2018年 新着商品のご案内
2018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。
弊社扱い商品の全アイテムは本カタログをご覧ください。

盛り上がるフィンランド
2018年秋にオープンする、フィンランドと北欧がテー
マの「メッツァビレッジ」、そして2019年春オープン
予定のフィンランド国外では世界初のムーミンテーマ
パーク「ムーミンバレー」。フィンランド、北欧全体の
露出が増え市場の注目が集まり始めています。
今年後半以降はますますの盛り上がりを見せることで
しょう。
私たちディット・ダットは、北欧らしさや北欧のライフ
スタイルが伝わる、深みのある商品やブランドにこだわ
り、世界が注目する北欧の豊かなライフスタイルを、お
伝えしていきます。
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ミッシーファルミ ～フィンランド発、究極のニット帽～

MYSSYFARMI
AW18/19コレクション

ミッシーファルミのご紹介
フィンランドの南西部に300年続くラウハンス家の農場が、ミッシーファルミというニットブランドの拠点です。
元プロのウィンドサーファーという異色の経歴を持つ夫のヤンネと、ヘルシンキで15年間広告業界で働いた妻のアンナが立ち上
げたブランドです。自身も4人の子供を持つ親であるヤンネ・アンナ夫妻は、素材や製造方法、デザインなど製品の全てにこだわ
りぬいた、完全フィンランド製の最高品質のウール製品を展開します。
シンプルなデザインと自然を感じる美しい北欧カラー。フィンランドのファームが発信する最高の素材と丁寧な製法で生まれるこ
だわりのニット帽は、アウトドアのみならず都会での使用シーンにもぴったりです。
●素材、フィンシープについて
素材となる羊毛は、農場の近隣でオーガニックに育つ、フィンシープ種のウールです。フィンシープは、4000年ほど前にフィン
ランドに伝わり、以来フィンランドに生息し続けてきた伝統的な羊種です。現在は純粋なフィンシープの数は激減しており、世界
的にも貴重な種類の羊です。このフィンシープのウールの魅力はつやと弾力、そして柔らかさ。その柔らかさはメリノウール以上
とも言われています。
●製法について
ミッシーファルミでは、この柔らかさと、羊毛だけが持つ天然の油分ラノリンを残すためにハンドウォッシュを行います。「ウー
ルワックス」と呼ばれるこの油分は人の肌にやさしく、糸には自然の撥水効果を与えます。染色には化学薬品は一切使わず天然染
料での手染めを行っています。またフィンシープは天然の毛色が多様なことでも知られ、染色を加えないナチュラルカラーだけで
もさまざまなカラーバリエーションを作ることができます。
●ミッシーグランマ
帽子を編むのは、この農場地域の熟練の編み技術をもつ「おばあちゃん」職人たち。一人が一点を最初から最後まで編み上げる、
完全な手作りです。ミッシーファルミのニット帽は、フィンランドの人たちのたくさんの笑顔と、たくさんの愛が詰まった、幸せ
の帽子なのです。全ての製品には製造を行った職人の手書きのサインが入ったミニブックが付属します。

■製造者のサイン入りミニブック

■オリジナルボックス
全てのミッシーファルミ製品に付属す
るオリジナルボックス。農場ならでは
のユニークな牛乳パック型。外側にも
内側にもに可愛らしいイラストやス
トーリーが満載（文章は英語）。ギフ
トにもぴったりです。
＊たたんだ状態でお届けします。
＊蓋を締める毛糸の色はアソートです。

全てのミッシーファル
ミ製品はミニブックが
尽きます。製品を編ん
だ人の手書きのサイン
入り。（英語）

2018/19コレクション
MUFFI ムッフィ
すこし丸みのある、太めのゲージで編まれたやさしいフォルムが特徴です。様々なシーンに使えるベーシックな人気モデルです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

550-0001 new! ムッフィ
ナチュラルブラック（05）
価格：9,800円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0002 new! ムッフィ
ナチュラルグレー（03）
価格：9,800円（税別）

