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スウェーデンって、どこにあるの？

即答できるあなたは相当な北欧通。

ディット・ダットを創業したダールマン容子は、スウェーデンがどこにあるかもよくしらな

いまま、2006年にスウェーデンに引っ越しました。それから10年、現在は在住10年の

ベテラン（？）として、またどこにでもいるような2児の母として、スウェーデンの地にどっ

しり重い腰を据えて生活しています。

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

けしてきました。これからの10年は、社会や生活、人生観等より深い北欧をお伝えして

いき、日本の家庭生活、家族生活がより快適により豊かになるヒントを探していきたい

と考えています。

ホームページやフェイスブック等SNSでは、商品だけでなく現地の生活が伝わるような

幅広いテーマをお伝えしていきたいと思っています。

また、各商品の最新情報や詳細データ、大きいサイズの写真などはホームページでご

覧いただけます。ぜひご利用ください。www.ditt-datt.com

■北欧雑貨ディット・ダットのご紹介

@ditt.datt「北欧雑貨ディット・ダット」 @sweden_dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」 @dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」
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カムトゥフィンランドは、1890年代から1960年代に生まれたフィンランドの旅行ポスター200点以上のオリジナルと、そのデザイン使用権

を所有するデザインハウスです。1900年代当時、フィンランドの魅力を他国からの旅行客に伝えるために生まれた旅行ポスターデザイ

ンは、今日世界中が憧れる、フィンランドの豊かな自然や、人々の考え方、そしてライフスタイルを視覚的・感覚的に伝えることができ

る、貴重な、そして優れたデザインです。

カムトゥフィンランド
～フィンランドのライフスタイルを象徴するデザイン～

カムトゥフィンランドの始まり…

ヘルシンキのとあるアンティークショップで、美しい一枚のビンテージポスターを目

にしたフィンランド人で当時旅行ジャーナリストとして活躍していたマグヌス・ロンデ

ン氏。そのビンテージ旅行ポスターに魅了されたロンデン氏は以来「ポスター・ハン

ター」になりました。

世界中を駆け回り、美術館のアーカイブを探し、時には個人宅の屋根裏をひっかき

まわし、そうして収集したビンテージ旅行ポスターは計200点以上。

2007年、ロンデン氏はそのポスターデザインをまとめた本を出版。そこから、このカ

ムトゥフィンランドという会社がスタートしたのです。

現在はポスターデザインの製品展開と共に、収集したポスターを使った展示会や

若手アーティストの育成、デザイン提供によるコレボレーションなどを行っています。

デザイナー

カムトゥフィンランドのポスターデザインのほとんどは、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。
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カムトゥフィンランド x エリック・ブルーン
エリック・ブルーンは、フィンランドのグラフィック・デザイン界を代表する偉大なアーティストです。

1926年生まれのブルーンは、長きにわたり数々の名作ポスターを生み出し、フィンランド広告業界の中でポスターアートが中心的な存在となるため多

大な貢献をしました。

そのアーティストとしての才能だけでなく、誰にでも冗談を言うような、優しくユーモアにあふれた人柄が多くの人を魅了します。

「ポスターは見る人を笑顔にしなければならない」というのがブルーンのデザインの基本精神。確かにブルーンの作品は美しいだけではなく、デフォル

メされたユニークな動物や建物などのモチーフや言葉遊びなど、思わず見る人が笑顔になってしまうような工夫がたくさんつまっています。

ブルーンがリトグラフ技法で培った抜群の描写力、細密画のような表現力は、彼の多くの作品に見ることができ、それがブルーンの作品が持つ独特な

雰囲気につながっているのです。

2017年6月より、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ました。今後積極的にブルーンデザイ

ンの商品展開を行っていきます。

～背景ストーリー～

自身も釣りが趣味だったブルーンは、1950年代にアエロ航空（後のフィンエアー）からラップランド

路線のポスターデザインの依頼を受けた時、あの機内にあふれる楽し気な釣り客の様子を思い

浮かべ、ラップランドへの旅行のポスターデザインに最適なモチーフは「魚」だと思いつきました。

そして生まれたのは、大胆な魚の飛行機をデザインです。しかし依頼主であったアエロ航空の執

行部は当初「魚くさいの飛行機なんかで旅行したいと思う客がいるわけない！」と、大反対しまし

た。

しかし、このデザインに確信を持っていたブルーンは、リスクを負う事を覚悟し、自分で石板に直

接絵をかき、自費で100ｘ70ｃｍのポスターを刷り上げ、展示会に出展したのです。そしてそこでみ

ごとにポスター賞を受賞しました。その後、フィンエアーから改めてオファーを受け、この作品はい

くつかのカラーバリエーションで何千枚も印刷される大ヒット作となりました。

●展開商品

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

653-0266 ポストカードL 価格：400円（税別） ロット：５ new!

サーモンフライト デザイン年：1957年

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



～背景ストーリー～

葉巻の煙突に並ぶアルファベットは、株式会社ボーレ
（Bore）、ストックホルム運送船会社（Svea）、フィンラン
ド蒸気船株式会社（FÅA）の三つの船会社名。1957年、
この3社は合併しシリア（Silja）株式会社を設立しました。
…...

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

商品展開：
653-0036 ポスター50ｘ70ｃｍ
A4アートプリント、ポストカードL、トレー、カッティング
ボード、ペーパーナプキン、マグネット
＊各商品の品番、詳細は次ページ以降に掲載しています。

●サーモンボート by エリック・ブルーン デザイン年：1957年 new!

653-0046 ヘルシンキ new!
1962年

653-0049 レイクランド new!
1958年

653-0050 トゥルク・オーボ new!
1966年

653-0048 ポルボー new!
1980年代

653-0054 アウランコ new!
1980年代

653-0051 オーランド new!
1980年代

653-0052 マリエハムン new!
1980年代

653-0053 フィンランド・ヘラジカ new!
1980年代

●ザリガニパーティー by エリック・ブルーン デザイン年：1961年 new!

～背景ストーリー～

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

日照時間が短くなる時に開催されるのが習慣のザリ
ガニパーティー。7月は白夜が続きますので、8月に
夜が暗くなることを、黒い背景として表現したそうです。

愛嬌のあるザリガニの表情が印象的なデザインです。

商品展開：
653-0047 ポスター50ｘ70ｃｍ
A4アートプリント、ポストカードL、トレー、カッティング
ボード、ペーパーナプキン、マグネット
＊各商品の品番、詳細などは次ページ以降に掲載しています。

●その他のエリック・ブルーンデザインのポスター50ｘ70ｃｍ 価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

＊各デザインの詳細情報はお問い合わせ下さい。
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●フィンランドビンテージ旅行ポスター デザインコレクション

●アエロ by ヨルマ・スホネン
1933年

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

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

商品展開：
653-0031 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL

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

●ロマンスの国 by ヘルゲ・メー
テル＝ボリィストレーム1950年

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

デザイナーのボリィストレームは
1954年、友人ラティアが作った新

しい会社マリメッコのためにロゴ
デザインを行いました。

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

●タンペレ by ロルフ・クリス
チャンソン 1955年

タンペレは人口20万人のフィ

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

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

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

●スキーボーイ by オスモ・カレ
ヴィ・オクサネン 1957年

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

このデザインの夏バージョンもお
見逃しなく！

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

●ヘルシンキ400年 by グンナ
ル・フォシュストレーム1950年

1950年はヘルシンキの400周年

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

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

●フィンランド夏と冬 by エリッ
キ・ヘルッタ 1948年

この2部構成デザインのポスター

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

年のポスターオブザイヤーの大
賞を与えました。

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

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

653-0057 スチームボート new!
1936年 イングリッド・バーデ

653-0033 フィンランドホリデー
1936年 イングリッド・バーデ

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

653-0038 マーメイド
1952年 アルバート・アンダーソン

653-0034 アドリアネ号
1933年 ハリー・ロドメル

653-0040 オリンピック日本語版
1940年 イルマル・シシメントセ

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

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

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

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

おめでとう
フィンランド！

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

●湖とコテージ by アウクス
ティ・トゥーカ 1937年

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

商品展開：
653-0039 ポスター50ｘ70ｃｍ、
ポストカードL

●シャンパンレディ by ヨルマ・スホ
ネン 1938年

1940年のヘルシンキオリンピックに
向けて制作されたポスターの一つ。

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

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

商品展開：
653-0060 ポスター50ｘ70ｃｍ new! 

