2017年 新着商品のご案内

2017年、北欧雑貨ディット・ダットのセレクションに仲間入りする新着商品をご案内いたします。

フィンランド独立100周年
2017年12月6日、フィンランドは独立国家として世界に
認められてから100年を記念する、特別な日を迎えます。
この2017-2018年はフィンランドにとって独立100周年
記念のアニバーサリーイヤーとして位置づけられます。
2017年後半から2018年にかけて、日本でもフィンラン
ド、そして北欧全体の露出が増え市場の注目が集まるこ
とが予想されます。
私たちも、様々な商品やブランドを通じて、世界が注目
するフィンランドの豊かなライフスタイルを、お伝えし
ていきたいと考えています。
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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ご紹介
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歴史は、このフィンランドの魅力がぎっしり詰まった、ビンテージの旅行ポスターを「収集する」ところから始まりました。
2000年当時、ジャーナリストとして活躍していたフィンランド人のマグヌス・ロンデン氏は、ある日ヘルシンキ市内の古書店で1930年代のポ

スター「シャンパンレディ」を目にし、心を奪われました。そして、その時から「ポスターハンター」になりました。世界中を駆け回り、フィンラ
ンドのビンテージ旅行ポスター計200点以上を収集しました。そのように集めたポスターのデザインを本として出版するために、版権を所
有しているデザイナーやその子孫と連絡を取り、デザイン使用権を取得しました。
現在カムトゥフィンランドは、復刻旅行ポスターやポストカード、その他生活雑貨品を展開するブランドになりました。また、オリジナルポス
ターを使った旅行ポスター展、ライセンスやコラボレーション活動でのデザイン提供、ポスターコンテストを通じた現代アーティストの発掘な
ど様々な活動を行っています。
＊2015年より同様の試みをスウェーデンでも行い、「カムトゥスウェーデン」として、スウェーデンのビンテージ旅行ポスターコレクションを扱うブランドも展開しています。カムトゥスウェーデンの商材については、
別カタログをご覧ください。

カムトゥフィンランド、商品セレクション
●ビンテージ旅行ポスター Ｂ２サイズ（50ｘ70ｃｍ）参考上代：5,500円（税別）ロット：１

素材：紙 フィンランド製

1890年代から1960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。
これらの旅行ポスターは、今日世界中が憧れるフィンランドの豊か
なライフスタイルを象徴するものです。また同時に、50-100年以上
の時を得た今でも色あせる事のない、当時の有名アーティストた
ちによる、クオリティの高い優れたデザインです。
これら旅行ポスターは現在の私たちのホームを飾るインテリアデ
コレーションの一つとしても、魅力的なアイテムです。オリジナルポ
スターの大型変形サイズを、今日最も一般的なポスターサイズで
あるＢ２サイズに復刻製造し、ビンテージポスターをより身近なも
のとして楽しむことができるようにしました。
＊製作当時のオリジナルサイズの特注は別途お問い合わせ下さい。オリジナルサイズ
は100ｘ60-70ｃｍでデザインにより異なります。

■エリック・ブルーン コレクション
陽気で人懐っこいエリック・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巨匠アー
ティストです。
ブルーンは、数々の優れたポスターデザインを生み出し、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。ブルーンの長いキャリアの中で、彼は街角に貼ら
れるポスターアートに特に情熱を傾けました。ブルーンがポスターをデザインする時の原則は「良い
ポスターデザインはトラムで通り過ぎる乗客たちにさえメッセージを届けることが出来る」というもので
した。
自分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、大胆な魚の飛行機
をデザインしました。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。けれどももちろん、このブルーンの傑作
デザインは、のちに何千枚も印刷される大ヒット作となったのです！
この有名なサーモン・フライトのデザイン以外にも、ブルーンは多くの素晴らしいデザインをたくさん残
しました。
2017年6月より、カムトゥフィンランドは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。
653-0045 new!
サーモンフライト 1957年

デザイナー：エリック・ブルーン
1926年生まれ。フィンランドの中央芸術学校卒
業後、広告業界の中でグラフィックアーティストと
して活躍。現在のフィンランドを代表する偉大な
アーティスト。
有名なデザイナーですが、誰にでも冗談を言う
ような、明るく優しい人柄で多くの人から敬愛さ
れています。

