスト初の日本人アーティストの入賞
作品！落ち着いたカラーで寝室にも。
●653-1211 ポスター50x70㎝ new!
▲■653-0279 ポストカードL版 new!

●2018年コンテストテーマ 「ラップランド」

●その他の人気デザイン

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。物語性が
感じられるデザインが個性的。

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。
●653-1202 ポスター50ｘ70
■653-0283ポストカードnew!

●653-1207 ポスター50x70㎝
■653-0281 ポストカードLnew!

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。
●653-1208 ポスター50x70
■653-0282ポストカードLnew!

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。
●653-1206ポスター50ｘ70
■653-0284ポストカードL 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
●653-1205 ポスター50ｘ70
■653-0285ポストカードLnew!

ポフヤンマー
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。
●653-1201 ポスター50ｘ70
■653-0286 ポストカードLnew!

●CTF 北欧オリジナルコーヒー
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誕生した北欧コーヒー。北欧の文化や食からインスピレーションを受け、生豆から焙煎までこだわっ
たスペシャリティコーヒーです。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 ＊掛け率65％
＊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。
653-1006（挽粉） フィンランドリラックスブレンド new!
653-1008（豆） フィンランドリラックスブレンド new!

653-1007（挽粉） スウェーデン トラベルブレンド new!
653-1009（豆） スウェーデン トラベルブレンド new!

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。

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。

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。

●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、フレームです。クオリティの高い無垢のオーク材を
贅沢に使用し、自然のままの素材感を活かしたナチュラル仕上げ。長く使用することでさらに味わいの増すフレームです。
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。
＊ポスターハンガーの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 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：35ｘ5ｘ3
ｃｍ（箱） 本体の長さは31ｘ2.3ｘ1.8㎝

902-0002 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：55ｘ5ｘ3ｃ
ｍ（箱） 本体の長さは51ｘ2.3ｘ1.8㎝

セットで箱入り。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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限定数！

■カムトゥフィンランドカレンダー2020年
毎月異なるポスターデザインが楽しめるカレンダー。大判タイプのビンテージポスター版と、小ぶりなモダンポスター版の2種類です。
英語、フィンランド語、スウェーデン語で月名、曜日が書かれています。祝日はフィンランドです。 素材：紙 フィンランド製

657-0001 new!
CTFカレンダー2020「ビンテージ」
価格：5,800円（税別） サイズ：D44x25cm
ロット：3

●フィンランドトラベルモチーフ 生活雑貨

657-0002 new!
CTFカレンダー2020「トゥデイ」
価格：3,000円（税別） サイズ：D30x14cm
ロット：5

■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

■白樺コースター
フィンランドの白樺の木で作ったプライウッドに印刷を行いました。
価格：800円（税別）／1枚 ロット：2 サイズ：10x10㎝ 素材：白樺プライウッド フィンランド製

658-0001 new!
シャンパンレディ

658-0002 new!
サイマー湖

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）
D35cm

658-0003 new!
レイクランド

653-0803
ラウンドトレー
サーモンボート
価格：5,000円（税別）
D35cm

653-0901
カッティングボード
ザリガニパーティー
価格：4,000円（税別）
30ｘ20cm

653-0902
カッティングボード
サーモンボート
価格：4,000円（税別）
30ｘ20cm

■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

658-0004 new!
ヘルシンキ400年

658-0005 new!
フィンランドホリデー

658-0006 new!
スチームボート
653-1003 ペーパーナプキン
ヤッファ

■マグネット

653-0610
new!レイクサ
イマー

653-1004 ペーパーナプキン
ザリガニパーティー

653-1002 ペーパーナプキン
サーモンボート

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

653-0611
new!サイ
マースワン

653-0612 new!
ホームオブオー
ロラ

653-0609
シャンパンレディ

653-0606
ザリガニ
パーティー

653-0613
new!
トゥルク・オーボ

653-0608
タンペレ

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

■もっとじっくり知りたい！と言う方に。カムトゥフィンランド画集＆ポケットブック
おめでとう
フィンランド！

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
…？フィンランド人ってどんな人たちなの？
2017年ヘルシンキのフィンランド国立博物館で開催
された「カムトゥフィンランド、ビンテージ旅行ポス
ター展」。こちらは当時ミュージアムカタログとして出
版されたポケットブックの日本語版。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！

653-1001
カムトゥフィンランドポケットブック（日本語）
価格：2,500円（税別）ロット：１ サイズ：17ｘ11ｘ1.5ｘｍ
ソフトカバー225ページ フルカラー 素材：紙
フィンランド製

＊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！

ポスターハンター、マグヌス・
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
デザインが集約。また、デザ
イナー情報やデザイン背景ス
トーリーを詳細もまとめられま
した（英語のみ）
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
カムトゥフィンランド画集 COME TO FINLAND （英語）
価格：12,500円（税別） ロット：１ サイズ：33ｘ25ｘ3ｃｍ 約2ｋｇ ハードカバー
252ページ フルカラー 素材：紙 フィンランド製
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カムトゥスウェーデンCome to Sweden

～スウェーデンのビンテージポスター～

●ブランドについて
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。
価格：●ポスター50x70㎝＝6,000円（税別） ▲A4アートプリント＝1,700円（税別） ■ポストカードL版＝400円（税別） 素材：紙 製造：フィンランド
ロット：●ポスター50ｘ70ｃｍ＝１ ▲A4アートプリント＝2 ■ポストカードL版＝5
＊各デザインの詳細ストーリーは弊社ホームページにてご覧ください。 www.ditt-datt.com

ストックホルム700周年1953年

ストックホルム市庁舎1936年

スカンセン 1955年

ストックホルム 1950年

ヴィスビーとかもめ1956年

●653-0008 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0104 A4アートプリント
■653-0207 ポストカードL版

●653-0003 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0102 A4アートプリント
■653-0203 ポストカードL版

●653-0005ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0103 A4アートプリント
■653-0205 ポストカードL版

●653-0013 ポスター50ｘ70 new!
▲653-0111 A4アートプリント new!
■653-0216 ポストカードL new!