A4アートプリント、ポストカードL、マグ
ネット

●その他のポスター50ｘ70ｃｍ 価格：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

＊各デザイン、デザイナーの詳細情報についてはお問い合わせ下さい。

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

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

●実は、超マニアな画集もあります。
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●Ｌサイズポストカード 価格：400円（税別） ロット：5 サイズ：18ｘ12ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

653-0251
ハンコ

653-0252
シャンパンレディ

653-0253
アエロ

653-0254
フィンランドホリデー

653-0255
スキーボーイ

653-0256
フィンランド夏と冬

653-0257
アンブレラボーイ

653-0258
サイマー湖の眺め

653-0259
ロマンスの国

653-0260
マーメイド

653-0261
タンペレ

653-0262
ヘルシンキ400年

653-0263
ウィンタースポーツ

653-0264
トゥルク

653-0265
オリンピックアエロ

653-0266 new!
サーモンフライト

653-0267 new!
ザリガニパーティー

653-0268 new!
サーモンボート

653-0269 new!
ポルボー

653-0270 new!
レイクランド

653-0271 new!
トゥルク・オーボ

653-0272 new!
ヘルシンキ

653-0273 new!
オーランド

653-0274 new!
マリエハムン

653-0275 new!
フィンランド・ヘラジカ

653-0276 new!
アウランコ

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

653-0152
サイマー湖の眺め

653-0153
オリンピックアエロ

653-0154
ロマンスの国

653-0155
スキーボーイ

653-0157 new!
ザリガニパーティー

653-0158 new!
サーモンボート

653-0151
シャンパンレディ
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●マグネット 価格：830円（税別） ロット：2 サイズ：5ｘ7ｃｍ 素材：スチール、マグネット スペイン製

653-0601
ロマンスの国

653-0602
ヘルシンキ400年

653-0603
スキーボーイ

653-0604
アンブレラボーイ

●キッチンワイプ

653-0701 new!
フィンランド夏と冬

653-0702 new!
サイマー湖の眺め

653-0703 new!
スキーボーイ

北欧の一般家庭のキッチンの必需品、キッチンワイプ。
ビンテージポスターのデザインをフルカラーで印刷した、こだわりのキッチンワイプです。
豊かなライフスタイルのフィンランドのイメージを、日々の生活に取り入れられるアイテムです。
フィンランド好き、北欧好き、デザイン好きの方へのプレゼントにも最適です。
価格：800円（税別） ロット：2 サイズ20ｘ18ｃｍ 素材：コットンｘセルロース フィンランド製

653-0606 new!
ザリガニパー
ティー

653-0607 new!
サーモンボート

653-0608 new!
タンペレ

●木製キッチンアイテム ロット：１ 素材：白樺MDF フィンランド製

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

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

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

653-0851 new! トレーS
サイマー湖の眺め

653-0853 new! トレーS
ハーバー

653-0852 new! トレーS
タンペレ

653-0901 new! カッティングボード
ザリガニパーティー

653-0902 new! カッティングボード
サーモンボート

653-1003 new! ペーパーナプキン
ヤッファ

653-1004 new! ペーパーナプキン
ザリガニパーティー

653-1002 new! ペーパーナプキン
サーモンボート

価格：4,000円（税別 サイズ：40ｘ30ｃｍ価格：3,800円（税別） サイズ：20ｘ27ｃｍ

653-0609 new! シャンパンレディ 9



●フィンランド独立１００周年記念コーヒー

653-1004A フィンランドナチュラルストレート150ｇ（豆）
653-1004B フィンランドナチュラルストレート150ｇ（粉）
参考上代：1750円（税別） ロット：1
＊通常掛け率と異なります。
＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月
フレーバーの特徴：
19世紀に新大陸からのコーヒーがヨーロッパへと到達し、高騰し
た古来からの原種ティピカを使用し、世界最古のコーヒーとして
知られるエチオピア産の伝統種を厳選した完熟果実の濃密なマ
ウスフィール。

653-1003A フィンランドフルーティープレンド150ｇ（豆）
653-1003B フィンランドフルーティープレンド150ｇ（粉）
参考上代：1500円（税別） ロット：1
＊通常掛け率と異なります。
＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月
フレーバーの特徴：
リンゴンベリーのような美しい酸と、奥行きのある繊細な
ハーブ感を引き出す上質な浅煎りコーヒー。

653-1002A フィンランドクラッシックプレンド150ｇ（豆）
653-1002B フィンランドクラッシックプレンド150ｇ（粉）
参考上代：1500円（税別） ロット：1
＊通常掛け率と異なります。
＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月
フレーバーの特徴：
一日に4～5杯、時には10杯・・・。 世界で最もコーヒーを愛飲す
るフィンランドで100年以上愛され続ける伝統的なバランスを、フ
レッシュな焙煎で再現。日常にさりげない彩りを添える上品な中
深煎りブレンド。

一人当たりのコーヒー消費量が世界一である事も良く知られるフィンランド
に根付く上質なコーヒー文化。フィンランド人に人気のテイストをベースに、
日本人の嗜好に合わせ日本国内でブレンド、焙煎を行いました。

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

またパッケージには、フィンランドの魅力を視覚的・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３種類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。

＊より詳しい各コーヒーの特徴についてはお問い合わせ下さい。
＊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。

大人気のムーミンモチーフが木製ポストカードになりました！フィンランド産の、厚みのあるしっかりとしたフィンランド産の白樺の木を使用したナチュラルなポストカード。印刷

もフィンランドで丁寧に行われています。このポストカードのイラストは、1960年に出版された「Vem ska trosa Knyttet?」というトーベ・ヤンソンによるムーミン絵本の挿絵が使

われています。怖がりで寂しがり屋の妖精クヌッテが、仲間を探す旅に出て、大冒険の末、素敵なパートナーに巡りあい結婚するというとってもかわいいお話なのです。木の

香りと一緒に、届けるカードは、特別感たっぷり。大切な人への気持ちが伝わる、ポストカードです。また受け取った方は、アートカードとして、お部屋の壁に飾って楽しむこと

もでき、二倍お得なポストカードです！
価格：1,300円（税別） ロット：２ サイズ：10ｘ15ｘ厚さ0.3ｃｍ 素材：白樺材 フィンランド製 ＊郵送は120円切手。＊天然木を使用しているため、木目の出方に若干の個差がありますのでご了承ください。

653-0401
ムーミン森の中

653-0402
サニー

653-0403
ムーミンママ

653-0404
レモネード

653-0405
スナフキンと横笛

653-0406
インザレイン

653-0407
フィッシング

653-0408
インザオーシャン

653-0409
パーティー

653-0410
ウェディング

●ムーミンデザイン 木製ポストカード

カムトゥフィンランドは、フィンランド産の白
樺素材のプライウッドへの印刷技術を有し
ています。
ナチュラルなテイストの伝わる、ユニークな
アイテムです。
オリジナルデザインや企業ロゴなどを使っ
て、販促グッズまたは商品として、ＯＥＭ生
産を行っています。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

白樺の木のＯＥＭ、承ります。

おめでとう
フィンランド！

●壁掛けカレンダー 2018年版
653-0503 壁掛けカレンダー2018年版 new!
価格：6,500円（税別） ロット：1 サイズ：50ｘ28ｃｍ 素材：紙 フィンランド製