653-0047 ザリガニパーティー new!
1961年

653-0036 サーモンボート new!
1957年

653-0048 ポルボー new!
1950-60年代

653-0049 レイクランド new!
1958年

653-0046 ヘルシンキ new!
1962年

653-0051 オーランド new!
1950年代

653-0052 マリエハムン new!
1950年代

653-0053 フィンランド・ヘラジカ new!
1950年代

653-0050 トゥルク・オーボ new!
1966年

653-0054 アウランコ new!
1950年代

■フィンランドビンテージデザインコレクション

653-0031 アエロ
1933年 ヨルマ・スホネン

653-0041 アンブレラボーイ
1950年 オスモ・オクサネン

653-0055 フィンランド夏と冬 new!
1948年 エルッキ・ホイッタ

653-0056 スキーボーイnew!
1957年 オスモ・オクサネン

653-0059 タンペレ new!
1955年 ロルフ・クリスチアンソン

●Ａ４アートプリント

653-0151
シャンパンレディ
1938年 ヨルマ・スホネン

653-0037 トゥルク
1965年 マルッティ・メッケネン

＊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。

653-0033 フィンランドホリデー
1936年 イングリッド・バーデ

653-0038 マーメイド
1952年 アルバート・アンダーソン

653-0057 スチームボート new!
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（SW）
1950年 グンナル・フォシュトロム

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

653-0032 ロマンスの国 new!
1950年 ヘルゲ・メテル・ボリストロム

653-0042 ヘルシンキ400年（FI） new!
1950年 グンナル・フォシュトロム

（Ａ４サイズ）参考上代：1,500円（税別）ロット：2 素材：紙 フィンランド製

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

653-0157 new!
ザリガニパーティー
1961年 エリック・ブルーン

●Ｌサイズポストカード（18ｘ12ｃｍ）参考上代：400円（税別）ロット5

素材：紙 フィンランド製

■エリック・ブルーン コレクション

653-0266 new!
サーモンフライト

653-0273 new!
オーランド

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

653-0274 new!
マリエハムン

653-0275 new!
フィンランド・ヘラジカ

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

653-0276 new!
アウランコ

■フィンランドビンテージデザイン コレクション

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

653-0259
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

653-0258
サイマー湖の眺め

●マグネット

●キッチンワイプ

参考上代： 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

参考上代： 800円（税別）ロット2
素材：コットンｘセルロース サイズ20ｘ18ｃｍ フィンランド製
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、気軽に日々の生活に取り入れ
られるアイテムです。また、フィンランド好き、北欧好き、デザイン好きの方へのさ
りげないプレゼントにも最適です。

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

653-0609 new!
シャンパンレディ

653-0605 new!
オリンピック日本語

653-0701 new!
フィンランド夏と冬

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

653-0702 new!
サイマー湖の眺め

653-0703 new!
スキーボーイ

●フィンランド独立１００周年記念コーヒー
おめでとう
フィンランド！

フィンランド独立100周年を記念し、珈琲生豆鑑定士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・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。

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）
希望小売価格：1750円（税別） new!
ロット：1
＊食品のため掛け率が通常と異なりますのでご注意ください。
＊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。

653-1003A 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）
希望小売価格：1500円（税別） new!
ロット：1
＊食品のため掛け率が通常と異なりますのでご注意ください。
＊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。

653-1002A 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）
希望小売価格：1500円（税別） new!
ロット：1
＊食品のため掛け率が通常と異なりますのでご注意ください。
＊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周年記念、ポケットブック
おめでとう
フィンランド！

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 カラー
品番：653-1001 new!
参考上代：2,200円（税別）ロット１素材：紙 フィンランド製

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
「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、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！

●ムーミンデザイン 木製ポストカード
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、仲間を探す旅に出るお話。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
けるメッセージカードは、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。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！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 。
価格：1,300円（税別） サイズ：10ｘ15ｘ厚さ0.3ｃｍ 素材：白樺材 ロット：２ フィンランド製

白樺の木のＯＥＭ、承ります。

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

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。
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

