
＊＊＊クリスマスアイテムの新メーカーです！＊＊＊＊＊＊
北欧の北極圏、サンタクロース村のあるロバニエミ市で小さな工房をもつPEEVA。近くの森でとれる木や松ぼっくりを使って、愛
らしいトムテを作っています。素材から製造全てがフィンランドで行われている、メイド・イン・フィンランドのアイテムです。
まさにジャストシーズンにお贈りする、日本初上陸の本場のアイテムです。ぜひ今年のクリスマス商戦アイテムにご検討ください。

＊このアイテムは手作りのアイテムのため、受注発注品となります。発注期限は以下の通りです。
発注締切：１０月３１日（土）
納品予定：１１月中旬から後半以降、ご指定の納品日

●商品詳細
フィンランドの松ぼっくり、木を使用した完全ハンドメイドのクリスマスアイテムです。天然の素材を使用しているため、サイズや
見た目に個体差が生じます。個体差は商品不良ではありませんのでご了承お願いします。

755-0001 ウィンドウS
価格：6,000円（税別）
サイズ： 15ｘ15ｃｍ
ロット：1

755-0005 ウッドメーカーボーイ
価格：3,800円（税別）
サイズ： D10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0006 ウッドメーカー ガール
価格：3,800円（税別）
サイズ： D10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0002 スノーモービル ボーイ
価格：3,800円（税別）
サイズ： 15ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0003 スノーモービル ガール
価格：3,800円（税別）
サイズ： 15ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0002 スノーモービル ペア
価格：4,500円（税別）
サイズ： 20ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0008 スキートムテボーイ
価格：3,200円（税別）
サイズ： 10ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0009 スキートムテガール
価格：3,200円（税別）
サイズ： 10ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1



●松ぼっくりマグネットドール「マリメッコテキスタイル」
フィンランドを代表するテキスタイル、マリメッコを使った愛らしいマグネットドールたち。背面にマグネットが付いていて、冷蔵庫などにメモを張り付けることができます。
価格：1,800円（税別）高さ9-10ｃｍ ロット：２

755-0101

755-0102

755-0103

755-0104

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」1

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」2

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」3

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」4

755-0105

755-0106

755-0107

755-0108

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」5

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」6

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」7

マグネットドール「マリメッコテキスタイル」8

755-0010 ウッドプラットホーム ペア
価格：3,300円（税別）
サイズ： 15ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0013 ウッドプラットホームガール
価格：2,000円（税別）
サイズ： 10ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0012 ウッドプラットホームボーイ
価格：2,000円（税別）
サイズ： 10ｘ10ｃｍｘH10ｃｍ
ロット：1

755-0011 袋入り松ぼっくりドールペア
価格：2,800円（税別）
サイズ： 8ｘ8ｃｍ
ロット：1

755-0016 オーナメントボーイ
価格：1,400円（税別）
サイズ： H8-9ｃｍ
ロット：2

755-0017 オーナメントガール
価格：1,400円（税別）
サイズ： H8-9ｃｍ
ロット：2

755-0014 マグネットボーイ
価格：1,400円（税別）
サイズ： H8-9ｃｍ
ロット：2

755-0015 オーナメントガール
価格：1,400円（税別）
サイズ： H8-9ｃｍ
ロット：2



北欧のクリスマスに欠かせないのは、顔が隠れるほどのもじゃもじゃのひげで帽子を目深にかぶった一風変

わった「トムテ」の存在です。元々は北欧の民話に登場する森の妖精だったトムテたちは、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。今でも、クリスマスイブには家の軒先にトムテたちの大好

物と言われるミルク粥をお供えし、家族もその日は皆でミルク粥を食べるという習慣があります。

そんな風に昔から人々に愛されてきたトムテたち。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。

素材：木、ウール、トナカイの毛、羊の毛 ＊全て手作りのとなります。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。

★ハンドメイドのトムテシリーズの商品は受注発注となります★

＊最終受注受付となります。ぜひご利用ください。

受注締切１０月３１日（土）

納品予定：１１月中旬から後半以降のご指定日

＊表示価格は全て税別本体価格です。

●小さなトムテたち

小さくても、丁寧にハンドペイント、ハンドメイドされたキュートなミニサイズのトムテたち。

●そりのトムテ ミニ
753-0105

価格：￥1,800（税別）
サイズ：10ｘ４ｃｍ
ロット：2

●フェルトサンタ
毎年根強い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

●動物とトムテたち

赤いトナカイ、、、ではなく、ダーラヘストにまたがった勇敢なトムテやトムテガール！

751-0813 new!