●653-0002 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0101 A4アートプリント
■653-0202 ポストカードL版

SAS 1960年ごろ

ヨータ運河 1936年

スベアライン船の旅 1955年

ダーラヘスト 1950年

スカンセンのサギ 1949年

●653-0011 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0108 A4アートプリント
■653-0211 ポストカードL版

●653-0009 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0105 A4アートプリント
■653-0208 ポストカードL版

●653-0004 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲ー
■653-0204 ポストカードL版

●653-0014 ポスター50ｘ70 new!
▲653-0112 A4アートプリント new!
■653-0217 ポストカードL new

●653-0010 ポスター50ｘ70ｃｍ
▲653-0106 A4アートプリント new!
■653-0209 ポストカードL new!

グッドタイム 1952年

SASとドライブ 1960年

セイラーボーイと犬 1944年

●ー
▲653-0107 A4アートプリント
■653-0210 ポストカードL版

●ー
▲653-0109 A4アートプリント
■653-0212 ポストカードL版

●653-0012 ポスター50x70㎝
▲ー
■ー
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ブルーンデザイン Bruun Design

～フィンランドの巨匠、エリック・ブルーン～

photos Ilpo Musto©

●ブランドについて
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ブルー
ンのデザインに見ることができます。
「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。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で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も、ブルーンアートの特徴の一つです。

■自然保護協会のポスター

■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がけ、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

656-0101 JAFFAレモネード

656-0103 JAFFAオレンジ

1960年代初頭、フィンランド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）

656-0102 JAFFAハット

■A5サイズポストカード
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：600円（税別） ロット：5 サイズ：A5（21ｘ14.8ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

656-0201
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 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 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
とてもこだわった作品です。

■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）

656-0304
フィンランド90周年

656-0302
サイマーワモンアザラシ

656-0301
VIP

656-0307
PAXファッツェル

656-0114
フィンランド独立100周年記念ポスター
1980年代 サイズ：50ｘ40ｃｍ
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も
の。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。
宛名面イメージ
656-0305 new
!レモネード

656-0303
ハット

656-0306
オレンジジュース

656-0113
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
してデザインされました。

＊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、P18掲載の902-0001、0002「木製ポスターハンガー」も変形サイズポスターにおすすめです。
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ケフボラデザイン Kehvola Design

～フィンランドの豊富なアートコレクション～

●ブランドについて
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。

●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
By マリカ・マイヤラ

683-0102 ナイトライフ
By マリカ・マイヤラ

683-0104 キャットカフェ
By マリカ・マイヤラ

683-0101 バードツリー
By ティモ・マンッタリ

●ポスター30ｘ40ｃｍ
参考上代：2,500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。

●ティモ・マンッタリ

683-0001
ハローヘルシンキ

683-0003
ヘルシンキ・パーク

683-0004
ヘルシンキ・マーケット広場

683-0005
ヘルシンキステーション

683-0011
ジャングル

683-0009
パイレーツ

●マッティ・ピックヤムサ

683-0006 ふくろう

683-0007 ベア

683-0008 きつね

683-0010 ワモンアザラシ

683-0012 コアラ

683-0013 サル
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●ポストカード10 x 15㎝
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。お手紙にも、気軽なインテリアのアートにも。
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 デザイン

680-0096「ライトハウス」
new!

680-0102「カドル」 new!

680-0007「ドックパーク」

680-0097「ブルーミング」
new!

680-0103「サプライズ」 new!

680-0008「ペガサス」

680-0098「フォグ」
new!

680-0001「ナイトライフ」

680-0055「フォレストテイル」

680-0099「ヒンメリ」
new!

680-0100「エクスプローラー」
new!

680-0002「シーキャット」

680-0056「そり遊び」

680-0003「ティーパーティー」

680-0101「キャビン」
new!

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。

680-0006「キャットカフェ」

680-0057「スキーレース」

●サンナ・マンデル デザイン

680-0089「ピクニック」
new!

680-0095「ピース」 new!

680-0092「フォール」
new!

680-0093「キャットナップ」
new!

680-0082
「ジングルタングル」

680-0094「ドーヴ」 new!

680-0079「アマリリス」

680-0088「プラザ」 new!

680-0080「クリスマスブーケ」

680-0090「ハーベスト」
new!

680-0091「ガーデン」 new!

