
2017年春 ディット・ダットからのご案内

2017年、スウェーデンにもようやく春が訪れようとしています！
日本では4月に新しい1年がスタートし、これから初夏にかけて、外での活動が楽しい季節。
歓送迎会やホームパーティー、アウトドアなど、これからの季節のあらゆるシーンで活躍するアイテムをご紹介します。
また、2017年に独立100周年のアニバーサリーイヤーを迎えるフィンランドの商材、カムトゥフィンランドや100周
年記念コーヒーの取り扱いを始めます。今年は様々な方向から、フィンランドが盛り上がる1年になります。

尚、2017年5月期メーカー発注前の受注会を開催します。カタログ掲載の全レギュラーアイテム、今回お知らせする新
アイテム、弊社取り扱いの全アイテムをメーカーに発注します。是非この機会にご発注下さい！
＊全アイテムはカタログ、ホームページでご覧頂けます。www.ditt-datt.com

●受注締切：2017年5月12日 ➡その後すぐにメーカーに発注し取り寄せます（メーカー欠品を除く）
●納品予定：5月下旬頃
＊現在庫がある商品は、通常通りご希望に合わせて即納品いたします！
●ご注文、お問合せ先：
株式会社アイ・フェローズ北欧部 担当：岩崎十三
電話： 03-6454-2481 FAX ： 03-6454-2483 担当携帯： 080-6643-4958
メール： info@ditt-datt.com  URL ： www. ditt-datt.com

フィンランドのナショナルミュージアムでは、現在カムトゥフィンランド

ビンテージ旅行ポスター展が開催されています。（ ）

それに合わせ、フィンランド大使館商務部及び の後援を受け、
日本でもポスター展を開催することになりました。

年代から 年代の、製造当時のオリジナルサイズのポスター、及び
販売取扱いＢ２ポスターの現物は、東急東横百貨店にて展示いたします。

ぜひこの機会にご覧いただければ幸いです。（入場無料）

●開催日時： 月 日（木）から 日（日）

●開催場所：渋谷駅、東急東横百貨店 西館 階催事場（アンティークフェ
アと併設）

＊その後 月に池袋西武での開催が決定しています。またその他会場での開
催も検討中です。

●ビンテージ旅行ポスター展示会 開催決定！●

■フィンランド独立100周年、ビンテージ旅行ポスター展示会開催！

●人気投票 同時開催！●

年は、フィンランド独立 周年のアニバーサリーイヤー。年を通して、フィンランドやフィンランドデザイン、商材が様々な
形で盛り上がりを見せてきます！

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のデザインは、フィンランドの平坦ではなかった過去 年の歴史
や、現在の幸福なライフスタイルを美しく魅力的に伝えることのできる優れた商材の一つです。

独立 周年を記念し、そんなフィンランドの魅力がたっぷり詰まったビンテージ旅行ポスターやステーショナリーアイテムのお取
扱いを開始するとともに、展示会や人気投票など様々な手法でフィンランドを盛り上げていきます。

展示会の開催に合わせ、現在ポスターデザインの人気投票が開催さ

れています。

●オンライン投票専用サイト開設

気軽に投票できるオンラインの専用ページを開設しました。どなたでも

参加可能です。また、ご投票いただいた方の中から抽選で 名様にプレゼ

ントがあたります。ご投票、詳細はこちら↓

●展示会会場で投票箱設置

東急東横店での展示会会場に、人気投票箱を設置します。オンラインで

の投票と合わせて、どなたでもご参加いただけます。

現在すでに世界中からご投票が届いています！ぜひ皆様にもご参加いた

だければ幸いです。

@pressにてプレスリリース配信中！！www.atpress.ne.jp/news/126625

フィンたんも
つぶやくよ！

http://www.ditt-datt.com/
http://www.ditt-datt.com/postercontest.php
https://www.atpress.ne.jp/news/126625