トムテボーイ・ホース
価格：￥1,600（税別）
H8cm ロット：2

751-0814 new!

トムテガール・ホース

752-0015 new!

ペンギンL紐付き
価格；￥1,200（税別）
H5ｃｍ

752-0014 new!

ペンギンS紐付き
価格：￥900（税別）
H3㎝

＊とぼけた表情が何とも愛らしいペンギンたち。

●ミニトムテ
753-0101 レッド
753-0102 グレー
753-0103 グリーン

価格：￥600（税別）
サイズ：H3cm

ロット：３／各色

●スノーマン
753-0104

価格：￥800（税別）
サイズ：H４cm

ロット：3

オーナメント new!

クリスマスソックス
752-0030

価格：￥800（税別）
H6cm

オーナメント new!

紐付きトムテ
752-0026 ボーイ
752-0027 ガール
価格：￥950（税別）
H5cm

752-0024 new!

ブランコトムテ
752-0025 new!

ブランコトムテガール
価格：￥1,500（税別）
H8ｃｍ

●オーナメント

ツリーに飾るだけでなく、窓に吊るしてインテリアとして。また、かばんに付けて気軽にクリスマス気分を楽しめます。

素材：木、フェルト、ウール ロット：2

751-0815 new!

トナカイとトムテ
価格：￥3,700（税別） 20ｘ6ｘH12ｃｍ ロット：１

752-0016 new!

トムテボーイ・ホースS

紐付き
価格；￥1,000（税別）
H5cm

752-0017 new!

トムテガール・ホースS

紐付き

752-0007

ベルトムテ
11㎝
価格：¥1,400

752-0008

トムテ
9㎝
価格：¥900

752-0009

トムテガール
9ｃｍ
価格：¥900

●マグネット
かわいいトムテがマグネットになりまし
た！小さくても、存在感たっぷり。髭には
トナカイの毛が使われています。

752-0006
ひげトムテマグネット
価格：1,100 サイズ：3-4ｃｍ
ロット：2

今シーズンは終了しました！



751-0005 お座りサンタ 9cm 価格：￥3,000

751-0006 お座りサンタ 14cm 価格：￥4,000

751-0007 お座りサンタ 20cm 価格：￥7,000

＊帽子色をご指定下さい（グレー／レッド）。

＊髭部分にはトナカイの毛が使われています。
＊お座りトムテは帽子の下に目が書かれています。

●ミニサンタ 5cm 価格：￥800 レッド：751-0401、グレー：751-0404

●ミニサンタ 8cm 価格：￥1,200 レッド：751-0402 グレー：751-0405

●サンタママ 8cm 価格：￥1,200 レッド：751-0403 グレー：751-0406

●ミニサンタ 9㎝ 価格：￥1,400 レッド：751-0407 new! グレー：751-0408 new!