12枚のポスターデザインが各月ご
とに使われた、壁掛けカレンダー。
毎月異なるビンテージポスターデ
ザインが楽しめます。

マットな厚手の紙で、しっとりとした
高級感のある仕上がりです。

祝日表示はフィンランドの祝日に
基づいています。
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カムトゥフィンランドその他の活動

●ビンテージ旅行ポスター展示会

～Paradise Calling 楽園が呼んでいる～

ブランド創立者のマグヌス氏が収集した
ビンテージポスターのオリジナル200余
点を、一堂に会した展示会を行っていま
す。
この展示会は「PARADISE CALLING」と
いう名のもとに、ヘルシンキ、ストックホ
ルムはじめドイツ、アメリカなど世界各国
で行われています。

2017年2月から5月には、ヘルシンキに
あるフィンランド国立博物館で開催しまし
た。

カムトゥフィンランド社は、「マイ・フィンランド」と呼ば
れるポスターコンテストを開催しています。

このコンテストでは、世界中からフィンランドをテーマ
としたポスターデザインを公募し、審査員及び一般
人からの投票で優秀作品を決定します。

このコンテストを通して、カムトゥフィンランドは現在
のグラフィックデザインのアーティストたちの活動を
応援し、ポスターアートの普及を目指しています。

優秀作品に選ばれたデザインは、ＣＴＦが行うポス
ター展示会での展示、またデザインの製品化の機会
が与えられます。

●若手の育成、ポスターコンテスト

～マイ・フィンランド～

世界中に散らばっていたフィンランドのビ
ンテージ旅行ポスター、200点以上のデ
ザイン、デザイナー情報を詳細にまとめ
た、フィンランド旅行ポスターデザインの
決定版ともいえる画集が出版されました。

現在はフィンランド語、英語、ドイツ語、フ
ランス語、スウェーデン語の5か国語に
翻訳され出版され、日本語での出版も検
討されています。

ずっしり重い、内容がぎっしり詰まったデ
ザインマニアにはたまらない一冊となり
ました。

また、フィンランド国立博物館で、独立
100周年記念イベントとして開催された展
示会のカタログ本として、ミニ版の画集も
登場。こちらは日本語版も出版され、
じっくりとフィンランドの歴史、ライフスタ
イル、デザインについて知ることができ
ます。

●フィンランド ビンテージポスターが1冊の本に！

●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。

日本でも積極的にライセンス商品展開やコレボレーションの機会を模索したいと考えています。

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

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

653-0003 ポスター50ｘ70ｃｍ
ストックホルム市庁舎 1936年

653-0005ポスター50ｘ70ｃｍ
スカンセン 1955年

653-0001ポスター50ｘ70ｃｍ
スウェーデン鉄道の旅1900年初頭

653-0002 ポスター50ｘ70ｃｍ
ヴィスヴィーとかもめ 1956年

653-0011 ポスター50ｘ70ｃｍ
SAS 1960年ごろ

653-0009 ポスター50ｘ70ｃｍ
ヨータ運河 1936年

653-0004 ポスター50ｘ70ｃｍ
スベアライン船の旅 1955年

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

653-0010 ポスター50ｘ70ｃｍ
スカンセンのサギ 1949年

653-0102
ストックホルム市庁舎

653-0108
SAS

653-0101
ヴィスヴィーとかもめ

653-0105
ヨータ運河

653-0107
グッドタイム

653-0109
SASとドライブ 1960年

カムトゥスウェーデン ～スウェーデン発ビンテージポスターデザイン～

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

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

●Ｌサイズポストカード セレクションは別途お問い合わせ下さい。 参考上代：400円（税別） ロット：5 サイズ：18ｘ12ｃｍ 素材：紙 フィンランド製 12



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

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

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

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

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

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

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

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

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

キッチンやリビング、玄関、また階段の踊り場など、ちょっとしたスペース

で場所を選ばずに使いやすいA2サイズ。季節や気分に合わせてポス

ターを上手く使えば、個性的なインテリアに。

美味しいコーヒーを入れて、家族やお友達とゆったりとした時間を過ごし

ませんか。

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

810-0002 ポスター
「シロクマ」ブルー
価格：￥3,000（税別）

810-0005 ポスター
「北欧ビンテージ」
価格：￥2,800（税別）

810-0006 ポスター
「雑貨屋さんのクリスマス」
価格：￥2,800（税別）
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651-0011 キッチンタオル「ベルサ」
価格：2,600円（税別） ロット：2
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：70ｘ50ｃｍ スウェーデン製

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

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

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

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

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

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

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

人々を魅了し続けています。

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

内で製造され高い品質を保っています。

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

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

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

厚みがしっかり
あって、安心の使
用感です。

各商品には、スティグ・リンドベ
リの手描きサインがプリントさ
れています。

■テキスタイル、ペーパーアイテム

デザイナー：スティグ・リンド
ベリ
1916年-1982年

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

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

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

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

＊アルメダールス社など、同サイズの他ブランドのトレーに使用可能です。

ロット：1 サイズ：D65・D46ｃｍ x H55cm 

素材：白樺MDF、ラッカー塗装スチール スウェーデン製

＊トレーとスタンドには、ネジなどの固定はありません。

折り畳むと厚さ僅か2.5㎝。棚やタンスの隙間などにすっきり収納でき
ます。

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

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

おすすめポイント！
トレーとスタンドの組み合わせ、

驚きの便利さ。

場所をとらず収納！

■別売り トレースタンド new!

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

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

ウェーデン製のトレースタンドのみの取り扱いも始めました。

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

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

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

スウェーデン製でクオリティも高く、安定感がある使用感です。

●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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■木製アイテム

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

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

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

れています。
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グスタフスベリ陶磁器
1825年スウェーデンのストックホルムに設立されたグスタフスベリ陶磁器。現在でもスウェーデンで製造を続けており、北欧にのこる唯

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

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

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

した。

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

なりひとつひとつ表情の違う温かみのある製品に仕上がっています。 ＊こちらの商品の卸掛け率は通常と異なりますのでご注意ください。

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

●ベルサ オリジナル製造期間：1960-1974年

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

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

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

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

＊写真はビンテージのオリジナルアイテムです。

●アダム と エバ オリジナル製造期間：1956-1974年

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

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

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

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

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

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

●リブ

オリジナル製造期間：1955年～60年

「棒」という意味のラインでデザインされたシンプルなシリーズ。ブラウンとブ

ラックのコンビがどこか懐かしく優しい印象を与えます。シンプルで飽きのこ

ないデザインは年齢性別を問わず人気です。

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

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

性から若干の個体差がありますのでご了承ください。

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

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

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

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

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

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

スウェーデン、グスタフスベ

リ陶磁器の工場風景。熟練

の職人たちが、当時と同じ

設備を使って丁寧な手作業

で一点一点製造を行ってい

ます。
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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。

シンプルで実用的なデザイン、天然ウールの触れ心地のよさ、そして100％ハンドメイドの質の高さにこだわりました。フィンラ

ンドの自然からインスピレーションを受けた北欧らしい美しいカラー展開も魅力です。こだわりの高いアイテムはギフトにも喜

ばれます。

デコランド ～フィンランド発、癒しのフェルトメーカー～

左から：アンネ、エリナ、サリー
デコランドは、3人のフィンランド人女性が運営しています。
フェルトのユニークな素材感、そしてその魅力を活かしたデザインや製品作りにこだわりま
す。
フィンランドの自然を愛し、自然と手工芸が人に与えることのできる癒しを大切にしていま
す。また天然素材を使った質の高い製品作りを心がけています。

製品作りにあたり、デコランドが大切にしているポリシーをご紹介します。

LOVE FOR NATURE 自然を愛すること。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。

LOVE FOR HANDCRAFT 手工芸を大切にすること。製造工程全てが手作業で行われることに

こだわりを持っています。丁寧に作られたものが、大切に使われることを願います。また、小
学校や老人ホームにフェルトの寄付を行い、手工芸の楽しさや手作業を通しての癒しを育て
る活動を行っています。

