
スティグ・リンドベリとは...
1916年、スウェーデンの北に位置するウメオという小さな街に

生まれたスティグ・リンドベリ。デザインの黄金時代と言われる

1950-80年代の北欧ミッドセンチュリー時代に活躍した伝説的

デザイナーです。グスタフスベリ陶磁器のアートディレクターと

して活躍し、数々の名作を世に生み出しました。また、陶磁器

だけではなく絵本の挿絵やテキスタイルデザイン、彫刻など

様々な分野で素晴らしい作品を残しています。

スティグ・リンドベリ生誕100周年
2016年は、リンドベリの生誕１００周年記念の年にあたり、

リンドベリのデザインを使った様々な復刻アイテムが製

造されています。人気の「ベルサシリーズ」に加え、テキ

スタイル柄の復刻アイテム、機能的なメラミン食器の「ブ

ルース」「バレット」シリーズ、そしてイギリスで特別限定

製造されている「びしょ濡れ靴のダニエル」シリーズなど、

様々なリンドベリアイテムをご紹介します。



スティグ・リンドベリ生誕100周年 テキスタイル柄

リンドベリ生誕１００周年を記念して、本国スウェーデンでこの秋新登場するのは、テキスタイルモ
チーフの復刻アイテムです。リンドベリの豊かな想像力が表現されたこれらのテキスタイルモチーフ
は、主に1950-70年ごろにデザインされ、スウェーデンデザインのクラッシックとして愛され続けてき
ました。これらの柄はこれまで壁紙とテキスタイルに復刻されましたが、キッチン雑貨としての復刻
は初めての事です。白樺素材使ったトレーやボード、コースター等、北欧の家庭の定番アイテムが
揃いました。より身近に家庭内で楽しむことができる、スウェーデン発の新しいコレクションです。す
べてのデザインはスティグ・リンドベリのご子息ラーシュリンドベリ氏の監修のもとで生まれました。
＊掲載写真はプロトタイプのため、本製品では柄の出方が異なる場合がございますのでご了承下さい。

＊納品開始は10月初めごろからを予定しております。初回入庫数には限りがありますので、お早目にご予約くださいませ。

＊すべてのアイテムはスウェーデン製です。

651-0602トレーM「ポテリー」
サイズ：36ｘ28ｃｍ
価格：4,800円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0601 トレーS「ポテリー」
サイズ：27ｘ20ｃｍ
価格：4,000円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0604
ボードサークル「ポテリー」
サイズ：D21ｃｍ
価格：3,500円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

●ポテリーnew! 様々な形やデザインの陶磁器がモチーフ。不思議で魅惑的なリンドベリの世界観が素晴らしく表現されて

います。多くの陶磁器の名作を残したリンドベリならではのデザインといえるのではないでしょうか。

●ハーバリウム ライト new! ハーバリウムとは、植物標本集という意味です。自然を愛したリンドベリらしい美しい草花のデザインは、家庭の中に優しい光を運んできてくれます。

651-0606 コースター6枚セッ
ト「ポテリー」
サイズ：1枚D9ｃｍ
価格：4,500円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0607
プレースマット「ポテリー」
サイズ：40ｘ30ｃｍ
価格：900円（税別）
素材：再生ペットプラスチック
ロット：5

651-0608
ペーパーナプキン「ポテリー」
サイズ：17ｘ17ｘ2ｃｍ（1枚33ｘ
33ｃｍ） 価格：900円（税別）
素材：紙 ロット：５

●フルーツボックス new! リンゴ？ナシ？はたまた想像上のフルーツか…。輪切りにされたり虫食いだったり。リンドベリの豊かな想像力が感じ取れるユニークで愛嬌のあるデザインです。

ブラックｘホワイトのクールなカラーとシンプルなデザインは取り入れやすいデザインです。

651-0402
トレーM「フルーツボックス」

651-0401
トレーS「フルーツボックス」

651-0404
ボードサークル「フルーツボックス」

651-0406 コースター6枚セッ
ト「フルーツボックス」

651-0407プレースマット「フ
ルーツボックス」

651-0408ペーパーナプキン
「フルーツボックス」

●メロディnew! 空想的な物語のような美しいデザインです。深い森の中でどんなメロディを奏でているのか、見るものの想像力を掻き立てます。少し怖い様な雰囲気も魅力です。落ち着