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

その他のカムトゥフィンランドの活動
●ビンテージ旅行ポスター展示会 「Paradise Calling」開催
ブランド創立者のマグヌス氏が収集した
ビンテージ旅行ポスターのオリジナル2
00点以上を、一同に集めた展示会を
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
ルムはじめ北欧各地で行われてきまし
た。

●若手の育成、ポスターコンテスト
～マイ・フィンランド～

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。そ
の後ドイツ、アメリカへと巡業します。
日本でも、フィンランド大使館商務部の
後援を受け、オリジナルサイズ復刻版の
ミニ展示会を開催しています。

●フィンランドビンテージ旅行ポスターが1冊の本に！
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。

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
とした旅行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
ター展示会で展示され、またデザインの製品化の機
会も与えられます。

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。

●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。

デコランド DEKORANDO
おめでとう
フィンランド！

■フィンランド独立100周年、限定カラー

フィンランドのフェルトブランド、デコランドからも、独立100周年のた
めの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。

■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となった「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。 素材：羊毛100％ ロット：１

素材：羊毛100％ ロット：１

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）

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）

321-0007
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）

321-0805
サークルマルチＤ16ｃｍ
価格：￥3,300 （税別）

322-0207
ラウンドコースターD14cm new!
フィンランド100ブルー
価格：2,200円（税別）

■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。フィンランド独立
100周年記念アイテムとしてもおすすめのモチーフです。
価格：4500円（税別） サイズ：18ｘ18ｃｍ（通常より大きめ） 素材：羊毛100％ ロット：１
＊可能ご提供数に限りがありますのでご了承ください。

321-0606
ノルディックＡ
BKxWH

321-0608
ノルディックＡ
ナチュラル

321-0607
ノルディックB
BKxWH

321-0609
ノルディックB
ナチュラル

321-0007 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）

■さまざまなマルチバリエーション

■チェアシート

321-0301フェルトのテーブルセンター/
チェアシートＤ40ｃｍ
価格：9,500円（税別） サイズ：Ｄ40ｘｘH1
ｃｍ （D1ｃｍフェルトボール）
＊他マルチカラーでの展開もございます。

素材：羊毛100％ ロット：１

新しく仲間入りした2色のマルチと、特に人気の高かったマルチバリエーション
をご紹介します。どのカラ―も、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。
素材：羊毛100％ ロット：１

325-0401 チェアシート
「マルチ」

325-0404 チェアシート new!
「グレーマーブル」

価格：￥12,000（税別）
サイズ：34ｘ36cm x H2cn （２cmフェルトボール）

●マルチライト new!
321-0030 ラウンドポットマットD18cm
価格：3,300円（税別）
322-0209 ラウンドコースターD14cm
価格：2,200円（税別）

●イエローｘグレー
321-0025 ラウンドポットマットD18cm
価格：3,300円（税別）
322-0204 ラウンドコースターD14cm
価格：2,200円（税別）

●マルチインディゴ new!
321-0031 ラウンドポットマットD18cm
価格：3,300円（税別）
322-0210 ラウンドコースターD14cm
価格：2,200円（税別）

●ブラックｘホワイト
321-0026 ラウンドポットマットD18cm
価格：3,300円（税別）
322-0205 ラウンドコースターD14cm
価格：2,200円（税別）

■ティーコゼ フェルト

325-0501 ラウンドチェアシート
マルチ
価格：￥10,000（税別）
サイズ：D35cm x H2cm

素材：羊毛100％ ロット：１

ぬくぬくしたい季節にぴったりなフェルトのティーコ
ゼ。手作りの温もりが伝わるアイテムです。
価格：￥4,900（税別） サイズ：35ｘＨ26ｃｍ（持ち手除く）

323-0101 マルチ

323-0102 オレンジｘマルチ

323-0103 インディゴ new!