LOVE FOR PEOPLE 人への思いやり。デコランド製品が使う人を幸せにすることはもちろんの

こと、製品に関わる全ての人の幸せを願いします。そのため製造工程にもこだわり、フェアト
レード基準に基づいた製造を行っています。デコランド製品を扱うネパールの工場では特に
女性たちを積極的に採用し職人を育てることで、女性の自立を支援しています。

デコランド製品のフェルトは、１００％ニュージーランド産の天然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。

●燃えにくく安全

繊維の中にたくさんの窒素や水分を含むため、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。

●汚れにくい

エピキューティクル（人間の髪のキューティクルと同じ）というとても薄い膜でおおわれている
ため、表面に汚れが付きにくい「クリーン」な繊維でもあるのです。

●土に還る

生粋の自然素材であるウールは、タンパク質でできています。そのため、廃棄されると土壌
中の微生物によって生分解され、土に還ります。

デコランドのこだわり

燃えにくい！汚れにくい！ウールの不思議

私たちがデコランドです。
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フィンランドの独立100周年を記念して、とことんフィンランドらしさにこだわった特別限定カラーが登場しました。

フィンランド人の愛する空の青、湖の青を象徴する様々なニュアンスのブルーと、白い雲や雪のイメージであるホワイトを組み合わせたマ

ルチカラ―です。ブルーｘホワイトはフィンランド国旗の色でもあり、フィンランド人が心から愛するカラーコンビネーションなのです。

また、ブルーｘホワイトは食器との相性も抜群。キッチンの力強い仲間です。

ロット：１ 素材：100％天然ウール（ニュージーランド産） ネパール製 ＊ハンドメイドのため、サイズ、色に多少の個差がある場合がありますが品質上の問題ではありません。
＊限定アイテムのため、数に限りがあります。終了の際はご容赦願います。

■フィンランド独立100周年、限定カラー

321-0028 ラウンドポットマットD18cm new!

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 new!

フィンランド100ブルー

価格：2,200円（税別）D14cm

フェルトボールD１ｃｍ

322-0123 フェルトコースター２枚セットラウンド new!

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

おめでとう
フィンランド！

■フィンランド伝統柄

ニットや織物に古くから用いられてきた、北欧固有の

伝統的デザインからインスピレーションを受けたモ

チーフです。

フィンランドが独立100周年を迎えるにあたり注目され

る、100年前から残る伝統的なモチーフ。改めてその

デザインやパターンの愛らしさに魅せられます。

価格：4500円（税別） ロット：１ サイズ：18ｘ18ｃｍ

素材：羊毛100％ ネパール製

321-0606

ノルディックＡ

BKxWH

321-0607

ノルディックB
BKxWH

321-0608

ノルディックＡ

ナチュラル

321-0609

ノルディックB

ナチュラル

こちらも
おすすめ
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321-0030 ポットマット マルチライト new!

322-0209 コースターL マルチライト new!

321-0024 ポットマット ライムｘブルー
322-0203 コースターL ライムxブルー

321-0025ポットマット イエローｘグレー
322-0204 コースターL イエローｘグレー

321-0026ポットマット ブラックｘホワイト

322-0205 コースターL ブラックｘホワイト

■さまざまなマルチバリエーション

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

●ラウンドポットマット 価格：3,300円（税別） サイズ：D18cm（1.5cmフェルトボール） ●ラウンドコースターL 価格：2,200 円（税別） サイズ：D14ｃｍ（1cmフェルトボール）

■定番人気のマルチファミリー
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、オリジナルのデザインです。
北欧らしいポップなカラーコンビネーションが美しいデザインで、2008年日本発売当時から、安定した人気を誇り続けています。

321-0022

ラウンドマットＤ18ｃｍマルチ

価格：3,300円（税別）

322-0201

ラウンドコースターＤ14ｃｍマルチ

価格：2,200円（税別）

321-0805

サークルマルチＤ16ｃｍ

価格：3,300円 （税別）

321-0007

ポットマットマルチ

16ｘ16ｃｍ

価格：3,500円（税別）

322-0106

コースター マルチ2枚セット

10ｘ10ｃｍ

価格：2,900円（税別）

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）

325-0401 

チェアシート マルチ

325-0404 new!

チェアシート グレーマーブル

323-0101

ティーコゼ マルチ

323-0102

ティーコゼ オレンジｘマルチ

321-0301

フェルトのテーブルセンター/チェアシート

価格：9,500円（税別） サイズ：Ｄ40ｘｘH1ｃｍ
（D1ｃｍフェルトボール）

価格：12,000円（税別）サイズ：34ｘ36cm x H2cn （２cmフェルトボール）
価格：4,900円（税別） サイズ：35ｘＨ26ｃｍ（持ち手除く）

■DESIGNED IN FINLAND, MADE IN NEPAL

デコランド製品は、フィンランドの首都ヘルシンキを拠点とするデザインチーム、DEKORANDOにより
デザインされ、そのデザインは、ヨーロッパの専門機関であるＯＨＩＭに意匠登録されています。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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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。



スカンジナビスク・ヘムスロイド
北欧には豊かな森がたくさんあります。

かつて人々はその森から、キノコやベリーなどの食料を得、森でとれる木々に様々な工夫を加えて生活用品を作ってきました。ここでご

紹介するのは、北欧に暮らす人々が代々受け継いできた古くからの知恵と技術を使った、昔ながらの手工芸の生活雑貨です。

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

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

スカンジナビスク・ヘムスロイドは、ストックホルム郊外に位置する家族経営の小さな会社です。

フィンランド系スウェーデン人である母のウッラと、娘のアンナが切り盛りします。古くから伝わ

る職人技と、北欧に育つアルダー、ジュニパーなどの天然素材にこだわり、優れたハンドクラフ

トを扱っています。

小さいころから絵を描くことが大好きだったアンナは、ほぼ独学でデザインを学び、現在同社の

デザインをほぼ全て手掛けています。気さくで明るい人柄で、 プライベートでは3人の男の子の

ママ。仕事に育児に奮闘する、等身大の女性です。

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

北欧の森でとれるジュニパー材、アルダー材、白樺材などの自然素材を使い、丁寧なハンドメイ

ドで製造を行う事で、確かな品質を保っています。

また、同社が扱う製品の多くは、古くから北欧の一般家庭の中で使われ、受け継がれてきたも

の。先人の知恵を大切にした製品コレクションは、ヘムスロイド社の大切なポリシーの一つです。

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

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

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

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

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

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

とめ具は編
みこんだ藁。

釘にも木を使
用。

■バスケット
ナチュラルな木製バスケット。年とともに風合いを増し、木の色があめ色になる過程を楽しみながら使える一生物のアイテムは、ヘムスロイド社の人気定番アイテムです。

釘なども全て木を使用する昔ながらの製法で丁寧に作られたナチュラルなアイテムです。 ロット：1 素材：アルダー材 エストニア製

711-0107 
サービングトレー/バスケットLL
価格：18,000円（税別）
51ｘ33ｘH8cm
ナチュラルな木の素材感や香り
がたまらない、贅沢なサービン
グトレーです。

ハンドメイドのこだわり

私たちがスカンジナビスク・ヘムスロイドです
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■モミの木（パイン材）バスケット

742-0003
モミの木バスケットS
価格：4,000円（税別）
底15x15ｘH14ｃｍ

742-0002

モミの木バスケットM
価格：7,200円（税別）
底21ｘ21ｘH22ｃｍ

742-0001
モミの木バスケット
価格：8,000円（税別）
底37ｘ16ｘH21cm

742-0006
モミの木ブレッドバスケット
価格：6,000円（税別）
底25x25ｘH7cm

北欧に古くから伝わるモミの木編みのバスケット。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。
ロット：1 素材：パイン材 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。