いたブラウンの背景は、今回の雑貨復刻アイテムの新カラ―です。

651-0502
トレーM「メロディ」

651-0501
トレーS「メロディ」

651-0504
ボードサークル「メロディ」

651-0506
コースター6枚セット「メロディ」

651-0507
プレースマット「メロディ」

651-0408
ペーパーナプキン「メロディ」

＊各商品にはリンドベリのサインが印刷され、オリジナル商品である事を

証明してています。

＊カタログ掲載以外の柄、アイテムはロット20から取り寄せ可能です。専用資料をお問い合わせ下さい。

651-0202
トレーM「ハーバリウム」ライト

651-0201
トレーS「ハーバリウム」ライト

651-0204 ボードサークル
「ハーバリウム」ライト

651-0206 コースター6枚セッ
ト「ハーバリウム」ライト

651-0207プレースマット
「ハーバリウム」ライト

651-0208 ペーパーナプキ
ン「ハーバリウム」ライト



651-0011 キッチンタオル「ベルサ」
価格：2,600円（税別） ロット：5
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：5
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：50ｘ30ｃｍ スウェーデン製

651-0012 プレースマット「ベルサ」
価格：2,000円（税別） ロット：5
素材：リネンｘ100％
サイズ：47ｘ37ｃｍ 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：2
素材：白樺MDF
サイズ：D9ｃｍ 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：5
素材：紙 サイズ：17ｘ17ｘH２ｃｍ（広げたら35ｘ35ｃｍ）
＊２０枚入り。 ドイツ製

651-0001 トレーラウンドD31「ベルサ」
価格：4,500円（税別） ロット：2
素材：白樺MDF
サイズ：D31ｃｍ 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：2
素材：白樺MDF
サイズ：D46ｃｍ 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
素材：白樺MDF
サイズ：D65ｃｍ スウェーデン製

スティグ・リンドベリ生誕100周年 ベルサ

651-0007 ボードサークルD21「ベルサ」
価格：3,500円（税別） ロット：2
素材：白樺MDF
サイズ：D21ｃｍ 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
素材：白樺MDF
サイズ：30ｘ20ｃｍ 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
素材：白樺MDF
サイズ：D27ｘ20ｃｍ スウェーデン製

トレーラウンドD65+専用スタンド「ベルサ」
651-0021 ホワイト
651-0022 ブラック
価格：29,000円（税別） ロット：1 素材：白樺MDF サイズ：D65ｃｍ x H60cm スウェーデン製
＊組み立て式のメタル製の専用スタンド（ラッカー塗装）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。トレーは上に載せるだけで、ネジなどで固定することはできません。

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、これまでファンからも最も要望の多かった「BERSAベルサ」の柄が

復刻版のテーブルフェアになって登場しました。オリジナル同様に深みのある落ち着いたグリーンが印象的なシリーズです。オリジナルのビンテー

ジ陶磁器の存在感は圧倒的ですが、この復刻アイテムたちも、キッチンやインテリアの素敵なアクセントとして存在感抜群です。キッチンやインテリ

アにデコレーションとして観葉植物を取り入れることが大好きなスウェーデン人たちからも大好評。この復刻ベルサアイテムの製造はほぼ全てス

ウェーデンで行われ（一部アイテムはドイツ製）、高いクオリティとなっています。



スティグ・リンドベリｘ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。 ＊こちらの商品の卸掛け率は65％となります。通常掛け率と異なりますのでご注意ください。

素材：ボーンチャイナ ロット：１ 製造：スウェーデン ＊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 new! 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 new! 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 new!