550-0003 new!ムッフィ
ナチュラルベージュ（07）
価格：9,800円（税別）

550-0004 new! ムッフィ
プラム（20）
価格：10,800円（税別）

550-0005 new! ムッフィ
オーシャンブルー（19）
価格：10,800円（税別）

550-0006 new! ムッフィ
バーチイエロー―（18）
価格：10,800円（税別）

FARMESTER ファルメスター
やや細めのゲージで編まれたモダンな印象のビーニーです。先端が少しとがった形が個性的で、アウトドアにも街中にもマッチします。「ファ
ルメスター」とは農業に携わる人たちという造語で、ミッシーファルミのコレクションの中で一番初めに生まれたモデルです。都会と田舎の間
を行き来するような、自由なライフスタイルや生き方を象徴しています。Lサイズは男性用としてもおすすめです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）、L（58-62ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊ご注文の際は、サイズをご指定下さい。ご指定のない場合はMサイズとなります。
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

550-0101 new! ファルメスター
ナチュラルブラック（05）
価格：10,800円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0104 new! ファルメスター
プラム（20）
価格：11,800円（税別）

550-0102 new! ファルメスター
ナチュラルグレー（03）
価格：10,800円（税別）

550-0105 new! ファルメスター
オーシャンブルー（19）
価格：11,800円（税別）

550-0103 new! ファルメスター
ナチュラルベージュ（07）
価格：10,800円（税別）

550-0106 new! ファルメスター
バーチイエロー―（18）
価格：11,800円（税別）

Country Casual カントリーカジュアル
2018/19新モデルのカントリーカジュアル。細めのゲージで編み上げました。フチ部分はロールアップになっており、気分に合わせて深めにか
ぶってシンプルにしたり、フチをくるくると巻いてキュートなスタイルを楽しんだりなど、自由なかぶり方を楽しむことができます。
サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

550-0201 new! カントリーカジュアル
ナチュラルブラック（05）
価格：8,500円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0202 new! カントリーカジュアル
ナチュラルグレー（03）
価格：8,500円（税別）

550-0203 new! カントリーカジュアル
ナチュラルベージュ（07）
価格：8,500円（税別）

550-0204 new! カントリーカジュアル
プラム（20）
価格：9,500円（税別）

550-0205 new! カントリーカジュアル
オーシャンブルー（19）
価格：9,500円（税別）

550-0206 new! カントリーカジュアル
バーチイエロー―（18）
価格：9,500円（税別）

2018/19コレクション
Original オリジナル
やや長さのある「オリジナル」モデル。後頭部部分を2重に織り込みややだぶらせることで、頭の形をきれいに見せてくれます。またフチを折っ
て浅めに被るとモダンな印象です。Lサイズは男性にもおすすめです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）、L（58-62ｃｍ） ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊ご注文の際は、サイズをご指定下さい。ご指定のない場合はMサイズとなります。
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

550-0301 new! オリジナル
ナチュラルブラック（05）
価格：9,000円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0304 new! オリジナル
プラム（20）
価格：10,000円（税別）

550-0302 new! オリジナル
ナチュラルグレー（03）
価格：9,000円（税別）

550-0305 new! オリジナル
オーシャンブルー（19）
価格：10,000円（税別）

550-0303 new! オリジナル
ナチュラルベージュ（07）
価格：9,000円（税別）

550-0306 new! オリジナル
バーチイエロー―（18）
価格：10,000円（税別）

LUKSUS ルクスス
帽子の先端についたボンボンは、ナチュラルなフィンシープの毛の一番美しい部分をそのまま使用している、とてもラグジュアリーなモデルで
す。触るとまるで本物の羊にふれているような、最高の癒しを感じることができます。洗練されてスタイリッシュ、特別感のあるこだわりの
ビーニーです。
サイズ：M（55-59ｃｍ）ロット：１ 素材：羊毛（フィンシープ種）100％
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