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』。コー
サとは、サーメの言葉で『飲み物の源』という意味。古来この小さな木製カップで小川の水をすくっ
たり、熱いスープを飲んだりしていました。

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

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

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

■コーサ／ククサ

711-0011 コーサL

価格：4,900円（税別）
16.5ｘ9xH6cm

711-0609 「ヘラジカ」 711-0610 「ダーラヘスト」

同柄4枚がPPパッケージ入り。

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

■木製コースター

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

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

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

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

同柄4枚がセット。印刷や漂白をして
いないナチュラルな紙箱。
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■ジュニパー素材のカトラリ―

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

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

ムです。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

711-0022
フォーク
価格：500円（税別）15ｃｍ
ロット：3

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

711-0001C
バターナイフ
「ホース」

711-0001B
バターナイフ
「ヘラジカ」

711-0001F
バターナイフ
「ラム」

711-0001D
バターナイフ
「キャット」

711-0001E
バターナイフ
「トナカイ」

711-0001H
バターナイフ
「ダーラヘスト」焼印

711-0002 ミニナイフ
価格：300円（税別） 13ｃｍ
ロット：3

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

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

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

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

710-0002
ダーラへスト

710-0001
スウェーデン

711-0003
アーキペラゴ

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

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

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

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

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

＊ハンドペイントのため納期が通常より長い場合がございます。

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

•＊ハンドペイントのため納期が通常より長い場合がございます。

711-0504
ハンドペイント ダーラヘスト

711-0505
ハンドペイント スウェーデン

711-0506
ハンドペイント アーキペラゴ

●インレイシリーズ 象嵌細工の美しい持ち手。

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

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

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

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

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

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

711-0424

木製ポットマット/ボード「フィッシュ」

価格：3,800円（税別） 20ｘ17ｘ2ｃｍ

素材：アルダー

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

711-0508
「ヘラジカ」

711-0507
「ホース」

711-0511
「キャット」

711-0512
「ラム」

711-0513
「トナカイ」

711-0404 木製ポットマット

「フィッシュ」リブ

価格：2,500円（税別）

21ｘ14.5ｘ1.5ｃｍ 素材：アルダー

711-0405

木製ポットマット 「ホース」リブ

価格：2,500円（税別）

21x20x1.5cm 素材：アルダー

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

711-0415
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

711-0410

木製ポットマット「モチーフ」

ホース

711-0411

木製ポットマット「モチーフ」

ヘラジカ

711-0412

木製ポットマット「モチーフ」

キャット

711-0415

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

711-0221 
木製カッティングボード「モチーフ」
ヘラジカ

711-0222 
木製カッティングボード「モチーフ」
トナカイ

711-0220 
木製カッティングボード「モチーフ」
ダーラヘスト

711-0223 
木製カッティングボード「モチーフ」
ラム

■木製カッティングボード

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

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

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

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

●カッティングボード「アルダー」
価格：3,800円（税別） ロット：1 サイズ：37 x 15 x 2cm

エストニア製

■木製ポットマット

711-0208
ハンドペイント
ダーラヘスト

711-0209
ハンドペイント
スウェーデン

711-0207
カッティングボード
アルダー

●カッティングボード ハンドペイント
価格：4,200円（税別） ロット：1 サイズ：28x15x1.5cm 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。

価格：3,200円（税別） 20x20ｃｍ 素材：アルダー
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■木製品のお手入れについて ヘムスロイド社の木製品は天然木を乾燥させ、オイルを塗りこん
だ「オイル仕上げ」となっています。内側までしっかりオイルが浸
み込んでいるので、しょうゆやソースなど色のある調味料をこぼ
しても、簡単に洗い流すことができ、染みになる事はありません。

購入後すぐは半年に1回ほど、その後は1年に1回ほどの頻度で、

オイルを塗りこんであげると、長く美しく使用し続けることができま
す。

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

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

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

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

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

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

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

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

721-0001
木製パズル「ヘラジカ」
サイズ：13ｘ11ｘH1.5ｃｍ

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

721-0004
木製パズル「キャット」
サイズ：10ｘ10ｘH1.5ｃｍ

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

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

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

●木製キャンドルホルダー「モチーフ」

■木製キャンドルホルダー
心温まるかわいい木製のティーキャンドルホルダーが揃いました！

●キャンドルホルダー ハンドペイント
PPボックスに入って、リボンが付いての納品です。プレゼントにもぴったり！
価格：2,000円（税別） ロット：1 サイズ：7ｘ7ｃｍ 素材：アルダー スウェーデン製

720-0302
ダーラヘスト

720-0301
スウェーデン

720-0303
アーキペラゴ

＊キャンドル付、PPケースに
スウェーデンカラーのリボンが
付いた個包装。

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

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

720-0001 ホースS
価格：3,000円（税別）
13ｘ12ｘ幅5ｃｍ
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■木製トレー 価格：3,300円（税別） ロット：１ サイズ：20ｘ27ｃｍ 素材：白樺MDF スウェーデン製

711-0801トレーS
「ダーラヘスト」ホワイト

711-0802トレーS
「ダーラヘスト」ダークブルー

711-0803トレーS
「スウェーデン」ホワイト

711-0808 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 サマー

711-0809 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 ウィンター

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

スウェーデンらしいモチーフが素敵です。

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

722-0107
プレースマット「ダーラヘスト＆クルビッツ」

722-0108
プレースマット「トムテのワークショップ」

711-0608 ダーラヘスト 711-0614 スウェーデン

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

スウェーデン製

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

関など様々な場所でお使いいただけます。

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

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

711-0306
ラム

711-0304 
トナカイ

価格：950円（税別） ロット：２

素材：メタル/ガラス

サイズ：13cm x 7.5cm（パッケージ）

D3.5cm（本体ヘッド部分）

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

722-0303
バッグフック
「ダーラへスト」

722-0302
バッグフック
「スウェーデン」

722-0202

ヘラジカ
722-0204

キャット
722-0201
ホース

722-0205

ラム

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

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

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

722-0038
トナカイ

722-0035
ラム

722-0031
ホース

722-0032
ヘラジカ

722-0034
キャット

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

315-0173
ダーラヘスト
「スウェーデン」

315-0174
ダーラヘスト
「レッド」

315-0181
ナチュラル「ホース」

315-0182
ナチュラル「ヘラジカ」

315-0185

ナチュラル「ラム」

315-0175

ダーラヘスト
「ブルー」

315-0176
ダーラヘスト
「スウェーデンフラッグ」

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

■マグネット
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■テキスタイル

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

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

731-0104

オーブンミット「ダーラヘスト」

731-0105

オーブンミット「スウェーデン」

731-0016

キッチンタオル

「ダーラヘスト＆クルビッツ」

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

731-0017

キッチンタオル

「スウェーデン・ノスタルジー」

スウェーデンらしいモチーフ
が集まったデザインです。

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

731-0011
ダーラヘスト レッド

731-0013
ダーラヘスト ブルー

731-0012
ダーラヘスト ブラック

●織のキッチンタオル

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

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

731-0001
ヘラジカ レッド

731-0004
ヘラジカ ブルー

731-0002
ヘラジカ ブラック

731-0014
ラム グレー

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

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

731-0501
ダーラへストレッド

731-0502
ダーラヘスト ブルー

731-0503
ダーラへスト ブラック

731-0504
ヘラジカ レッド

731-0505
ヘラジカ ブルー

731-0506
ヘラジカ ブラック

731-0507
ラム グレー

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

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

731-0603
ダーラヘスト
価格：1,200円（税別）

731-0602
ヘラジカ

731-0604
キャット

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

731-0701
ハンドペイント
スウェーデン

731-0703
ハンドペイント
アーキペラゴ

●テーブルランナー

731-0509
ダーラへスト＆クルビッツ

731-0510
スウェーデンノスタルジー

731-0403 ヘラジカブラック

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

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

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

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

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

723-0013 new!
「コックさん」
バスケット

723-0011 new!
「コックさん」
人参とナイフ

723-0012 new!
「コックさん」
魚とナイフ

723-0003 復活!
「森ガール」
価格：2,800円（税別）
H7cm

723-0004 復活!
「森ボーイ」
価格：2,800円（税別）
H7cm価格：2,800円（税別）H13cm

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

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

特別なギフトにも最適。

722-0011
価格：11,000円（税別）

サイズ：25ｘ12ｘH24 ロット：1

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

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

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

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

●シープミニ

751-0704
ギタートムテ
価格：2,200円（税別）
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0702
編み物トムテ
価格：2,600円（税別）
H8cm