751-0008 ふとっちょサンタS
価格：￥3,000 Ｈ12㎝

751-0009 ふとっちょサンタM
価格：￥4,800 Ｈ17ｃｍ

■トナカイのひげトムテシリーズ
立派なおひげを生やしたトムテたち。この髭には、

なんと本物のトナカイの毛が使われています。ユ

ニークな、北欧ならではのトムテたち。

ロット：1

●ひげトムテ（羊のひげ）
価格：￥900（5㎝） ￥1,200（7㎝） ロット：2

751-0501
ひげトムテグレー 5cm

751-0503
ひげトムテグレー 7㎝

●お座りトムテ（トナカイのひげ）

●ふとっちょトムテ（トナカイのひげ）

＊本体色と帽子色をご指定下さい。

本体色：レッド／ブラック／グリーン 帽子色：レッド／ブラック／グレー／ホワイト

＊ミニサンタの髭、サ
ンタママの髪の毛は
天然の羊の毛です。
マフラー付がサンタ
ママです。

■ハンドペイント・トムテのキッチンカトラリー
一つ一つ丁寧にハンドペイントされたトムテの顔がユニークなカトラリ―たち。

752-0002

トムテの木製プレート+バターナイフセット
価格：2,000 17ｘ10ｃｍ
ロット：1

752-0004

トムテのカフェメジャー
価格：¥800 H10ｍ
ロット：2

752-0003

トムテのバターナイフ
価格：¥800 H15ｃｍ
ロット：2

752-0004

トムテのミニスプーン
価格：¥900 H11ｃｍ
ロット：2

ニット帽にスト
ライプマフラー
がオシャレさん
なトムテです！

●ミニサンタ＆サンタママ 素材：木、フェルト、ウール ロット：2

●マフラーサンタ 素材：木、フェルト、ウール

●マフラーサンタＳ
¥1,000 Ｈ5ｃｍ
751-0101 レッド
ロット：2

●マフラーサンタＭ
¥1,500 Ｈ6.5ｃｍ
751-0102 レッド
ロット：2

●マフラーサンタＬ
¥2,000 Ｈ8ｃｍ
751-0103 レッド
ロット：1

●マフラーサンタロング
¥2,000 Ｈ12ｃｍ
751-0104 レッド
ロット：1

●トムテ「ひげもじゃトムテ」 柔らかな天然の羊の毛がたっぷり使われた贅沢なトムテ。ロット：2

753-0001
「ひげもじゃトムテ」
レッド
価格：¥1,600 Ｈ8ｃｍ

753-0002
「ひげもじゃトムテ」
グレー
価格：¥1,600 Ｈ8ｃｍ

●お座りトムテ 素材：木、フェルト、ウール ロット：2

751-0811 new!

お座りトムテボーイ ７ｃｍ

751-0812 new!

お座りトムテガール 7㎝

価格：￥1,300 H7cm

751-0809 new!

お座りトムテボーイ 5㎝

751-0810 new!

お座りトムテガール 5㎝

価格：￥1,100 H5ｃｍ

●かご入りトムテ パイン材の木の皮を使い丁寧に編まれたかごに、小さなトムテたちが入りました。

753-0021
ハートのかごトムテ
H18cm 価格：¥2,800（税別） ロット：１

753-0020
かご入りトムテ ペア
9ｘ6ｃｍ 価格：¥2,200（税別） ロット：１

751-0502
ひげトムテレッド 5㎝
751-0504
ひげトムテレッド 7㎝

今シーズンは
終了しまし
た！



サンタクロースの故郷といえば、「ラップランド」地方と言われる北欧

の北極圏。正確には、このラップランド地方にあるフィンランドの「ロ

バニエミ」という小さな街にサンタクロースの家があると言われてい

ます。また、ラップランド地方にはサーミ人という少数民族が生活し

ています。独自の言語や文化を持つサーミ人たちに伝わる色彩豊

かな民族衣装もこの地方独特のものです。

こちらに紹介するクリスマスアイテムは、VENLAというこのロバニエ

ミ市にある小さな工房のアイテムです。サンタクロースの故郷から、

本物のクリスマスをお届けします。

＊ロバニエミ市は、北欧の北の果て、北極圏の中に

位置します。

＊ディット・ダットはVENLAの日本総代理店です。

●トムテ人形 素材：木、フェルト、ウール ロット：2

754-0001 new!
トムテ人形「ビョルン」
価格：￥1,680（税別）
Ｈ10ｃｍ

754-0002 new!
トムテ人形「ブルーノ」
価格：￥1,260（税別）
Ｈ7ｃｍ

754-0003 new!
トムテ人形「イソベーリ」
価格：￥1,680（税別）
Ｈ16ｃｍ

754-0004 new!
トムテ人形「ピックベーリ」レッド
754-0005
トムテ人形「ピックベーリ」ホワイト
価格：￥1,050（税別） Ｈ10ｃｍ

754-0006 new!
ミニラップランドガール
価格：￥1,470（税別）
Ｈ6ｃｍ

754-0007 new!
ミニラップランドボーイ
価格：￥1,470（税別）
Ｈ6ｃｍ

＊ラップランド地方のサーミの伝統衣装を身にまとった愛らしいドー
ルたち。●オーナメント

温もりあふれる木製のオーナメントたち。
サイズ：D8㎝ 素材：木 ロット：2

754-0201 new!
オーナメント「トムテ」
価格：￥1,470（税別）

754-0203 new!
オーナメント「トナカイ」
レッド
価格：￥1,470（税別）

754-0204 new!
オーナメント「トナカイ」
ナチュラル
価格：￥1,470（税別）

754-0205 new!
オーナメント「ツリーとトナカイ」
レッド H7cm
価格：￥1,200（税別）

754-0206 new!
オーナメント「ツリーとトナカイ」
ナチュラル H7cm
価格：￥1,200（税別）

754-0207 new!
オーナメント「フィンランドコテージ」
4.5ｃｍ
価格：￥1,470（税別）

●オーナメント「クリスマスソックス」

ラップランドのサーミ模様のクリスマスの
ソックス。やや大きめなサイズのオーナメン
トで、中にお菓子などを入れてプレゼントに
するのも素敵です。
754-0208 new!
オーナメント「クリスマスソックス」
価格：￥1,470（税別） サイズ：15㎝
素材：フェルト ロット：2