550-0401 new! ルクスス
ナチュラルブラック（05）
価格：15,000円（税別）
＊深みのあるブラウンに近い色です。

550-0402 new! ルクスス
ナチュラルグレー（03）
価格：15,000円（税別）

550-0403 new! ルクスス
ナチュラルベージュ（07）
価格：15,000円（税別）

【製品に関するご注意点】
●色：手染めのアイテムは、天然染料でハンドメイドでの染色を行っています。そのため、色味に若干の個体差がある場合がございま
す。
●ナチュラルブラック色について：染色を行わないブラックは、深みのあるブラウンに近い色味となります。天然フィンウール独特の
カラーです。
●サイズ：ハンドメイドのため、サイズには若干の個体差がある場合がありますが、ウールは伸縮性のある素材のため、使用後７日ほ
どから頭の形になじむようするように変わっていきます。
●特注 サイズ、カラー、デザインなどの特注も可能です。別途お問い合わせ下さい。

カイヤ・カッリ作、ハンドメイドのナチュラルな白樺のかご
母なる樹として北欧で古くから愛され尊敬され続ける美しい白樺の木。その木や皮は伝統的に様々な生活雑貨の素材に用
いられてきました。
こちらは白樺の樹皮をそいで乾燥させ丁寧に編み合わせる、北欧の伝統技術を使って作られた白樺のかごです。
フィンランド北部に住む白樺かご職人のカイヤ・カッリさんの作品です。６歳のころからずっと白樺かごをつくってきた
カイヤは、現在北欧白樺かご職人の第一人者です。
一年の中でも白樺の樹皮を収穫できるのは、たったの1か月間のみです。そしてそこで収穫した皮を、日に当てて時間を
かけてじっくりと乾燥させることで、白い色から次第に美しい茶色へと変化していきます。カイヤは一つのかごには同じ
白樺の木からとれる樹皮を使うことにこだわっています。そうすることで、長く使い込んだときに色むらが生じず美しい
色の変化を楽しむことができます。
一点ずつの手作りのため、色やサイズなど若干の個体差がありますが、商品の特徴となりますのでご了承ください。
また、受注発注でのご対応となります。一度に製造可能な量に限りがありますので、納期についてはご注文時にご確認く
ださい。
＊こちらの商品は完全ハンドメイドの1点物のため、掛け率は65％となります。

カイヤ・カッリ
6歳から趣味で白樺工芸を始
める。以来障害ずっと白樺工
芸を行ってきた。
現在は伝統手工芸を次世代に
残すべく、フィンランドや日
本でワークショップも開催し
ています。
写真は孫のアレクシ君と一緒
に白樺樹皮を収集している様
子。