751-0706
アコーディオントムテ
価格：2,600円（税別）
Ｈ8ｃｍ

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

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

751-0714 new!
トムテとそり
価格：3,200円（税別）
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

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

751-0708
トムテパパ
価格：2,500円（税別）
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0709 
トムテママ
価格：2,500円（税別）
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

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

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

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

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

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

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

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。
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■木製アイテム 素材：白樺MDF スウェーデン製

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

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

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

とも言える人気柄になりました。

アストリッド・サンペ

1909年生まれのサンペは、スウェーデンのテキ

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

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

明るくポップなレッドｘイエロー 落ち着いたトーンが人気の

オレンジｘオリーブ

シックでクールなブラックｘホワイト

225-0002 トレーＬ フィッシュ

価格：5,900 円(税別)

43cmx33cm ロット2

225-0001 トレーＳ フィッシュ
価格：3,800円（税別)

27cmx20cm ロット2

211-0001 ボード角 フィッシュ
価格：4,000円(税別)

30cmx20cm ロット：2

226-0002 ボードサークル
フィッシュ
価格：3,100円(税別)

D21cm ロット：2

212-0002 ミニボード２枚セット
フィッシュ

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

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

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

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

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

●フィッシュ by マリアンヌ・ニルソン マリアンヌ・ニルソン

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

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

225-0004 トレーＬ ハーブ
価格：5,900 円(税別)

43cmx33cm ロット2

225-0003 トレーＳ ハーブ
価格：3,800円（税別)

27cmx20cm ロット2

211-0002 ボード角 ハーブ
価格：4,000円(税別)

30cmx20cm ロット：2

226-0001 ボードサークル ハーブ
価格：3,100円(税別)

D21cm ロット：2

●ハーブ by アストリッド・サンペ

212-0003 ミニボード２枚セット

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

アルメダールス
～160年の歴史、スウェーデンの老舗テキスタイルメーカー～

1846年創業のアルメダールスは、もともとテキスタイルのメーカーです。160年に及ぶ長い歴史の中で北欧を始め世界中の人々に愛される

テキスタイルを提供してきました。1950年代からは、優れたデザイナーと協業し美しい柄のテキスタイルも製造。また、2000年代からはその

テキスタイル柄を使った様々なキッチン・インテリア雑貨を提供しています。

●ハーブ柄には、カラーバリエーションもございます。詳細は弊社HPでご覧ください。
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■ペーパーナプキン 価格：940円税別） ロット：３ サイズ：17ｘ17ｘH2ｃｍ （広げたら33ｘ33ｃｍ） 素材：紙 ドイツ製 ＊20枚入

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

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

●ピクニック by マリアンヌ・ウェストマン

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

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

225-0016 トレーL

価格：5,900円（税別）43 x 33cm

ロット：2

225-0015 トレーS

価格：3,800円（税別）
27 x 20cm ロット：2

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

211-0009 ボード角

価格：4,000円（税別）

30 x 20 cm ロット：2

226-0010 ボードサークル
価格：3,100円（税別）
D21cm

ロット：2

223-0201

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

マリアンヌ・ウェストマン

1928年生まれのマリアンヌ・ウェストマン

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

手描きの色つけにこだわり、愛らしい独創
的な世界を表現しています。

215-0701

ハーブ ブルー
215-0705

ハーブ オレンジxオリーブ
215-0706

ハーブ レッドxイエロー
215-0716 

ハーブ ブラック

215-0718 new!
キッチンの棚

215-0719 new!
ジャムポット

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

215-0702

フィッシュ
215-0713
イタリアンフラワーシェルフ

215-0714
ハッピー・バードデイ

215-0703

フォックス
215-0712

アップル オリジナル

■ネームタグ

493-0104 new!
ネームタグ
「ハーブ」

493-0102 new!
ネームタグ
「ピクニック」

●イタリアン・フラワーシェルフ by オーレ・エクセル

225-0051 トレーL

イタリアン・フラワーシェルフ

225-0050 トレーS

イタリアン・フラワーシェルフ

225-0052 トレーロング

イタリアン・フラワーシェルフ

211-0023 カッティングボード

イタリアン・フラワーシェルフ

223-0203 コースター

イタリアン・フラワーシェルフ

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

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

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

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

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

コットンとリネンのさわやかな肌触りのキッチンタオル。乾燥性の良いリネンは、湿気の多いキッチンで大変衛生的です。大判なので色々な用途に使えて便利

です。キッチンで拭きタオルや前掛けとして使うだけでなく、小さなカーテンとしてイラストを楽しんだり、棚の目隠しなどとしても使うことができます。また、額装

すれば素敵なアートに。北欧らしいモチーフや色使いがとても新鮮なこのデザインたち、現在のキッチンタオルコレクションのデザインは、主に1950-70年代

のものなんです。歴史を経て愛されてきたかわいいデザインたちに、納得！

価格： 2,000円（税別） ロット：2 サイズ：47cmｘ70cm （ハーブのみ42cmx72cm) 素材：リネン55% x コットン45% リトアニア製

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

■アルメダールスのキッチンタオルコレクション

241-0092
マンボ
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0091
ドット
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0093
ピッケピン
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0073
ポモナ
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0046
ピクニック
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0069
フリスコ
byマリアンヌ・ウェストマン

●マリアンヌ・ウェストマン

241-0067
ベラミ ブルー
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0068
ベラミ オレンジ
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0049
ポーセリンのキッチン
byマリアンヌ・ウェストマン

●マリアンヌ・ニルソン

241-0090
ハーブ ブラック
by アストリッド・サンペ

241-0002
ハーブ ブルー
by アストリッド・サンペ

241-0003
ハーブ オレンジxオリーブ
by アストリッド・サンペ

241-0004
ハーブ レッドｘイエロー
byアストリッド・サンペ

241-0053
キノコファミリー
by アストリッド・サンペ

241-0001
フィッシュ
by マリアンヌ・ニルソン
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●その他のデザイナー

●オーレ・エクセル

241-0029
カフェの時間
by ルイーズ・フォグステッド

241-0021
クッキー
by ルイーズ・フォグステッド

241-0033
キッチンの絵
by ルイーズ・フォグステッド

241-0088
アップル
by ビクトリア・モッルゴード

241-0034
マッシュルーム
by デビッド・ベルケル

241-0012
フォックス
by ケシュティン・ボロネル

241-0042
パーティーテーブル ブルー
by ルイーズ・フォグステッド

241-0041
パーティーテーブル グリーン
by ルイーズ・フォグステッド

241-0040
スパイスガーデン ブルー
by ブリット・ブレドストロム

241-0039
スパイスガーデン グリーン
by ブリット・ブレドストロム

241-0076
イタリアン・フラワーシェルフ
by オーレ・エクセル

241-0078
おしゃべりな鳥たち
by オーレ・エクセル

241-0077
ハッピー・バードデイ
byオーレ・エクセル

241-0081
ストロミング
byオーレ・エクセル

241-0100 new!
サマーディナー
Byアウネ・ラウカネン

241-0101 new!
夏野菜
Byルイーズ・カーリング

241-0103 new!
ハーベスト
Byアウネ・ラウカネン

241-0102 new!
フィッシュパーティー
Byアルメダールススタジオ

241-0097 new!
ジャムポット
Ｂyアルメダールススタジオ

241-0038
フィッシュビレッジ
Byブリット・ブレドストロム

●ユコメロ

241-0061
森のヘラジカ
Byユコメロ

241-0070
スルッセン
Byユコメロ

241-0098
スカンセン
Byユコメロ

241-0099
カルチャーハウス
Byユコメロ

241-0043
アップルジャム
by アルメダールススタジオ

241-0048 
アップルジャム グリーン
by アルメダールススタジオ

●ユコメロ

241-0027
キッチンの棚
by ルイーズ・フォグステッド

241-0026
マーケット広場
by ルイーズ・カーリング
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241-0075
キッチンタオル
価格：2,000円（税別）
サイズ：47x70cm
ロット：2