スティグ・リンドベリ生誕100周年 ベルサ
■べルサ柄、グレーカラ―
人気のベルサシリーズに、グレーの新カラーが登場しました。より落ち着いた色味で、キッチンや家具に合わせやすいカラーです。また、秋冬に増える赤な
どの暖色系との相性も抜群！レッド系のクリスマスアイテムとのギフトセットなどにもおすすめのカラーです。

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：5
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：70ｘ50ｃｍ スウェーデン製

651-0024 トレーラウンドD31「ベルサ」グレーnew!
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

キッチンタオルと同じさらりとした肌触りのクッショ
ンカバー。リンドベリのサインマーク入り。
ファスナーの縫い合わせは裏面です

厚みがしっかりあっ
て、安心の使用感
です。
651-0026 オーブンミット「ベルサ」 new!
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

651-0025 ペーパーナプキン「ベルサ」グレー new!
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

651-0027 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

●2017年春に登場のアイテムも好評継続中です！

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

■トレースタンド

651-0017 スクエアL
価格：3,300円（税別）
15ｘ15ｃｍ ロット：2

new!

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

ベルサデザイン商品の全コレクションは、メインカタログま
たはホームページをご覧ください。

D45-46cmや、Ｄ65cmの北欧の大判トレー。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、これらの大判なトレーにぴっ
たりなトレースタンドの取り扱いを始めました！
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。
スウェーデン製の、ラッカー塗装スチールは、クオリティも高く、安定感がある優れたアイテムです。
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、同じサイズの他ブランドのトレーにも使用可能です。

場所をとらず収納！

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。

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。

650-0021 ベルサトレーＤ65ｃｍ+スタンドホワイト
29,000円
↑こちらは従来からセットとして取扱いのあったアイテ
ムです。

ミア・ブランシェ
～ストックホルム発、ハンドメイドのセラミック～
元弁護士という異色な経歴を持つミア・ブランシェは、2008年にストックホルム市内のセーデルマルム島に小さなアトリエ兼ショップをオープン
しました。ずっと大好きだった。「創作する」という作業を自分の仕事にして、キャリアを再スタートしたのです。
ミアの作陶のこだわりは、「不完全な美しさ」。ハンドメイド独特の歪んだ形や、少しムラが感じられるような優しい釉薬のかかり方。また、自分
がおばあさんから受け継いだハンドメイドのレースを陶磁器デザインに使う事で、スウェーデンに伝わるハンドメイドレースの伝統も残したいと
考えています。
今回ご紹介する商品は、スウェーデンを代表する「幸福を運ぶ馬」として知られるダーラナホースをモチーフとしたシリーズです。カップ型の
フォルムなので、マグカップや小さなドリンクカップという用途に便利なのはもちろんですが、この味わいのある優しいカップたちは、小さなプラ
ンターや花器として、またはキッチンやバスルームで実用品を入れて使ったりするのも素敵です。
日々の生活に、北欧の優しさを運んできてくれる、こだわりのあるアイテムです。
＊完全受注製造の1点物のため、掛け率が通常と異なりますのでご注意ください。
＊ハンドメイドのため、多少の個差があります。フォルムはゆがみがありますが、デザインの一部で不良ではありません。釉薬の色やノリにムラがありますが、不良ではありません。
外箱なし。素材：セラミック 製造：スウェーデン

■商品バリエーション

●スベン カップＬ 価格：5,000円（税別） new!
サイズ：Ｄ9ｘＨ10.5cm 3DL ロット：２
670-0001 スベン カップＬ レッド
670-0002 スベン カップＬ ピンク
670-0003 スベン カップＬ オレンジ
670-0004 スベン カップＬ イエロー
670-0005 スベン カップＬ ライトグリーン
670-0006 スベン カップＬ ライトブルー
670-0007 スベン カップＬ ブルー

●カラーイメージ（全アイテム共通）

01レッド

02ピンク

●スベニス カップＳ 価格：2,500円（税別） new!
サイズ：D5xH6.5cm ６CL ロット：5
670-0101 スベニス カップＳ レッド
670-0102 スベニス カップＳ ピンク
670-0103 スベニス カップＳ オレンジ
670-0104 スベニス カップＳ イエロー
670-0105 スベニス カップＳ ライトグリーン
670-0106 スベニス カップＳ ライトブルー
670-0107 スベニス カップＳ ブルー