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。

680-0081「ルシア」

680-0083
「クリスマスジョイ」
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●ティモ・マンッタリ デザイン

680-0052
ハロー・ヘルシンキ

680-0053
グッドナイト

680-0048
ブーケ

680-0026
カカオ

680-0028
ベーカリー

680-0031
ピクルスジャー

680-0036
1930ｓ

680-0043
フィンランド・森の奥

680-0077
ショーウィンドウ・キッチン

680-0072
クリスマスツリー

680-0037
1950ｓ

680-0044
フィンランド・フォレスト

680-0078
ショーウィンドウ・おもちゃ

680-0068 new!
スノウフレーク

680-0038
1960ｓ

680-0045
ジャングル

680-0109 new!
夜の窓

680-0105 new!
冬の木

680-0046
テーブル

680-0042
ヘルシンキ・マーケット

680-0032
ベジタブル（バスケット）

680-0039
1970ｓ

680-0108 new!
パイレーツ

680-0069
星明りの下で

680-0074
ハカニエミ・クリスマス

680-0033
フィーカ

680-0107 new!
ホームライブラリー

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
しみなイクメンパ
パです。

680-0029
シトラス

680-0040
アームチェア

680-0104 new!
バードツリー

680-0070
クリスマスストリート

680-0075
スノウブランケット

680-0035
ジンジャークッキー

680-0106 new!
ヴァリラの木

680-0071
ビッグツリー

680-0076
キャンプファイヤー
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●マッティ・ピックヤムサ デザイン

680-0011「ワモンアザラシ」

680-0016「コアラ」

680-0025 「バースデー」

680-0012「ベア」

680-0013 「ハリネズミ」

680-0017「フォックス」

680-0058「ジンジャークッ
キーハウス」

680-0018「クジラ」

680-0060「ヘラジカキッカー」

680-0014「ガーデンキャット」

680-0019「ヘラジカ」

680-0063「スノウヴィレッジ」

680-0020「ふくろう」

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。

680-0022「ブレックファースト」

680-0065「クリスマスライト」

680-0067「クリスマスイブの街並み」

限定数！
●フィンランドカレンダー 2020年
フィンランドらしいエッセンスがぎゅっとつまったカレンダー2020年版。ゆるやかで
優しいマリカ・マイヤラ、レトロ感がおしゃれなティモ・マンッタリのデザインです。
価格：3,000円（税別） ロット：5 サイズ：30ｘ16.5cm 製造：フィンランド 素材：紙（アンコーテッド190gペー
パー、EUエコラベル）
英語とフィンランド語で月名、曜日が書かれています。祝日はフィンランドです。

686-0003 フィンランドカレンダー2020 new!
「ラメール」ｂｙマリカ・マイヤラ
マリカ・マイヤラの個性的なタッチのイラスト。「海」がテー
マとなった12か月。

686-0004 フィンランドカレンダー2020 new!
「ヘルシンキ」ｂｙティモ・マンッタリ
カラフルな色使いと、切り絵のようなイラストが特徴のティモ・
マンッタリのイラスト。毎月さまざまなヘルシンキの名所を楽
しむことができます。

686-0005 フィンランドカレンダー2020 new!
「フィンランドレトロ」ｂｙティモ・マンッタリ
イラストレーター、ティモ・マンッタリが愛してやまないフィンランド
のレトロなグッズがぎゅっと詰まった12か月。
どこか懐かしく、そしておしゃれなイラストが集まりました。

28

ウェンストロム Wenstrom

～フィンランドの小学校教材、情操教育にぴったりな画材～

●ブランドについて
世界中から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。

●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

●ご使用方法

510-0003 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

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。

●ウェンストロム

510-0002 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

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）

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
510-0102

12色ギフトセット 価格：2,500円（税別） ロット：２
9色ギフトセット 価格：2,100円（税別） ロット：２

・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。

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。

●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 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
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アルメダールス Almedahls ～160年の歴史、スウェーデンの老舗テキスタイルメーカー～

●ブランドについて
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。

●木製アイテム

素材：白樺MDF スウェーデン製

■ハーブ by アストリッド・サンペ
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。友人で陶芸家
のシグネ・ペーション・メーリンのスパイス棚を見て生まれたデザインです。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
225-0078 new! トレーD38cm
ハーブ グリーンｘグレー
価格：6,800円(税別)D38cm ロット：1

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

1909年生まれのサンペは、
225-0077 new! トレーD38cm
スウェーデンのテキスタイ
ハーブ ピンクｘブルー
ルデザイン界の伝説的な存
価格：6,800円(税別)D38cm ロット：1
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。

226-0001 ボードサークル ハーブ
価格：3,100円(税別)
D21cm ロット：2

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。

■フィッシュ by マリアンヌ・ニルソン
『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。

225-0002 トレーＬ フィッシュ
価格：5,900 円(税別)
43cmx33cm ロット2

●テーブルウェア

225-0001 トレーＳ フィッシュ
価格：3,800円（税別)
27cmx20cm ロット2

211-0036 new! ボード角
フィッシュ グリーンｘグレー
価格：4,000円(税別)
30cmx20cm ロット：4

211-0001 ボード角 フィッ
シュ
価格：4,000円(税別)
30cmx20cm ロット：2

226-0024 new! ボードサークル
フィッシュ グリーンｘグレー
価格：3,100円(税別)
D21cm ロット：4

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

243-0100 new!
テーブルランナー フィッシュ
価格：3,800円（税別）
サイズ：140ｘ45ｃｍ ロット：2

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。

素材：陶磁器（蓋はプレキシガラス） 価格：6,800円（税別） ロット：２ 製造：タイ

■フィッシュ by マリアンヌ・ニルソン

■ハーブ by アストリッド・サンペ

222-2101
マグ2個セット「ハーブ」 復活！
価格：6,800円（セット）
2個セット箱入り
＊箱には輸送によるダメージがある場合があります

222-2003
蓋付きキャニスター「ハーブ」 復活！
価格：6,800円

222-2102
マグ2個セット「フィッシュ」 復活！
価格：6,800円（セット）
2個セット箱入り

222-2002
蓋付きキャニスター「フィッシュ」 復
活！
価格：6,800円

＊箱には輸送によるダメージがある場合があります
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■イタリアン・フラワーシェルフ by オーレ・エクセル
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！