ウォールケースの裏面にはひっか
け用のレザーフックが付いていま
す。カイヤ・カッリのマーク
「KK」がかかれています。

760-000 new!
ハンドル付きバスケットS
価格：7,000円（税別）
サイズ：9ｘ9ｘH6ｃｍ+ハンドル

760-0002 new!
ハンドル付きバスケットM
価格：9,000円（税別）
サイズ：15ｘ15ｘH8ｃｍ+ハンド
ル

760-0003 new!
ハンドル付きバスケットL
価格：12,000円（税別）
サイズ：19ｘ19ｘ6ｃｍ+ハンドル

760-0004 new!
白樺カゴS
価格：4,500円（税別）
サイズ：8ｘ8ｘH6cm

760-0005 new!
白樺カゴM
価格：5,500円（税別）
サイズ：11ｘ11ｘH6cm

760-0008 new!
白樺カゴ 蓋付、取っ手付
価格：6,000円（税別）
サイズ：9ｘ9ｘH5.5cm

760-0009 new!
白樺カゴ 蓋付
価格：7,500円（税別）
サイズ：15ｘ10ｘH7cm

760-0010 new!
ウォールケースS
価格：5,500円（税別）
サイズ：10ｘ20ｘ４ｃｍ

760-0006 new!
白樺カゴL
価格：7,500円（税別）
サイズ：18ｘ18ｘH6cm

760-0011 new!
ウォールケースL
価格：8,500円（税別）
サイズ：17ｘ29ｘ5ｃｍ

760-0007 new!
白樺カゴ 縦長
価格：6,500円（税別）
サイズ：21ｘ8ｘH6cm

全ての製品にはカイヤ・カッリのサイン
「KK」が入っています。白樺の革の特徴
で凹凸や色の濃淡があります。

シリウス ～ヒュッゲの国デンマークから届くライトデコレーション～
ヒュッゲの国デンマークから、蝋素材のLEDキャンドルやトムテ人形をお
届けします。デンマークを代表するインテリアブランド、シリウスです。
デンマーク語で「居心地がいい時間や空間」を意味するヒュッゲ。日本だ
けでなく世界中のライフスタイル業界に新たなブームを起こしています。
そんなデンマークから、秋冬の「ヒュッゲ」に欠かせないキャンドルやラ
イトデコレーションをご紹介します。
＊すべての商品は屋内での使用に限ります。

●クリスマスデコレーション
セラミック素材の愛らしいトムテ/エルフやハウス型のオーナメントは、クリスマスにぴったりです。オリジナルギフトボックスで、
ギフトにもおすすめです。

●トムテ/エルフ
ロット：３

LEDキャンドル付き（オリジナルボックス入り）

素材：セラミック、プラスチック、LED

267-0001 エルフ「クラムジー＆ノージー」 new!
価格：3,800円（税別） サイズ：10.5ｘ10.5ｘH9cm

電池：ボタン電池CR32032ｘ１（ 込み）

タイマー：なし

製造：中国

267-0002 エルフ「ラッキー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：9ｘ9ｘH9.5cm

267-0004 エルフ「ハッピー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：9ｘ9ｘH8cm

267-0003 エルフ「ドリーミー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：10ｘ10ｘH8cm

267-0005 エルフ「レイジー」 new!
価格：2,700円（税別） サイズ：12ｘ12ｘH9cm

●ハウス型オーナメント（オリジナルボックス入り）
価格：3,000円（税別）ロット：３

サイズ：D7xH10.5cm

266-0003 new!
ハウス型オーナメント「スノーフレーク」

素材：セラミック、プラスチック、LED

266-0004 new!
ハウス型オーナメント「ひいらぎ」

電池：ボタン電池

CR32032ｘ１（込み） タイマー：なし

266-0001 new!
ハウス型オーナメント「スター」

製造：中国

266-0002 new!
ハウス型オーナメント「エンジェル」

■オリジナルボックスについて

■電池について

シリウス商品は、それぞれオリジナルボックスに入ってお届けします
（テンナ単品を除く）。ギフトにも便利なアイテムです。

一部のボタン電池（CR2032）式商品は、電池込みでの販売となります。
その他の商品はご使用には別途電池（単３または単４）のご用意が必要と
なりますのでご注意ください。

＊ボックスには輸送中に受けるダメージや汚れが見られる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

●蝋素材LEDキャンドル
蝋素材を使用し、本物のキャンドルの雰囲気そのままに、LEDなので「火」を使う必要がありません。お子様やペットのいる
ご家庭でも気軽に使うことができます。キャンドルが生活の中の身近な存在のヒュッゲの国、デンマーク生まれのキャンドル
です。キャンドルの灯の繊細な揺れも再現されたクオリティの高さです。

●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」単品
Sサイズ：価格：1,900円（税別）

ロット：３ サイズ：D7.5xH10cm Mサイズ：価格：2,200円（税別）

Lサイズ：価格：2,500円（税別）

ロット：３ サイズ：D7.5xH15cm 素材：ワックス（蝋）、プラスチック

タイマー：あり（４時間後消灯または8時間後消灯）

ロット：３

サイズ：D7.5xH12.5cm

電池：単4ｘ３本（別売）

製造：中国
シンプルなスイッチ操
作のタイマー設定。

261-0001 「テンナ」ホワイトH10cm new!
261-0002 「テンナ」ホワイトH12.5cm new!
261-0003 「テンナ」ホワイトH15cm new!