●クリスマスのキッチンアイテム
素材：木、フェルト ロット：2

754-0101 new!
木製ナイフ
トムテ
価格；￥1,260

754-0103 new!
木製ミニフォーク
トムテ
価格；￥1,260

754-0102 new!
木製ミニスプーン
トムテ
価格；￥1,260

754-0110 new!
カトラリ―ポーチ
レッド
価格；￥1,260

754-0111 new!
カトラリ―ポーチ
グレー
価格；￥1,260

●ポットガード「フィンランド」 new!
価格：￥700 サイズ： 素材：木 ロット：3

754-0109 リーフ（左） 754-0107 トナカイ（中） 754-0108 ヘラジカ（右）

●クリスマスのマグネット
素材：木、フェルト ロット：2

754-0301 new!

ブルーノ
価格：￥1,300

754-0302 new!

フィンランドコテージ
価格：￥1,500

754-0304 new! ラップランド
価格；￥1,100

トナカイ遊牧を行うサーミ人が
暮らすテントのモチーフです。



752-0010
オーナメント
プレゼントトムテ
価格：￥1,200（税別）
H10cm

752-0011 new!
オーナメント
トムテガール
価格：￥1,200（税別）
H10cm

752-0012 new!
オーナメント
スノーマン
価格：￥1,200（税別）
H10cm

752-0013 new!
オーナメント
ボールのラム
価格：￥1,200（税別）
H10cm

752-0303 new!
ハンドペイントオーナメント
ウィンターコテージ

752-0302 new!
ベル

752-0301 new!
クリスマスツリー

●オーナメント ロット：2

●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。

素材：木、フェルト、アクリル布、ウール ロット：1

751-0701
プレゼントトムテ
価格：¥3,500
6ｘ6ｘＨ15ｃｍ（帽子含）

751-0703
リンゴントムテ 8cm
価格：￥2,200
H8cm

751-0702 new!
編み物トムテ 8cm
価格：￥2,600
H8cm

751-0706 new!
アコーディオントムテ 8cm
価格：￥2,600
Ｈ8ｃｍ

751-0704
ギタートムテ 8cm
価格：￥2,200
Ｈ8ｃｍ（帽子含）

751-0705 new!
うさぎトムテ 8cm
価格：￥1,900
Ｈ8ｃｍ（帽子含）

■ヘムスロイド社のクリスマスアイテム

722-0604
トムテのワークショップ

722-0605
森の休憩所

722-0601
トムテの休息

722-0606
トナカイの休憩

722-0607
サンタ・ルシア

722-0602
屋根裏のトムテ

722-0608
プレゼント

722-0603
トムテのレース

●スウェーデンのクリスマスポストカード by アンナ・リンデルホルム

価格：20枚セット1,500円（1枚75円） サイズ：ハガキサイズ（14.8ｘ10.5ｃｍ） ロット：1セット （20枚）

●キャンドルホルダーハンドペイントのクリスマス
価格：￥2,000（税別） サイズ：7ｘ7ｘH4cm ロット：1

720-0305
キャンドルホルダー
ハンドペイント
クリスマスツリー

720-0307
キャンドルホルダー
ハンドペイント
ウィンターコテージ

720-0304
キャンドルホルダー
ハンドペイント
ベル

720-0306
キャンドルホルダー
ハンドペイント
サンタクロース

711-0807 new!
木製トレーオーバル「屋根裏のトムテ」

711-0806 new!
木製トレーオーバル 「トムテのワークショップ」

●木製トレーオーバル
価格：￥3,500（税別） サイズ： 33ｘ25ｃｍ

ロット：1

●再生ペットのプレースマット
価格：￥980（税別） サイズ： 40ｘ30ｃｍ
ロット：2

722-0108 プレースマット
「トムテのワークショップ」

722-0109 プレースマットnew!
「屋根裏のトムテ」

●プレゼントパック・ミニ ハンドペイントのクリスマス
価格：￥1,450（税別） サイズ：19x5xH2,5 ロット：2 ＊セットの布はお任せとなります。

731-0704 new!
プレゼントパック・ミニ
クリスマスツリー

731-0705 new!
プレゼントパック・ミニ
ウィンターコテージ

731-0706 new!
プレゼントパック・ミニ
サンタクロース

731-0707 new!
プレゼントパック・ミニ
スノーマン

価格：￥800 サイズ：D7cm ＊ハンドペイントの柄は表面のみ、裏面は1色です。