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

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。

211-0023 カッティングボード
イタリアン・フラワーシェルフ

■ピクニック by マリアンヌ・ウェストマン

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。

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「ピクニック」
価格：5,900円（税別）43 x 33cm
ロット：2

211-0009 ボード角
「ピクニック」
価格：4,000円（税別）
30 x 20 cm ロット：2

225-0015 トレーS「ピクニック」
価格：3,800円（税別）
27 x 20cm ロット：2

223-0203 コースター
イタリアン・フラワーシェルフ

225-0017 トレーロング「ピクニック」
価格：3,800円（税別）
32 x 15cm ロット：2
225-0080new!
トレーD38「ピクニック」
価格：6,800円（税別）
D38cm ロット：1

226-0010 ボードサークル
「ピクニック」
価格：3,100円（税別）
D21cm ロット：2

225-0081new!
トレーD38 「ピクニック」
ピンクxブルー
価格：6,800円（税別）
D38cm ロット：1

223-0201 コースター4枚セット
「ピクニック」
価格：2,700円（税別）
1枚10 x 10cm ロット：2

●ピクニック特別カラー by マリアンヌ・ウェストマン

225-0077 new! トレーS
「ピクニック」 ピンクｘブルー
価格：3,800円（税別）
27 x 20cm ロット:2

211-0035 new! ボード角
「ピクニック」玉ねぎピンクｘブルー
価格：4,000円（税別）
30 x 20 cm ロット:2

211-0037 new! ボード角
「ピクニック」エンドウ豆ピンクｘグリーン
価格：4,000円（税別）
30 x 20 cm ロット:2

226-0023 new! ボードサークル
「ピクニック」 ピンクｘブルー
価格：3,100円（税別）
D21cm
ロット:2

226-0025 new! ボードサークル
「ピクニック」フラワー ピンクｘブルー
価格：3,100円（税別）
D21cm
ロット:2

■ボウズ by ヨセフ・フランク
●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

225-0072 トレーラウンドD45cm
「ボウズ」マルチ

225-0073 トレーラウンドD45cm
「ボウズ」グレー

●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

223-0205
木製コースター4枚セット
「ボウズ」マルチ

223-0206
木製コースター4枚セット
「ボウズ」グレー

223-0207
木製コースター4枚セット
「ストリーム」

ヨセフ・フランク
1885年オーストリア生ま
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。
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●アルメダールスのキッチンタオルコレクション
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。

●アストリッド・サンペ

241-0109 new!
ハーブ ピンクｘブルー

241-0110 new!
ハーブ グレーｘグリーン

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

●マリアンヌ・ウェストマン

241-0046
ピクニック

241-0111 new!
ピクニック ピンクｘブルー

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

●マリアンヌ・ニルソン

241-0056 復活!
流れへの抵抗

241-0069
フリスコ

241-0091
ドット

241-0001
フィッシュ

241-0001 new!
フィッシュ グリーンｘグレー

241-0017 復活!
ベーカリー

●ヨセフ・フランク

241-0106
キッチンタオル「ボウズ」
マルチ

241-0107
キッチンタオル「ボウズ」
パステル

241-0108
キッチンタオル「ストリーム」

241-0053
キノコファミリー
By アストリッドサンペ
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●ルイーズ・カーリン ／ルイーズ・フォグステッド

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

●オーレ・エクセル
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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

241-0076
イタリアン・フラワーシェルフ

241-0077
ハッピー・バードデイ

241-0081
ストロミング

●その他のデザイナー

●アウネ・ラウッカネン

241-0100
サマーディナー

241-0078
おしゃべりな鳥たち

241-0100
サマーディナー

241-0103
ハーベスト

241-0062 復活！
フィッシングトリップ
by ウッラ・ベルンヒエルム

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

●ブリッド・ブレドストロム

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

●アルメダールススタジオ

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

241-0112 new!
スモールフィッシュ
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●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

722-0119
ハーブ ピンクｘブルー new!

■オーブングローブ

722-0115 ピクニック

722-0120
ハーブ グレーｘグリーン new!

722-0116 ポモナ

722-0117
ピクニック ピンクｘグレー new!

722-0118
スモールフィッシュnew!