■初夏のおすすめテーマ：Låt oss gå ut! 外に出かけよう！

春から初夏にかけては、外時間が楽しい季節！この季節を思いっきり楽しむためにぴっ
たりなアイテムをピックアップしてご紹介します。

おすすめ！その１

650-0022 ベルサトレーＤ65ｃｍ+スタンドブラック 29,000円

使ってみてお値段に納得。イン・アウト、どちらのシーンでもとて

も便利に使えます。トレーではなく完全に家具の範囲です。折り畳

み式でコンパクトになる収納性と持ち運びやすさのスウェーデン製

のスチール製トレースタンド。クオリティーが高く、安定感があり

ます。

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

＊アルメダールス社のトレーなど、スウェーデンブランド全てのト

レーと組み合わせて使用可能です。

おすすめ！その２

ヘムスロイド社のバスケット

711-0101 ブレッドバスケット5800円

木製品部門不動の売上一位を防衛し続ける、言わずと知れ

たベストセラー。飽きの来ないこの商品は、木の質感、香

り、サイズ感、全てがベストマッチングの傑作です！

742-0002 モミの木バスケットＭ 7200円

しっかりしたつくりのバスケットは、お出かけにも！

おすすめ！その３

ミッドナイトサン コーヒーケトル 8000円

サンドライサクソンのミッドナイトサンシリーズで一番人

気のケトルです。北欧人が心のよりどころとする太陽を、

トレンドのモノトーンで表現しました。

ベランダや

ヨーロッパで大人気のアイテム。アウトドアでもクール！

おすすめ！その4

リンドベリデザインのメラミン食器

250-0004 ブルーススモールプレート 1200円など。

割れずに便利。外でも中でも使いやすい！

折り畳むと厚さ僅か ㎝。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。

おすすめポイント！
割れにくいメラミン食器と木製バスケット。
ワンランク上のピクニックのおともに！

場所をとらず収納！

フィンランド独立100周年記念

コーヒー

1500円から

アウトドアでも、ハンドドリッ

プなら、淹れたて美味しいコー

ヒーが頂けます。

北欧テーマのアウトドアのお供

に、フィンランド100周年記念

コーヒーはいかがですか？

■フィンランド独立１００周年記念コーヒー、作りました。

653-1004 フィンランドナチュラルストレート150ｇ

希望小売価格：1750円（税別）

ロット：1

＊掛け率は65％となります。

＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月

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。

653-1003 フィンランドフルーティープレンド150ｇ

希望小売価格：1500円（税別）

ロット：1

＊掛け率は65％となります。

＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月

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。

653-1002 フィンランドクラッシックプレンド150ｇ

希望小売価格：1500円（税別）

ロット：1

＊掛け率は65％となります。

＊賞味期限は納品直前に焙煎し、その後6か月

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。

フィンランド独立100周年を記念し、CQI認定Qグレーダーの岩崎

泰三氏監修の下、フィンランドの自然や食文化、ライフスタイルを

テーマに日本で焙煎製造された限定コーヒー豆を発売いたします。

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工程にこだわった「ス

ペシャルティコーヒー」となります。

そして、この100周年記念コーヒーのパッケージには、フィンラン

ドの魅力を視覚的に直接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別紙をご参照ください。



●ビンテージ旅行ポスター Ｂ２サイズ（ ｘ ｃｍ）参考上代： 円（税別）ロット：１ 素材：紙 フィンランド製

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

653-0031 アエロ
1933年 ヨルマ・スホネン

653-0032 ロマンスの国
1950年 ヘルゲ・ボリイストロム

653-0033 フィンランドホリデー
1936年 イングリッド・バーデ

653-0034 アドリアネ号
1933年 ハリー・ロドメル

653-0035 ヘルシンキ400年
1950年 グンナル・フォシュトロム

653-0036 サーモン・ボート
1962年 エリック・ブルーン

653-0037 トゥルク
1965年 マルッティ・メッケネン

653-0038 マーメイド
1952年 アルバート・アンダーソン

653-0039 湖とコテージ
1937年 アウクスティ・トゥーカ

653-0040 オリンピック日本語版
1940年 イルマル・シシメントセ

653-0151
シャンパンレディ
1938年 ヨルマ・スホネン

653-0152
サイマー湖の眺め
1939年 ポール・セーデルストロム

653-0153
オリンピックアエロ
1938年 ヨルマ・スホネン

653-0154
ロマンスの国
1950年 ヘルゲ・ボリイストロム

653-0155
スキーボーイ
1957年 オスモ・オクサネン

653-0156
ウィンタースポーツ
1948年 オスモ・オクサネン

■カムトゥフィンランド ビンテージ旅行ポスターグッズ

年代から 年頃は、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。

カムトゥフィンランド代表のマグヌス・ロンデン氏は、

年、ヘルシンキのとあるアンティークショップで目に

した「シャンパンレディ」のポスターに魅了され、以後世

界中でフィンランドの旅行ポスターを収集しました。

その後デザイナーや子孫に連絡を取り、デザインの背景情

報を収集し、一冊の本にまとめ出版しました。

現在カムトゥフィンランド社は 点以上のデザイン使用

権を有し、復刻ポスターやポストカードを始め、生活雑貨

を展開。ライセンス展開も行っています。

＊製作当時のオリジナルサイズ（約 ｘ ｃｍ）のご注文は別途お問い合わ

せ下さい。オリジナルサイズは上代 円（税別）。



■カムトゥフィンランド ビンテージ旅行ポスターグッズ

●マグネット ｘ ｃｍ 参考上代： 円（税別）ロット
素材：スチール、マグネット フィンランド製

653-0601
ロマンスの国

653-0602
ヘルシンキ

653-0603
スキーボーイ

653-0604
アンブレラボーイ

●フィンランド製、ムーミン白樺木製ポストカードもどうぞ！
ｘ ｃｍ参考上代： 円（税別）ロット

素材：白樺プライウッド フィンランド製
＊扱い柄、品番などはお問い合わせ下さい。

●Ｌサイズポストカード（ ｘ ｃｍ）参考上代： 円（税別）ロット 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

● 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、 ページ カラー

フィンランドのナショナルミュージアムで展示されたポスターの包括本。デザ

イン背景ストーリーを通し、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。この本冊で、あなたもきっと、フィンラ

ンドと恋に落ちる事間違いなし！

＊日本語版のみ、フィンランド大使館商務部上席商務官の方が語る「フィンラ

ンドという国」のメッセージが掲載されている、レア本です！

参考上代： 円（税別）ロット１素材：紙 フィンランド製