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

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

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

242-0011

ペーパーナプキン

価格：940円（税別）
サイズ：33x33ｃｍ
ロット：3

243-0102

テーブルランナー

価格：3,600円（税別）

サイズ：45ｘ140cm

ロット：2

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

●トムテニッセ

■クリスマスモチーフ

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

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

241-0104キッチンタオル new!
「キッチンポルカ」レッド
価格：2,000円（税別）
サイズ：47x70cm
ロット：2

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

225-0069トレーS new!
「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

241-0105キッチンタオルnew!
「キッチンポルカ」グリーン
価格：2,000円（税別）
サイズ：47x70cm
ロット：2

215-0722キッチンワイプnew!
「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 new!
「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

241-0047
クリスマス・プレパレーション
byアウネ・ラウッカネン

241-0037
スウェーデン
by ブリット・ブレドストロム

241-0089
マリアンヌ・クリスマス
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0035
カフェパーティー レッド
by ブリット・ブレドストロム

241-0044
カフェパーティー ブルー
by ブリット・ブレドストロム

215-0709
キッチンワイプ
価格：580円（税別）
サイズ：18x20cm
ロット：3
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722-0110 マンボ 722-0112 ドット 722-0111 ピッケピン

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

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

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

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

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

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

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

412-0303
「ハーブ」ブルー

412-0305
「ハーブ」レッドｘイエロー

412-0304
「ハーブ」オレンジｘオリーブ

412-0306
「ベラミ」ブルー

412-0307
「ポモナ」

412-0302
「フリスコ」

412-0301
「ピクニック」

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

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

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

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

213-0211

ハーブ
213-0213

ピクニック
213-0218

ポモナ
213-0212

マッシュルーム
213-0214

フリスコ

213-0201

ハーブ
213-0203

ピクニック
213-0208

ポモナ
213-0202

マッシュルーム
213-0204

フリスコ

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

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

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

■アルメダールス豆知識
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313-0069

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。

313-0121

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。

313-0128

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。

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

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

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

ゼントにも最適です。

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

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

組み立て式になって箱の中に収納されています。説明書（英語）付。

313-0127 new!
ロッキングホース
おとぎ話に出てきそうな
木馬のモチーフ。ゴールド
色がどことない温かみを感
じさせてくれます。

313-0087

クリスマスツリー
ツリーがなくてはクリス
マスは始まらない？！
微妙なグリーンカラーが
美しい。

313-0124

スウェーデン

ダーラヘスト、バイキング

王冠…これぞスウェーデン！

というモチーフが揃いました！

313-0052

サーカス
くるくる回る楽しいメリー
ゴーランド。

プルート・プロダクテル

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

●キーリング

491-0109

バード

491-0101

キャット

491-0107

ふくろう

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

491-0108

プルートホース

●テーブルクリスマスツリー ミニ

312-0204

「テーブル

クリスマスツリー」

ゴールドミニ

312-0203

「テーブル

クリスマスツリー」

シルバーミニ
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313-0132 new!
ペンギン
愛らしいペンギンたちが
くるくる回る姿がかわい
いデザインです。

313-0123 復活！

バードハウス

鳥小屋と鳥のモチーフは

国境を越えて時代を越えて

人気のデザインです。

313-0107
森のトナカイ
北欧を代表する動物と
いえば、トナカイ！

313-0131 ずるネコ
何か企んでいるような
とぼけた表情が愛らし
い人気のネコモチーフ
です。

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

＊クリスマス限定アイテムです。期間終了後の在庫はお問い合わせ下さい。



■ムーミン

315-0401

コンフェッティ「ムーミンファミリー｣
価格：￥950（税別) サイズ：3.5ｘ
3.5cm

ちいさなメタルのデコレーション。好
きな場所に散らばせて。

315-0501

ガーランド「ムーミンファミリー｣
価格：￥1,300（税別) サイズ：80ｘ4ｃｍ

カーテンレールに絡めたり、ランプにつけたり、
上から下げたり・・・。気軽に楽しむデコレー
ションです。

●デコレーション ロット：２ 素材：メタル 中国製

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！

313-0112
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。

313-0113
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。

313-0083

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。

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

313-0081
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。

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

●温度計 窓にぺたんと貼り付けるユニークな温度計。

価格：2,500円(税別) ロット：2 素材：メタル ポルトガル製

デザイナー：ハンス･ハルベリ

かわいい、おしゃれなプルートプロダクトのデ
ザインを手がけるのは、実は身長2m近くも

ある大きな男性デザイナー！圧倒的に魅力
的なデザイン＆商品。ハンスの作るキュート
な世界観は世界中で人気です。

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

494-0023
「ミッフィー」
ゴールド

494-0024
「ミッフィー」
シルバー

494-0025 new!
ミッフィー
「バルーン」

317-0011
温度計ムーミン
17ｘ12ｃｍ

317-0014

温度計リトルミイ

18x11ｃｍ

■ミッフィー

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

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

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

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

●ブックマーク

494-0019
ムーミンフレンズ

494-0020
スナフキン

494-0022
ハッピー・ミイ

494-0021
ムーミンツリー

494-0012
ムーミンファミリー

494-0011
ムーミン

494-0013
リトルミイ

494-0018
ムーミンハウス

●ブッククリップ 価格：￥600（税別） ロット：３ 素材：メタル 中国製

494-0101
「ムーミン」
4ｘ5ｃｍ

494-0102
「ムーミンファミリー」
7.5ｘ5ｃｍ

●ロータリーキャンドルホルダー

●ブックマーク ●キッチンワイプ

ワイプページに掲
載しています！
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●プルート・プロダクテルデザイン オシャレで可愛い、プルートのデザインが揃いました。

キッチンワイプ ～次世代のキッチンツール～

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

ることなく、長く使い続けることができる、人気のキッチンアイテムです。

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

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

も一度使うと手放せないと、リピーターが増えています。

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

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

215-0316
プルートふくろう

215-0322
プルートディア

215-0321
プルートバード

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

215-1115
ラベンダー

215-2032 
キンポウゲ

215-2045 new!