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

213-0211
ハーブ

■ポットマット／オーブンミトン

213-0213
ピクニック

価格：1,800円(税別) ロット：2 サイズ：23cm x 23cm

213-0201
ハーブ

213-0218
ポモナ
素材：コットン、リネン リトアニア製

213-0203
ピクニック

■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

213-0214
フリスコ

213-0208
ポモナ

213-0204
フリスコ

■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

216-0001
エプロン「ハーブ」

216-0003
エプロン「ピクニック」

216-0006
エプロン「マッシュルーム」

216-0004 new!
エプロン「フリスコ」

216-0007
エプロン「ポモナ」

■アルメダールス豆知識
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。

412-0303
「ハーブ」ブルー

412-0306
「ベラミ」ブルー

412-0305
「ハーブ」レッドｘイエロー

412-0307
「ポモナ」

412-0304
「ハーブ」オレンジｘオリーブ

412-0301
「ピクニック」

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。
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■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

215-0701
ハーブ ブルー

215-0702
フィッシュ

215-0705
ハーブ オレンジxオリーブ

215-0713
イタリアンフラワーシェルフ

■ペーパーナプキン

242-0001 ハーブ

215-0706
ハーブ レッドxイエロー

215-0714
ハッピー・バードデイ

215-0716
ハーブ ブラック

215-0723 new!
ハーブ ピンクｘブルー

215-0727 new!
ピクニック エレメンツ

215-0726 new!
スモールフィッシュ

215-0725 new!
ハーブ グレー

215-0712
アップル オリジナル

215-0718
キッチンの棚

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

242-0002 フィッシュ

242-0008 ピクニック

242-0011 ポモナ

●アルメダールスのクリスマスデザイン
●トムテニッセ

215-0719
ジャムポット

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。

216-0005
エプロン
価格：5,500円（税別）
サイズ：90ｘ70ｃｍ
ロット：１

215-0709
キッチンワイプ
価格：580円（税別）
サイズ：18x20cm
ロット：3

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

●キッチンポルカ

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

213-0207 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：3,800円（税別）
サイズ：45ｘ140cm ロット：2

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
241-0104キッチンタオル
「キッチンポルカ」レッド

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

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

241-0105キッチンタオル
「キッチンポルカ」グリーン
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スティグ・リンドベリ

Stig Lindberg ～ミッドセンチュリーの鬼才～

●ブランドについて
北欧ブームの火付け役とも言われる、スティグ・リンドベリの「ベルサ」デザイン。リンドベリ生誕１
００周年を記念して生活雑貨のアイテムが誕生しました。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。また2019年には「プルーヌス」シリーズの雑貨も登
場。

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。

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。
651-0051
キッチンタオル「プルーヌス」 new!
価格：2,600円（税別）
ロット：2 サイズ：70ｘ50ｃｍ
素材：コットン55％ｘリネン45％
スウェーデン製

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

651-0014
ノートブック「ベルサ」 new!
価格：2,500円（税別）
ロット：2 素材：紙
サイズ：21.4ｘ14.5ｃｍ（Ａ５）
仕様：ハードカバー、罫線付、しおり紐付き、
96ページ。スウェーデン製

651-0052
トレーラウンドＤ31ｃｍ「プルーヌス」 new!
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

651-0053
トレースクエア「プルーヌス」 new!
価格：4,500円（税別）
ロット：2 サイズ：32ｘ32ｃｍ
素材：白樺ＭＤＦ
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

651-0030
カードＡ５「ベルサ」 new!
価格：800円（税別）
ロット：5 素材：紙
サイズ：Ａ５（21ｘ14.8㎝）
仕様：2つ折り、封筒付、中無地
スウェーデン製

651-0013 ペーパーナプキン「ベルサ」
価格：1,000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

651-0032
キャニスター缶「ベルサ」（木製蓋つき） new!
価格：4,500円（税別）
ロット：2 素材：メタル、木
サイズ：11ｘ9ｘＨ15.5㎝
仕様：木製蓋付き。非常に厚みのあるティン素材です。
中国製

651-0031
トートバッグ「ベルサ」 new!
価格：3,000円（税別）
ロット：２ 素材：コットン100％
サイズ：42x38xマチ8.5㎝ ハンドル70㎝
製造；中国 印刷：スウェーデン
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厚みがしっかり
あって、安心の使
用感です。
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

651-0027 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

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

●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。

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

651-0007
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

651-0002
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

651-0006
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

651-0008
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

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

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

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

＊スタンドのみの販売も行っています。お問い合わせください。（45－46㎝用 12,000円（税別）／65㎝用 14,000円（税別））
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グスタフスベリ陶磁器 Gustavsberg

～スウェーデン老舗陶磁器～

●ブランドについて
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。 ＊こちらの商品の卸掛け率は65％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

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）

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。

652-0201 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）

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。

●リブ

652-0301 コーヒーCS エバ

652-0302 プレート１８㎝ エバ

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。

652-0401 コーヒーCS リブ

■品質に関するご注意

黒点、色の抜け、着色

652-0402 プレート１８㎝ リブ

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。

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
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キッチンワイプ Kitchen wipe

～リピーター続出、次世代のキッチンツール～

●キッチンワイプとは
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

●プルート・プロダクテル デザイン

オシャレで可愛いデザインが揃いました。

■プルリング
価格：￥500（税別）サイズ：D4.5ｘH2cm ロット：10
スウェーデン製

215-0325
ミッフィー

215-0326
スモールミッフィー

●キャットイナット デザイン

215-0327
ペイントミッフィー

215-0313 復活!
スノーマン

215-0308 復活!
エンジェル

北欧の人が愛してやまない自然や動物に癒されるシリーズです。

スウェーデン人のプロダクトデザイナー、カミラ・ユ
ングレンがデザインしたスウェーデンの便利グッ
ズ、プルリング。フックをかける穴のないキッチン
ワイプを、さっとはさみます。一般家庭でのワイプ
使用率がほぼ100％のスウェーデンならではのア
イテムです。