●リル・スベン ボウル 価格：3,500円（税別） new!
サイズ：Ｄ11ｘＨ5ｃｍ ロット：2
670-0201 リル・スベン ボウル レッド
670-0202 リル・スベン ボウル ピンク
670-0203 リル・スベン ボウル オレンジ
670-0204 リル・スベン ボウル イエロー
670-0205 リル・スベン ボウル ライトグリーン
670-0206 リル・スベン ボウル ライトブルー
670-0207 リル・スベン ボウル ブルー

＊カラーはイメージです。実際の色と若干ニュアンスが異なる場合があります。

03オレンジ

04イエロー

05ライトグリーン

06ライトブルー

07ブルー

■アトリエ/ショップ、商品のイメージ写真いろいろ

■デザイナー、製造者：
ミア・ブランシェ
創作活動を心から楽しむミア。彼女が
「不完全な美しさ」という温もりあふれる
セラミックは、個性的で特別な1点物と
して、スウェーデン国内でも人気の高
いギフトアイテムです。
プライベートでは4人の子供のママさん。
子育てや家族生活を大切にしながらも、
「自分の好きな事」に妥協しない、ス
ウェーデン人女性らしい芯の強さを
持った素敵な女性です。

スカンジナビアン・ヘムスロイド
■北欧フィギュア コレクション
ユニークな見た目のドールたち。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。

723-0015「バイキングパパ」 new!
価格：3,200円（税別）
H13cm ロット：1

723-0014「バイキングママ」 new!
価格：3,200円（税別）
H13cm ロット：1

723-0002
「バイキングボーイ」
価格：2,500円（税別）
H7cm ロット：1

723-0001
「バイキングガール」
価格：2,500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 ロット：1

723-0017 new!
「バイキングボーイ」お座り 価
格：2,500円（税別）
H7cm ロット：1

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

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

価格：2,800円（税別）H13cm ロット：1

723-0003 復活!
「森ガール」
価格：2,800円（税別）
H7cm ロット：1

723-0004 復活!
「森ボーイ」
価格：2,800円（税別）
H7cm ロット：1

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

アルメダールス
■キッチンタオル
アルメダールスの数ある商品の中でも一番定番、人気のキッチンタオル。大判でさらりとした肌触りのタオルは、使用用途が広く便利なアイテムです。
価格：2,000円（税別） ロット：2 サイズ：50ｘ70ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％

241-0100 new!
キッチンタオル「サマーディナー」
By Aune Laukkanen

241-0101 new!
キッチンタオル「夏野菜」
By Louise Carling

241-0103 new!
キッチンタオル「ハーベスト」
By Aune Laukkanen

241-0102 new!
キッチンタオル「フィッシュパーティー」
By Almedahls Design Studio

■ネームタグ

■キッチンワイプ
ギフト需要としてもニーズの高いキッチンワイプ。新柄が入荷しました。
価格：580円（税別） ロット：3 サイズ：20ｘ18ｃｍ

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

裏面には名前などを記
入できるようになってい
ます。ＰＰ袋入りで納品。

215-0718 キッチンワイプ new!
「キッチンの棚」
By Louise Fougstedt

215-0717 キッチンワイプ new!
「ペラゴニア」
By Almedahls Design studio

215-0719 キッチンワイプ new!
「ジャムポット」
By Almedahls Design studio

493-0104 ネームタグ
「ハーブ」 new!
By Astrid Sampe

493-0102 ネームタグ
「ピクニック」 仕様変更！
By Marianne Westman

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。現在はサンタクロースのような存在とされていますが、元々は古くから語り継が
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。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。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。
＊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。

★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★
受注締切：7月21日（金）（締め切り後の発注に関してはお問い合わせください）
納品予定：9月末ごろから
ご発注はＦＡＸ、メールにてお願い致します。一部商品は帽子や本体色を指定する必要があり
ますのでご注意ください。

＊表示価格は全て税別本体価格です。

■スカンジナビスク・ヘムスロイドのトムテ人形
●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、羊の毛、アクリル

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

751-0704
ギタートムテ
価格：￥2,200
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0707
トムテとホース
価格：¥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0702
編み物トムテ
価格：￥2,600
H8cm