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 凹み、欠け キズ 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。



スティグ・リンドベリ バレット BALETT

226-0202
ボードサークル「バレット」 Ｄ21ｃｍ
価格：3,100円（税別） ロット：1
素材：白樺ＭＤＦ

225-0106
トレーＳ「バレット」 27ｘ20ｃｍ
価格：3,500円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

225-0107
トレーラウンドM 「バレット」 D31cm
価格：4,200円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

223-0303
コースター「バレット」6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

242-0103 ペーパーナプキン「バレット」
17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げた1枚は35ｘ35ｃｎ）
価格：700円（税別） ロット：5
素材：紙
＊２０枚入り。

250-0021
バレットカップ＆ソーサー
カップＤ8.5ｘＨ5.5ｃｍ、ソーサーＤ14.5ｃｍ（150ｍｌ）
価格：2,100円（税別） ロット：1
素材メラミン

250-0024
バレットプレートＳ 17x15xH1.5cm
価格：1,200円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルＳと組み合わせることができます。

250-0023
バレットプレートL 23x20.5xH2.5cm
価格：1,400円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルM、ボウルLと組み合わせることができます。

250-00027
バレット マグ D8.5ｘH9cm
価格：2,500円（税別） ロット：１
素材：メラミン

250-0022
バレットボウルＳ 17x15xH4.2cm
価格：1,700円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートＳと組み合わせることができます。

250-0025
バレットボウルM 22x20.5xH4.5cm
価格：1,800円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

250-0026
バレットボウルL 23x20.5xH8.5cm
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。
＊写真はプレートLを組み合わせたものです。

722-0121
プレースマット「バレット」 40x30cm
価格：900円（税別） ロット：1
素材：再生ペットプラスチック

1967年、リンドベリは「ブルース」「バレット」というブルーとレッドのデザインを生み出し、

メラミン食器として商品化されました。メラミン食器は1960年代初めから子供用食器とし

て親しまれてきましたが、その耐久性や使い勝手の良さから大人用食器としてのニーズ

も高まっていきました。大人が使っても嬉しいメラミン食器として登場した「ブルース」と

「バレット」シリーズは瞬く間に人気を博し、グスタフスベリ社の人気アイテムとなりました。

復刻アイテムでは、オリジナルのメラミン食器に加え、スウェーデン製の白樺MDFを使っ

たトレーやコースターなど、様々なアイテムが揃います。

「バレット」はスウェーデン語でダンスのバレーの事。その名の通り、楽しく踊るような鮮

やかな赤のモチーフが楽しいデザインです。まさに北欧レトロを象徴するようなデザイン

の「バレット」シリーズ。



スティグ・リンドベリ ブルース BLUES

250-0001
ブルースカップ＆ソーサー
カップＤ8.5ｘＨ5.5ｃｍ、ソーサーＤ14.5ｃｍ（150ｍｌ）
価格：2,100円（税別） ロット：1
素材メラミン

250-0004
ブルースプレートＳ 17x15xH1.5cm
価格：1,200円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルＳと組み合わせることができます。

250-0003
ブルースプレートL 23x20.5xH2.5cm
価格：1,400円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルM、ボウルLと組み合わせることができます。

250-0007
ブルース マグ D8.5ｘH9cm
価格：2,500円（税別） ロット：１
素材：メラミン

250-0002
ブルースボウルＳ 17x15xH4.2cm
価格：1,700円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートＳと組み合わせることができます。

250-0005 
ブルースボウルM 22x20.5xH4.5cm
価格：1,800円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

250-0006 
ブルースボウルL 23x20.5xH8.5cm
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

722-0120
ブルース プレースマット 40x30cm
価格：900円（税別） ロット：1
素材：再生ペットプラスチック

226-0201
ブルース ボードサークル Ｄ21ｃｍ
価格：3,100円（税別） ロット：1
素材：白樺ＭＤＦ

225-0101
ブルース トレーＳ 27ｘ20ｃｍ
価格：3,500円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

225-0102
ブルーストレーラウンドM D31cm
価格：4,200円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

223-0301
ブルースコースターA（柄中央）
6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

223-0302
ブルースコースターB（柄全面）
6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

241-0301
ブルースキッチンタオル70ｘ50ｃｍ
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

241-0302
ブルースキッチンタオルＳ 50ｘ30ｃｍ
価格：1,500円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

242-0101
ブルース ペーパーナプキン
17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げた1枚は35ｘ35ｃｎ）
価格：700円（税別） ロット：5
素材：紙