218-0003
ホワイト
215-2045
リンゴンベリー/コケモモ

215-2031
トマト

215-0024 復活!
キャット レッド

215-0401
ダーラヘスト レッド

215-2044
アカツメクサ

215-2029
パプリカ

215-0023 復活!
キャット ブルー

215-0402
ダーラへスト ブルー

215-2033
ブルーベリー

215-2028
にんじん

215-2039
キャット・オン・ルーフ

215-0403
ダーラヘストブラック

215-1115
ラベンダー

215-2026
えんどう豆

215-2037 復活!
キャットとトムテ

215-0404
ダーラヘストグリーン

215-2032
キンポウゲ

215-2023
きのこ

215-2038 復活!
ドッグとトムテ

215-0405
キャット ブラック

218-0001
グレー

218-0007
レッド

＊他カラーは受発注にてお取り寄せ可能（ロット50）

215-2042
赤い実のリース

215-2040 復活!
サンタと子供

215-0412
羊 ブラック

215-2021
デイジー

215-0043
ベア

215-0413
ハリネズミ ブラック
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デコランド Dekorando ～

フィンランドデザイン、ころころフェルトのキッチン～

●ブランドについて
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、丸いフェルトの触れ心地のよさ、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。

●フェルトのキッチン雑貨

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。

■デコランドマルチ
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。
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。

321-0022 ラウンドマット
Ｄ18ｃｍマルチ
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）

322-0201 ラウンドコースター
Ｄ14ｃｍマルチ
価格：2,200円（税別）

322-0124
コースター ラウンド2枚セット マルチ new!
10ｘ10ｃｍ 価格：2,900円（税別）

●燃えにくい！汚れにくい！ウールの不思議
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。

321-0805
サークルマルチＤ16ｃｍ
価格：3,300円 （税別）

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）

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）

●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。
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■グリーンマルチ

フィンランド人の愛する「森」をテーマにした、グリーン系のやさしいマルチ。シンプルな食
器との相性は抜群で、キッチンに癒しの空間を作ります。
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。

321-0032 ラウンドポットマットD18cm
「グリーンマルチ」 new!
価格：3,300円（税別） D18cm、
フェルトボールD1.5ｃｍ

322-0209 ラウンドコースターL
「グリーンマルチ」 new!
価格：2,200円（税別）D14cm
フェルトボールD１ｃｍ

322-0125 コースター２枚セットラウンド
「グリーンマルチ」 new!
価格：2,900円（税別） D10cm ペア
フェルトボールD１ｃｍ

■ナチュラルマルチ

染色を施さない、自然のままの羊の毛色を活かしたナチュラルマルチ。白、グレー、ブラ
ウンを異なるニュアンスに組み合わせた優しいカラーバリエーションです。
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。

321-0033 ラウンドポットマットD18cm
「ナチュラルマルチ」 new!
価格：3,300円（税別） D18cm、
フェルトボールD1.5ｃｍ

322-0210 ラウンドコースターL
「ナチュラルマルチ」 new!
価格：2,200円（税別）D14cm
フェルトボールD１ｃｍ

322-0126 コースター２枚セットラウンド
「ナチュラルマルチ」 new!
価格：2,900円（税別） D10cm ペア
フェルトボールD１ｃｍ

■フィンランドブルーマルチ

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。

継続決定！

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
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。

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

＊ハンドメイドのため、サイズ、色に多

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
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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～

●ブランドについて
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。

●ハンドメイドのこだわり
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。

●私たちがスカンジナビスク・ヘムスロイドです
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。

■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。

釘にも木を使用。

とめ具は藁素材。

ロット：1 素材：アルダー材 エストニア製

711-0101
ブレッドバスケット
価格：6,200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！

711-0106
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。

■木製品のお手入れについて

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

711-0109 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。

711-0102
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

711-0110 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。

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。内部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経年変化を楽しめます。
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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。

●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！

711-0001C
バターナイフ
「ホース」

●インレイシリーズ

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

711-0001B
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」

711-0018
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

711-0001H
バターナイフ
「ダーラヘスト」焼印

象嵌細工の美しい持ち手。

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

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

●さまざまな用途のカトラリ―

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

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。
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

711-0002 ミニナイフ
価格：400円（税別） 13ｃｍ
ロット：3

711-0003 ミニスプーン
価格：400円（税別） 13ｃｍ
ロット：3

●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。

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。
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■木製ポットマット
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：1,600円（税別） 13x13cm
素材：ジュニパー

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

711-0410
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

711-0409
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

711-0408 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

711-0415
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

711-0412
木製ポットマット「モチーフ」
キャット

711-0415
木製ポットマット「モチーフ」
ラム

711-0416
木製ポットマット「モチーフ」
トナカイ

価格：3,200円（税別） 20x20ｃｍ 素材：アルダー

■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

711-0508
「ヘラジカ」

711-0507
「ホース」

711-0511
「キャット」

■木製カッティングボード/まな板

711-0512
「ラム」

711-0513
「トナカイ」

●白樺のカッティングボード

●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

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

711-0221 ヘラジカ

711-0222 トナカイ

711-0220 ダーラヘスト

●シンプルカッティングボード

711-0223 ラム

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

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

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

ロット：1

711-0224
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
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
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。
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■コーサ／ククサ
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。