リンゴンベリー/コケモモ

215-2044

アカツメクサ

215-2033 

ブルーベリー

215-2010

ラズベリー

215-2021
デイジー

215-0099 復活!
アップルマルチ

215-2031 
トマト

215-2029 
パプリカ

215-2028 
にんじん

215-2026 
えんどう豆

215-2023
きのこ

215-2042
赤い実のリース

215-0401
ダーラヘスト レッド

215-0402
ダーラへスト ブルー

215-0403
ダーラヘストブラック

215-0404
ダーラヘストグリーン

215-0024 復活!
キャット レッド

215-0023 復活!
キャット ブルー

215-2039
キャット・オン・ルーフ

215-0043
ベア

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

215-0405 
キャット ブラック

215-0412 
羊 ブラック

215-0413 
ハリネズミ ブラック

215-0325 new!
ミッフィー

215-0326 new!
スモールミッフィー

215-0327 new!
ペイントミッフィー

215-0328 new!
ずるネコ
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●キッチンワイプの特徴 ～次世代のキッチンツール～

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

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

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

 使い捨てではなく、繰り返しつかうことができます。

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

●ご注文から納品まで

お
問
合
せ

お
見
積
も
り

ご
注
文
確
定

デ
ザ
イ
ン
ご
入
稿

本
印
刷
開
始

（ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
提
携

工
場
に
て
）

ご
指
定
住
所
へ
納
品

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

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

●ミニマムオーダー： 500枚より

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

●価格： 枚数、色数により異なります。お問合せください。

●生地色：レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイトなど全15色。

●その他： オプションにて説明書、PP袋詰め手配も可能です。

その他ご希望ご要望がございましたら別途ご相談ください。

■印刷にあたって

スウェーデンで、1990年代からキッチンワイプの印刷を専門に行ってきた印刷工場と提携し、クオリティの高い

プリントキッチンワイプをご提供しています。印刷は全てスウェーデンで行わるため、Made in Swedenの表記を

入れることも可能です。

北欧商品ＯＥＭ製造のご案内

印刷実績一例

北欧のメーカーがご提供する、オリジナル製造/印刷の可能なアイテムのご紹介です。御社の販促ツールとして、ショッ

プのオリジナルアイテムとして、イベント用のアイテムとして、様々なニーズに合わせてご利用いただけます。スウェーデ

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

ン両営業所にて、御社オリジナル商品の製造を全面的にサポート致します。

「キッチンワイプ」は、スウェーデンで30年以上前に開発された特殊

なふきんです。その使い勝手の良さから、今ではスウェーデンの一

般各家庭で圧倒的に多く普及しています。キッチンの台拭きや水切

りシートとして、バスルームやトイレの拭き掃除に、また洗車の際に

車を拭いたりなど幅広い用途に使用でき、その使い勝手の良さから

リピーターが後を絶ちません。

この画期的なワイプ素材に、オリジナルデザインやロゴの印刷が可

能になりました。印刷は、スウェーデンの提携工場にて一点一点丁

寧なスクリーン印刷で行う事で、高い表現力を維持しています。

■キッチンワイプへのオリジナル印刷

キッチンワイプの説

明書例（オプション）。

オリジナルのデザイ

ンでの説明書を印

刷して同梱すること

も可能です。
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■木製アイテム ｂｙスカンジナビア・ヘムスロイド

スウェーデン、エストニア、リトアニアなどの職人の協力により、北欧の木製品に、オリジナルのデザインを

印刷することができるようになりました。コースター、ポットマット、キーリング、カトラリ―、マグネットなど豊

富なデザインからお選びいただけます。主にレーザーの焼き付けまたは型抜きとなります。ショップや企業

ロゴ、デザイン等自由に製造可能です。

●オリジナル製造にあたって

●入稿データ： イラストレーター。その他のデータはお問い合わせください。

●通常納期： データ決定後約３～４週間

●ミニマムオーダー： アイテムにより異なります。別途お問合せください。

●価格： 印刷サイズにより異なります。別途お問合せください。

■ロータリーキャンドルホルダー ｂｙプルートプロダクト

ムーミンを始め、様々なデザインでおなじみのロータリーキャンドルホルダー。このロータリーキャン

ドルホルダーで、オリジナルデザインを作ってみませんか。

ヨーロッパでは、ポルシェのモデル911やブレーメンの音楽隊で有名なブレーメン市、またパリのロ

ダン美術館のミュージアムショップの「考える人」などのオリジナルロータリーキャンドルホルダーが

作られました。

●オリジナル製造にあたって

●入稿データ： イラストレーター。その他のデータはお問い合わせください。

●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： 3000個

●プルート社のデザイナーが、箱デザインなどのお手伝いをいたします。

■フィンランド産白樺板のポストカード ｂｙカムトゥフィンランド

●オリジナル印刷にあたって

●入稿データ： イラストレーター。その他のデータはお問い合わせください。

●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： お問い合わせ下さい

北欧商品ＯＥＭ製造のご案内

カムトゥフィンランド社では、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。
ポストカード、A5サイズなどはナチュラルなテイストの伝わる、ユニークなアイテムです。

オリジナルデザインや企業ロゴで、ユニークな販促グッズまたはオリジナル商品として、ＯＥＭ生
産を行っています。

■テキスタイルカレンダー ｂｙアルメダールス

1962年に製造が開始されたアルメダールスの布製カレンダー。50年以上たった今

でも、家庭のおなじみアイテムとして人気を集めています。また、古いものは蚤の市

などでも見かけるコレクターアイテムになっています。

カレンダーの下空白部分にショップや企業名の印刷を行う事が出来ます。年始のご

挨拶に、温もりある布製カレンダーはいかがでしょうか。

●オリジナル印刷にあたって

●入稿データ： イラストレーター。その他のデータはお問い合わせください。

●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： 100枚
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会社概要

日本事務所

会社名： 株式会社 アイ・フェローズ
北欧部

所在地： 167-0053

東京都杉並区西荻南2-27-10

TEL：03-6454-2481

FAX：03-6454-2483

Ｅｍａｉｌ： info@ditt-datt.com

ＨＰアドレス： www.ditt-datt.com

担当： 岩崎十三（いわさき じゅうぞう）

担当Email: juzo@ditt-datt.com

スウェーデン事務所

会社名： Dahlman Design Trade

所在地： Kallkärrsvägen 35

141 41 Huddinge

SWEDEN

TEL：+46 8420 388 98

代表者： Yoko Dahlman （ ダールマン 容子）

会社登録番号： 7609094185SE

設立： 2007年5月

事業内容： 北欧デザイン・雑貨・ビンテージの卸販売

現地コーディネート、翻訳、通訳

お取引について

ご注文のながれ

■ご注文はFAXまたはEメールにてお願いいたします。

■ご注文書には以下のご記入をお願いいたします。

１） 商品番号 ２） 商品名 ３） ご注文数 ４） 貴社名

５） ご担当者名 ６） ご連絡先 ７） お届け先

■ご注文に基づき弊社よりご請求書をFAXまたはEメールでお送り
します。

■銀行振り込みにて、ご請求金額をお支払ください。

■ご入金確認後、商品を発送いたします。

返品・交換について

■商品到着後、数量および破損品等の検品をお願いいたします。

■商品・数量に不具合がありましたら、商品到着より1週間以内にご

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

■1週間をすぎました場合返品をお受けできない場合がございます

ので御了承ください。

その他

■カタログ掲載価格は税別価格（参考上代価格）です。

■下代掛け率は60%となります。(大型・定期お取引の場合は例外
もございます。) ＊ビンテージアイテムは掛率70%、グスタフスベリ

陶磁器とCTFコーヒーは65％となります。

■最低ご注文金額は下代￥20,000（税別）以上となります。

■ご注文下代￥30,000（税別）以上は送料は無料となります。

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

■在庫のない場合や受注生産の場合、お時間をいただくことがござ

います。

■価格、商品仕様はメーカー都合により変更する場合がございます。

■お取引・ご注文・お支払方法等は臨機応変に対応しております。

どうぞお気軽に、ご相談くださいませ。

お問合せ・ご注文

メール： info@ditt-datt.com

HP： www.ditt-datt.com

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

TEL ： +46 8420 388 98 （スウェーデン）

■リアルタイムなスウェーデン情報はSNSで！

Yoko Dahlman

yoko@ditt-datt.com

Petter Dahlman

petter@ditt-datt.com

Juzo Iwasaki

juzo@ditt-datt.com

＊ホームページにて常時新商品や最新情報を更新します。

●フェイスブック

@ditt.datt「北欧雑貨ディット・ダット」

●インスタグラム

@sweden_dittdatt「北欧雑貨ディット・ダット」

●ツイッター

@dittdatt 「北欧雑貨ディット・ダット」
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