ブルーカラ―が美しい「ブルース」シリーズ。「バレット」同様、お花のような葉っぱのような愛らしいモチーフが大胆に描かれています。

子供にも大人にも便利なメラミン食器は、まさに家族のための食器。またアウトドアやピクニックにも安心して使えるアイテムです。蓋にもなるプレー

トは、ボウルとセットで使えるデザインです。屋内でも屋外でも、ちょっと蓋をしたいときに便利です。



1959年、スティグ・リンドベリは、児童文学作家レンナート・ヘルシングの児童書「Daniel Doppsko（びしょぬれ靴のダニエル）」の挿絵を手がけまし

た。その本の中に登場する挿絵の中から選りすぐられた４種類のイラストが、マグカップ、キッチンタオルになりました。

スティグ・リンドベリはミッドセンチュリーを代表する陶磁器デザイナーとして広く知られていますが、陶磁器の他にテキスタイルや彫刻、イラスト

レーションなど幅広い作品を手掛けています。中でも、イラストレーションではリンドベリの天才的な想像力が最もよく発揮されており、彼の豊かな

想像力、創作力を最も強く感じる事が出来ます。

このマグカップは、イギリスロンドンに拠点を置く北欧セレクトショップ「SKANDIUM」が、ラーシュ・リンドベリ氏の監修の元、製造を行いました。

SKANDIUMは、1999年に3人のスカンジナビア人により創立され、以来そのハイセンスなセレクションで一目置かれる存在となりました。現在はイッ

タラ、アラビア、ハガネス、マリメッコ、ウッドノートなど著名北欧ブランドのイギリスの総代理店としても注目されています。

スティグ・リンドベリ びしょ濡れ靴のダニエル

652-0001 ダニエルマグ
「ダニエル」レッド

652-0002 ダニエルマグ
「シティ」グリーン

652-0003 ダニエルマグ
「アンダーウォーター」イエロー

652-0004 ダニエルマグ
「レイン」ブルー

価格：3,200円（税別） サイズ：D8.5cmｘH9.7cm 容量310ML 素材：陶磁器 ロット：2 イギリス製
＊個箱なし。裏面、底面のイラストデザインは、製造元の都合で変更になる場合もありますのでご了承ください。

652-0011 キッチンタオル
「ダニエル」レッド

652-0012 キッチンタオル
「シティ」グリーン

●キッチンタオル

652-0013 キッチンタオル
「アンダーウォーター」イエロー

652-0014 キッチンタオル
「レイン」ブルー

底面にはリンド
ベリのサインが
入っています。

●マグカップ

価格：2,600円（税別） サイズ：70ｘ50ｃｍ 素材：コットン100％ ロット：2 イギリス製

リンドベリのサインと説明(英語)の紙タグ付。フックにかけるルー
プは長辺、短辺の2か所についています。



110-0001
リンドベリカード「赤い手袋」

110-0008
リンドベリカード「ブルー」

110-0004
リンドベリカード「吹き出し」

110-0006
リンドベリカード
「トムテのつめ」

110-0009
リンドベリカード
「帽子」

110-0003
リンドベリカード「
白いキャンドル」

110-0002
リンドベリカード
「キッチンテーブル」

110-0007
リンドベリカード
「シティ」モノクロ

リンドベリのグスタフスベリ陶磁器のアートディレクター時代に、同社が顧客や取引先に送るクリスマスカード

用にデザインされたカードです。カードとして送っても喜ばれ、また額に入れて小さなアートにも。

スティグ・リンドベリ デザインカード

価格：900円（税別）＊封筒セットになります。サイズ：カード20ｘ10ｃｍ （広げると20ｘ20ｃｍ） 封筒22.3ｘ11ｃｍ ロット：5/柄
20ｘ10ｃｍの縦長サイズ、ダブルのカード。内側は無地になります。カードの裏面にはスウェーデン語で「このカードがスティグ・リンドベリがグスタフスベリ時代に毎年
クリスマスカードとしてデザインしたもので、こちらはアートカード、クリスマスカードとして復刻されたものです」と記載されています。

2017年新アイテム

●ベルサ新アイテム登場！ ベルサ柄に新アイテムが仲間入りしました。食卓でも活躍しそうなスクエアプレートです！また、テーブルを華やかに彩るテーブルランナーも。

651-0017 スクエアL
価格：4,800円（税別）
23ｘ23ｃｍ ロット：2

651-0017 スクエアL
価格：4,000円（税別）
15ｘ15ｃｍ ロット：2

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