＊写真は個人所有のビンテージコーサです。
711-0011 コーサL
価格：4,900円（税別）
16.5ｘ9xH6cm

■木製コースター

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

●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

711-0601 「ヘラジカ」

711-0603 「ホース」

711-0606 「キャット」

711-0607 「ラム」

711-0604 「トナカイ」

同柄4枚がPPパッケージ入り。

●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

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。

711-0609 「ヘラジカ」

711-0610 「ダーラヘスト」

711-0612 「トナカイ」

711-0613 「スウェーデン」

711-0611 「ハウス」

■テルモウッド シリーズ
「テルモウッド」とは、天然の木に長時間熱を加える加工を行ったシリーズです。長時間の加熱により、木は芯から
自然のダークブラウン色に変化します。変化の過程で、完全に水分が抜け乾燥することで木の硬度が非常に高くな
ます。また水分を吸収する性質がなくなり湿気にも強くなるため、より衛生的にお使いいただけます。染色では得る
ことのできない、渋みのあるブラウンのカラーが何ともいえない魅力を放ちます。
ロット：1 製造：エストニア 素材：アッシュ材 ＊着色は一切行っていません。濡れているときも乾いているときも、色落ちは一切ありませんので安心して
お使いください。＊製造上の特徴から、使用初めは木の焦げたような香りを感じる場合がございますが、使用に問題はありません。

●木製プレート＆ナイフセット new!

●タパスフォーク new!

価格：2,500円（税別） サイズ：19ｘ12ｃｍ（プレート） H17ｃｍ（ナイフ）

価格：1,500円（税別）サイズ：9ｘ2㎝ｘ4本

711-0518 木製プレート＆ナイフ
セット「ダーラヘスト」テルモウッド

711-0517 木製プレート＆ナイ
フセット「ヘラジカ」テルモウッド

711-0519 木製プレート＆ナ
イフセット「トナカイ」テルモ
ウッド

711-0075
タパスフォーク4つセット「テルモウッド」

タパスフォークは、フルーツやチーズ、お
つまみなどに小さなフォークとしてお使いく
ださい。軽く壊れにくいのでお弁当やアウト
ドアでの使用にも適しています。

711-0074 タパスフォーク4つセット「ナチュラル」
＊オイル仕上げです。

●木製コースター4枚セット new!

●木製ボードハンドル付き new!

価格：3,000円（税別） サイズ：10ｘ10ｘ4枚セット

価格：2,700円（税別） サイズ：28x14m

711-0617 木製コースター4枚セット
「ダーラヘスト」テルモウッド

711-0616 木製コースター4枚セット
「ヘラジカ」テルモウッド

711-0618 木製コースター4枚セット
「トナカイ」テルモウッド

711-0530
木製ボードハンドル付き
「テルモウッド」

711-0516
木製ボードハンドル付き
「ナチュラル」
＊オイル仕上げです。
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■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

■再生ペットのプレースマット

■コースター６枚セット

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。

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。

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

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

■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。

●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。

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

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

●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。

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
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■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

■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。

711-0311 ボート 復活!
価格：2,800円（税別）
サイズ：14ｘ6ｘＨ16.5㎝

711-0304 トナカイ

■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。

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

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）

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

722-0303
バッグフック
「ダーラへスト」

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

722-0302
バッグフック
「スウェーデン」

721-0004
木製パズル「キャット」
サイズ：10ｘ10ｘH1.5ｃｍ

■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。

●木製キャンドルホルダー「モチーフ」

720-0101 ホース

＊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。

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

720-0102 ヘラジカ

●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

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

720-0103 キャット

●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

47

■マグネット

■木製キーホルダー

●ナチュラルマグネット

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：400円（税別) ロット：3 サイズ：5 x 5cm エストニア製

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

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」
722-0031
ホース

●マグネットハンドペイント

722-0032
ヘラジカ

722-0034
キャット

722-0038
トナカイ

722-0035
ラム

価格：950円（税別） ロット：2 サイズ：5ｘ5ｃｍ スウェーデン製

■木製ブックマーク

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」

315-0175
ダーラヘスト
「ブルー」

価格：800円（税別) サイズ：17cm x 2.2cm

ロット：2

315-0176
ダーラヘスト
「スウェーデンフラッグ」
722-0202
ヘラジカ

■北欧フィギュア、オブジェ

722-0201
ホース

722-0204
キャット

722-0205
ラム

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。

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

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

●シープオブジェ

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

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

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

723-0005
「スウェーデンガール」
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

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

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

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7230005、0006と同一商品です。

●マグネット、オーナメント、ミニフィギュア
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

751-0725 ミニフィギュア ラム
価格：￥1,200（税別）

751-0724
オーナメント ラムボール
価格：￥1,100（税別）
722-0015 new!
ミニミニシープ ホワイト
価格：8,500円（税別）
サイズ：19ｘ12ｘＨ15cm

722-0016 new!
ミニミニシープ ブラウン
価格：8,500円（税別）
サイズ：19ｘ12ｘＨ15cm

751-0727 マグネット ラム
価格：￥1,200（税別）

751-0728
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
マグネット サンタ
価格：￥1,100（税別）
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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。

●テーブルランナー

●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

731-0403 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。
731-0011
ダーラヘスト レッド