751-0708
トムテパパ
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

751-0709
トムテママ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

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

●クリスマスドールプレゼントパック
ギフトにも最適な、専用パッケージに入ったペアのクリスマスドールです。
ロット：１ 素材：木、ウール、アクリル
＊ペアでPPケースに入って納品です。サイズ：ケース：7ｘ4ｘH7ｃｍ/ 個体：3ｘ3ｘH7cmｘ2個セット （リトルトムテは個体H5cm）

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（税別）

751-0722
リンゴンドール
プレゼントパック
価格：￥2,800

751-0723
リトルトムテ
プレゼントパック
価格：￥2,800

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

751-0712
つえのトトムテ
価格：￥2,100
Ｈ13ｃｍ（帽子含）

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

■ブティッキ
「ブティッキ」は、ブッティとキキという姉妹が趣味で始めた手工芸工房です。
元々機織りのマットやタオルを製造していました。1984年に初めてスウェー
デンの老舗百貨店NKにトムテ人形を納めたのをきっかけにトムテの製造を
始めるようになりました。

ブティッキは、素材に木、ウール、コットンなどの天然素材を使う事にこだ
わっています。コットン素材の部分の細工が細かいのが、このブティッキの
トムテの特徴で、丁寧なハンドメイドで一点ずつ商品を作っています。また、
手描きで描かれた独特の優しい表情のトムテからは、北欧の温もりが感じ
られます。
素材、製造工程などすべてにこだわった、クオリティの高いドールのコレク
ションです。
＊素材：ウール、コットン、木 ＊ロット：１ 製造：スウェーデン 表示価格は税別本体価格です。