261-0011 「テンナ」レッドH10cm new!
261-0012 「テンナ」レッドH12.5cm new!
261-0013 「テンナ」レッドH15cm new!

●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」ミニ
価格：2,400円（税別）

ロット：３

261-0021 「テンナ」ゴールドH10cm new!
261-0022 「テンナ」ゴールドH12.5cm new!
261-0023 「テンナ」ゴールドH15cm new!

261-0031 「テンナ」シルバーH10cm new!
261-0032 「テンナ」シルバーH12.5cm new!
261-0033 「テンナ」シルバーH15cm new!

２本セット（オリジナルボックス入り）

サイズ：S＝D5xH6.5cm 素材：ワックス（蝋）、プラスチック

電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み） タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。） 製造：中国

261-0201 new!
「テンナ」ミニ2本セット
ホワイト

261-0202 new!
「テンナ」ミニ2本セット
レッド

261-0203 new!
「テンナ」ミニ2本セット
ゴールド

261-0204 new!
「テンナ」ミニ2本セット
シルバー

●蝋素材LEDキャンドル「MONA」２個セット
●蝋素材LEDキャンドル「テンナ」3本セット

（オリジナルボックス入り）
価格：3,000円（税別）

（オリジナルボックス入り）
価格：5,000円（税別）

ロット：３

ロット：３

サイズ：D8 x H7cm

素材：ワックス（蝋）、プラスチック

電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み） タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度
点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。） 製造：中国

サイズ：D7 x H10、12、15cm

素材：ワックス（蝋）、プラスチック
電池：単4ｘ２本ｘ３個分（別売）
タイマー：あり（４時間後消灯または8時間後消灯）製造：中国

262-0001「モナ」２個セット ホワイトnew!

261-0101 「テンナ」３本セット ホワイト

●その他の蝋素材LEDキャンドル（オリジナルボックス入り）
ロット：３

素材：ワックス（蝋）、プラスチック

262-0003「モナ」２個セット シルバーnew!

タイマー：あり（6時間消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。）製造：中国

268-0003 new!
「カルラツリー」L
価格：3,800円（税別）
電池：単4ｘ３本（別売）
D11 x H23cm

268-0001 new!
「カルラツリー」S H16ｃｍ
価格：2,500円（税別）
電池：単4ｘ３本（別売）
D11xH16cm

268-0004 new!
「スノウボール」2個セット
価格：4,500円（税別）
電池：ボタン電池CR32032ｘ１ｘ2個分（ 込み）
D8ｘH8cm x 2つ

262-0002「モナ」２個セット ゴールドnew!

●LED デコレーション
気軽なデコレーションとして場所や使用シーンを選らばず使いやすい、さまざまなタイプのLEDデコレーションです。

●ワイヤーライトデコレーション（オリジナルボックス入り）
伸ばしたり、丸めたり、絡めたり、自由な形に変えてさまざまなシーンで楽しめます。
20LEDタイプ

価格：1,500円（税別）

ロット：３

サイズ：LED部分1.9ｍ+バッテリーホルダーまで20㎝

タイマー：なし

40LEDタイプ 価格：2,300円（税別） ロット：３ サイズ：LED部分3.9ｍ+バッテリーホルダーまで30㎝ タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフ
にするまで繰り返します。） 素材：メタルワイヤー、プラスチック、LED 電池：単3ｘ2本（別売） 製造：中国

デザインにより異な
るパッケージでギフ
トにもぴったり。

ワイヤーデコレーション「スター」
265-0001 20LEDタイプ new!
265-0011 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「スノーフレーク」
265-0002 20LEDタイプ new!
265-0012 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「クニルケ」
265-0003 20LEDタイプ new!
265-0013 10LED new!

40LEDタイプの
バッテリーホルダー
イメージ。裏面にタ
イマーオンオフス
イッチがあります。

ワイヤーデコレーション「マギー（ハート）」
265-0005 20LEDタイプ new!
265-0015 40LEDタイプ new!

ワイヤーデコレーション「クニルケマルチ」
265-0004 20LEDタイプ new!
265-0014 40LEDタイプ new!