731-0013
ダーラヘスト ブルー

731-0001
ヘラジカ レッド

731-0004
ヘラジカ ブルー

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

731-0012
ダーラヘスト ブラック

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

731-0509
ダーラへスト＆クルビッツ

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

731-0510
スウェーデンノスタルジー

●プレゼントパック ミニ
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

●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

731-0104

731-0105

オーブンミット「ダーラヘスト」

オーブンミット「スウェーデン」

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

●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

731-0016
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。
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カイヤ・カッリ Kaija Karri

～フィンランドの伝統、手編みの白樺のかご～

●ブランドについて
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、掛け率は65％となります。

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。

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。

760-0001
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

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

760-0002
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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。
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ハンドメイドのクリスマスドール

～ハンドメイドの温もり伝わる～

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）。

●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

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）

751-0704
ギタートムテ
価格：￥2,200
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0708
トムテパパ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0702
編み物トムテ
価格：￥2,600
H8cm

751-0709
トムテママ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0706
アコーディオントムテ
価格：￥2,600
Ｈ8ｃｍ

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

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

751-0729
聖ルチア
価格：￥3,000
Ｈ15ｃｍ

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

751-0730
ルチア侍女
価格：￥2,500
Ｈ13＾2ｃｍ

751-0712
つえのトトムテ
価格：￥2,100
Ｈ13ｃｍ（帽子含）

751-0731
星の子供
価格：￥2,000
Ｈ18ｃｍ（帽子含）

●小さなトムテのマグネットとオーナメント
背中にマグネットが付いた愛らしいトムテたち。一つ一つハンドメイドで作り、テキスタイルや表情、小物などデティールまでこだわったかわいさです。
価格：1,800円（税別） ロット：1 サイズ：高さ約7-10cm

753-0304
マグネット new!
ヤギにのった女
の子 H10cm

753-0303
マグネットnew!
袋を持った男の子
H7cm

753-0305
マグネットnew!
ほうきを持った女の
子 H7cm

753-0306
マグネットnew!
リンゴを持った女
の子 H7cm

753-0308
マグネット new!
ツリーと女の子
H10cm

753-0307
マグネットnew!
ツリーと男の子
H10cm

753-0309
マグネットnew!
プレゼントに座る男の
子 H10cm

●フェルトサンタ

753-0235 オーナメント
グリーンの靴下トムテ
H8cm

753-0235 オーナメント
赤の手袋トムテ
H9cm

753-0211
オーナメントトム
テ レッド
H8cm

753-0212
オーナメントトムテ
グレー
H8cm

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

753-0302
マグネット
new!
ベルを持った
トムテ H7cm

753-0301
マグネット new!
梯子にのぼるト
ムテ
H10cm

毎年人気の定番トムテ。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

753-0213
オーナメントトム
テ グリーン
H8cm

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

51

プルートプロダクテル Plutoprodukter ～くるくる回るかわいいキャンドルホルダー～

■ロータリーキャンドルホルダー/キャンドルスペル
プルートプロダクテルのロータリーキャンドルホルダー（RCH)は、もともとドイツなどで使われていた木製のキャンドルホル
ダーからインスピレーションを受け生まれた製品です。軽やかなメタル素材と、くるくる回る愛らしいモチーフで世界中で絶大
な人気をります。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
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。

●ムーミンデザインのロータリーキャンドルホルダー

313-0137
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。

デザイナー：ハンス･ハルベリ
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。

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。

●ミッフィーデザインのロータリーキャンドルホルダー
●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。お問い合わせください。

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。
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●その他のデザインのロータリーキャンドルホルダー

313-0087
クリスマスツリー
グリーンカラーが美しい、クリスマスに人
気のモチーフです。

313-0135
ダーラヘスト
「幸せを運ぶ馬」とスウェーデンで古く
から愛され続ける馬モチーフ。

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。

313-0115
ハミングバード
繊細な羽のモチーフが美しい、大人
なデザインです。

313-0069 ロングセラー！
トランペット・エンジェル
定番人気の天使モチーフ。
天使のトランペットの音が聞こえ
てきそう。

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。

313-0128
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。

313-0121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。

313-0052 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。

313-0124
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。

■その他の雑貨グッズ
●ブッククリップ

価格：￥600（税別） ロット：３ 素材：メタル 中国製

●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

494-0101
「ムーミン」
4ｘ5ｃｍ

317-0011
温度計ムーミン
17ｘ12ｃｍ

494-0102
「ムーミンファミリー」
7.5ｘ5ｃｍ

317-0014
温度計リトルミイ
18x11ｃｍ

●ブックマーク
かわいいムーミンやミッフィーが、ブックマークになりました。気軽なプレゼントにもおすすめ。
価格：￥700（税別） ロット：３ サイズ：7.5ｘ4ｃｍ 素材：メタル 中国製

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

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

●キッチンワイプ

●キーリング
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

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」

491-0108
プルートホース

494-0021
ムーミンツリー

491-0109
バード

491-0101
キャット

キッチンワイプページ
に掲載しています！

491-0107
ふくろう
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北欧商品のOEMのご案内
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／ディッシュクロスへのオリジナル印刷をスウェーデンで！
「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
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プ袋
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本
印
刷
開
始

約3～4週間

●印刷について
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。
➢ 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

印刷実績一例

➢ 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。

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

■ロータリーキャンドルホルダー

■白樺のアートカード

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～。

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～。

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50～
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