●トムテ人形 13-15ｃｍ

753-0201 new
ベルを持つトムテ
H14ｃｍ
価格：￥3,300（税別）

753-0202 new
プレゼントを持つトムテ
ママ H14ｃｍ
価格：￥3,300（税別）

●トムテ人形 8-10ｃｍ

753-0234 new
トムテママ グリーンｘスト
ライプ
H8ｃｍ
価格：￥2,300（税別）

●色々なトムテ人形

753-0204 new
トムテボーイ
クリスマスゴート
H13cm＊丸太台付き

753-0226 new
お仕事トムテ
「クリスマスゴート」
H15ｃｍ
価格：￥3,900（税別）

753-0233 new
トムテ グリーンｘストライ
プ
Ｈ8ｃｍ
価格：￥2,300（税別）

753-0229 new
お仕事トムテ
「袋」
H15ｃｍ
価格：￥3,900（税別）

753-0232 new
トムテママ グレーｘス
トライプ
H8ｃｍ
価格：￥2,300（税別）

753-0228 new
お仕事トムテ
「プレゼント」
H15ｃｍ
価格：￥3,900（税別）

753-0231 new
トムテ グレーｘストライプ
H8ｃｍ
価格：￥2,300（税別）

753-0203 new
トムテボーイ
プレゼントの中
H10cm

753-0221 new
お座り「丸太」
H12cm
＊丸太台付き

753-0211 new
トムテ人形（ひも付き）
レッド
H8ｃｍ
価格：1,800円（税別）

753-0212 new
トムテ人形（ひも付き）
グレー
H8ｃｍ
価格：1,800円（税別）

●丸鼻サンタ 価格：￥2,100（税別）

持ち物やしぐさが愛らしい、ユニークなトムテ人形です。 価格：￥2,800（税別）

753-0205 new
トムテボーイ
スキー
H14cm

753-0227 new
居眠りトムテ
H14ｃｍ
価格：￥4,200（税別）
＊丸太台、プレゼント袋付き

753-0223 new
お座り「ごはん」
H10cm

753-0240 new
「丸鼻サンタ」
レッド

サイズ：Ｈ8ｃｍ

753-0240 new
「丸鼻サンタマ
マ」レッド

●オーナメント

753-0235 new
オーナメント
レッドの靴下トムテ
Ｈ9ｃｍ 価格：￥1,800

753-0210 new
オーナメント
グリーンの靴下プレゼント
Ｈ8ｃｍ 価格：￥1,800

753-0216 new
オーナメント
トムテガール
Ｈ6ｃｍ
価格：￥1,600

753-0215 new
オーナメント
トムテボーイ
Ｈ6ｃｍ
価格：￥1,600

753-0217 new
オーナメント
トムテとりんご
Ｈ6ｃｍ
価格：￥1,600

753-0213 new
トムテ人形（ひも付き）
グリーン
H8ｃｍ
価格：1,800円（税別）

753-0220 new
オーナメント
プレゼントに座るトムテ
Ｈ6ｃｍ
価格：￥1,600

753-0240 new
「丸鼻サンタ」
グレー

753-0240 new
「丸鼻サンタマ
マ」グレー

■スペーゲル
スウェーデンの職人たちによる手工芸品を扱うスペーゲル。その歴史は1929年にさかのぼります。スウェーデンのダーラナ地方を拠点に
した家族経営の小さな会社です。
＊フェルトのレッド色のニュアン
スが若干異なる場合がございま
すのでご了承ください。

●フェルトサンタ
毎年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。

723-0010
価格：￥2,000（税別）
サイズ：8ｘ4ｘH5cm
ロット：1
天然羊の毛が癒しの小さ
なシープの置物です。天
然素材のため、毛の色に
は個体差がありますので
ご了承ください。

ロット：1

●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
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

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

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

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

●ひげトムテ（羊のひげ）
価格：￥900（5㎝） ￥1,200（7㎝） 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
＊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。

751-0501
ひげトムテグレー 5cm
751-0503
ひげトムテグレー 7㎝

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

●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、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

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

●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

帽子色：レッド／ブラック／グレー／ホワイト

●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 グレー：751-0408

●組み立て式 クリスマスツリー
2枚の板を組み合わせるとシンプルなツリーの出来上がり。 ロット：２

751-0008 ふとっちょトムテS
価格：￥3,000 Ｈ12㎝

751-0009 ふとっちょトムテM
価格：￥4,800 Ｈ17ｃｍ

●お座りトムテ（トナカイのひげ） ＊帽子色をご指定下さい（グレー／レッド）。
752-0101 S７ｃｍ ¥500
752-0102 M10ｃｍ ¥800
752-0103 L16ｃｍ ¥1,200

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
＊お座りトムテは帽子の下に目が書かれています。

キャンドルホルダー付き
752-0111 M13ｃｍ ¥1,200
752-0112 L17ｃｍ ¥1,600

752-0121 木製キャンドル
価格：￥500 ロット：2
＊752-0111、0112と合わせ
てお使いいただけます。

■スワリング

753-0001
「ひげもじゃトムテ」
レッド
価格：¥1,800 Ｈ8ｃｍ
ロット：2
●トムテのグスタフＳ new!
価格：￥1,600 サイズH８㎝
レッド 753-0024
グレー 753-0025
レッド/グレー 753-0026
ロット：2

●トムテのグスタフM new!
価格：￥2,200 サイズH８㎝
レッド 753-0027
グレー 753-0028
レッド/グレー 753-0029
ロット：2

●トムテのグスタフL new!
価格：￥3,500 サイズH11㎝
レッド 753-0030
グレー 753-0031
レッド/グレー 753-0032
ロット：1

753-0002
「ひげもじゃトムテ」
グレー
価格：¥1,800 Ｈ8ｃｍ
ロット：2

１753-0020
かご入りトムテ ペア
9ｘ6ｃｍ 価格：¥2,200（税別）
ロット：2
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。

エコの国スウェーデンより、
自然を愛する心、お届けします。
人々が「幸せ」を感じて生活している北欧各国。
自然の中にある毎日の生活を、
身近な人たちを、そして自分自身を
心から大切にしています。
そんな人々の生活を支えるのは、上質な生活雑貨。
流行に左右されない。
物を大切に愛用する。
自分のお気に入りを手に入れる。
生活になじむ自然のモチーフを楽しむ。
丁寧に作られた上質のものを、大切に長く使うこと。
そして、自然を美しいと思うこと。
それは、私たちにとって一番身近なエコのかたち。
そんなことがあたりまえにできてしまう、
北欧のグッドデザイン。
ディット・ダットは、エコの国スウェーデンより、
自然を愛する心と共にグッドデザインな良品をお届けします。
北欧雑貨ディット・ダット
www.ditt-datt.com
info@ditt-datt.com