●ボールデコレーション「ボレット」ミニ（オリジナルボックス入り）
コットンを丸めて固めたボール型のデコレーション。かわいいフォルムとやさしい素材感で温もりあるインテリアを演出します。
価格：4,000円（税別）

ロット：３

サイズ：LED部分1.5ｍ+バッテリーホルダーまで30㎝

素材：コットン、プラスチック、LED 電池：単3ｘ2本（別売）

タイマー：あり（6時間後消灯、その後18時間後再度点灯をタイマーオフにするまで繰り返します。）製造：中国

バッテリーホ
ルダーイメー
ジ。裏面にタ
イマーオンオ
フスイッチが
あります。

271-0001 「ボレット」ミニ ゴールドnew!

271-0002 「ボレット」ミニ シルバーnew!

●LEDティーキャンドル「ローン」６個セット（オリジナルボックス入り）
ロット：３

サイズ：D3.5㎝ｘ６個

270-0001 new!
「ローン」ホワイト 6個セット
価格：2,400円（税別）

素材：プラスチック、LED

電池：ボタン電池CR2032ｘ１（込み） タイマー：なし

270-0002 new!
「ローン」グリッターゴールド 6個セット
価格：2,800円（税別）

製造：中国

270-0003 new!
「ローン」グリッターシルバー 6個セット
価格：2,800円（税別）

ケフボラ

～フィンランドの人気イラストレーターのペーパーアイテム～

●ブランドについて
2013年に、フィンランド人のヴェーラ・ケフボラとティモ・マンッタリがスタートしたペーパーグッズのブランドです。
こだわりはフィンランドトップクラスの旬なアーティストを起用し、フィンランド製のハイクオリティなペーパーアイテム
を作ること。多数の優れたデザインのポストカードやグリーティングカード、ポスターがそろいました。

●アーティストについて

創立者：ヴェーラ・ケフボラ
自身もグラフィックデザインを学んだヴェーラは、パートナーの
ティモ・マンッタリとともにこのブランドをスタートしました。
現在は2児の母で、仕事と育児に奮闘する日々です。

マリカ・マイヤラ
ヘルシンキを拠点に活動するアーティスト。優しく独創的なイメージのアートが人気で、フィンランド、フランス、
日本などでも絵本の挿絵に起用されています。日本では、2014年に出版されたもたいひろこ著「ひゃくおくまんのサ
ンタクロース」に挿絵を提供し、世界最大級の絵本原画コンクール「ボローニャ国際絵本原画展」に入選。その他も
多数の賞を受賞しています。近年は同じくフィンランドブランドのカウニステにもデザイン提供を行う人気アーティ
ストです。
ティモ・マンッタリ
本の装幀、新聞や雑誌のイラスト、映画のグラフィック、絵本の挿絵…幅広い分野で活躍するイラストレーター。
レトロが好きなティモの作品からはフィンランドの古き良き時代を見ることができ、どこか懐かしく温かみのあるデ
ザインです。ヘルシンキ在住で、趣味はレゴ。仕事の合間には二人の娘と一緒にレゴで遊ぶのを楽しみしているそう
です。

マッティ・ピックヤムサ
マリメッコ、ラプアン・カンクリ、サムンジなどにテキスタイルデザインを提供する人気イラストレーターです。ま
た、絵本、新聞、雑誌の挿絵や本の装幀も多数手がけています。2013年にはムーミンを生んだトーベ・ヤンソンも受
賞した児童文学賞「ルドルフ・コイブ賞」初め様々な賞を受賞しています。日本では「フィンランドの似顔絵屋さ
ん」としても知られ、個展やポップアップ・アトリエを開催したり、書籍を発行するなどの注目アーティストです。

サンナ・マンデル
ストックホルム郊外の図書館の上のマンションで育ったサンナは、小さなころから本が大好きでした。大人になりヘ
ルシンキでグラフィックを学び、その後はイラストレーターとして多数の本、商品パッケージ、テキスタイルなどに
多数のアートを提供してきた実力派。「ルドルフ・コイブ賞」や児童文学コンクール「フィンランディア賞」なども
受賞する力のあるアーティスト。明るくカラフル、楽しい雰囲気が大好きなサンナ・マンデルのアートは私たちに元
気をくれます。

■ケフボラデザイン、クリスマスのポストカード new!
参考上代：210円（税別） ロット：5 サイズ：A6（10.5x14.8㎝）
製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g
●マリカ・マイヤラ

680-0054
３つの願い

680-0055
フォレストテイル

680-0056
そり遊び

680-0057
スキーレース

680-0084
グランドピアノ
（byティモ・マンッタリ）

●マッティ・ピックヤムサ

680-0058
ジンジャークッキーハウス

680-0063
スノウヴィレッジ

680-0059
ツリーデコレーション

680-0060
ヘラジカキッカー

680-0061
パッケージワークショップ

680-0062
ベーカリー

680-0064
ツリーの準備

680-0065
クリスマスライト

ス680-0066
プレイ

680-0067
クリスマスイブの街並み

680-0069
星明りの下で

680-0070
クリスマスストリート

680-0071
ビッグツリー

680-0072
クリスマスツリー

●ティモ・マンッタリ

680-0068
スノウフレーク

680-0077

680-0073
クリスマスキッチン

680-0074
ハカニエミ・クリスマス

680-0075
スノウブランケット

680-0076
キャンプファイヤー

ショーウィンドウ・キッチン

680-0078
ショーウィンドウ・おもちゃ

●サンナ・マンデル

680-0079
アマリリス

680-0080
クリスマスブーケ

680-0081
ルシア

680-0082
ジングルタングル

680-0083
クリスマスジョイ

【2019年カレンダー】Coming soon!
2019年版カレンダーは現在準備中です。完成次第、
ご案内致します。

680-0049
オー・ド・ママ

680-0050
マザーズデー

■ケフボラデザイン、クリスマスのグリーティングカード
参考上代：480円（税別） ロット：3 サイズ：A6（10.5x14.8㎝）、封筒付き。 2つ折り、中は無地です。
製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g

681-0016
フォレストテイル

681-0017
プレイ

681-0018
クリスマスイブの街なみ

681-0019
ブレックファースト

681-0020
キッカー

681-0021
スノウヴィレッジ

681-0022
クリスマスライト

681-0023
クリスマスストリート

681-0024
クリスマスツリー

681-0025
プレゼント

681-0026
グランドピアノ

681-0027
星明りの下で

681-0028
ナイトサンタ

681-0029
ビッグツリー

681-0030
ジングルタングル

■ケフボラデザイン、ポストカードコレクション new!
参考上代：210円（税別） ロット：5 サイズ：A6（10.5x14.8㎝）
製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g
●マリカ・マイヤラ

680-0001
ナイトライフ

680-0002
シーキャット

680-0003
ティーパーティー

680-0004
ローマ

680-0005
アドベンチャー

680-0006
キャットカフェ

680-0007
ドックパーク

680-0008
ペガサス

680-0009
ボン・ボヤージュ

680-0010
ユー・シャイン

680-0011
ワモンアザラシ

680-0012
ベア

680-0013
ハリネズミ

680-0014
ガーデンキャット

680-0015
ヤマネコ

680-0016
コアラ

680-0017
フォックス

680-0018
クジラ

680-0019
ヘラジカ

680-0020
ふくろう

680-0021
ひよこ

680-0022
ブレックファースト

680-0023
つぼみ

680-0024
こづつみ

680-0025
バースデー

●マッティ・ピックヤムサ

●ティモ・マンッタリ

680-0026
カカオ

680-0027
ベジタブル（ポテトボックス）

680-0028
ベーカリー

680-0029
シトラス

680-0030
ルーバーブ

680-0031
ピクルスジャー

680-0032
ベジタブル（バスケット）

680-0033
フィーカ

680-0034
アップルパイ

680-0035
ジンジャークッキー

680-0036
1930ｓ

680-0037
1950ｓ

680-0038
1960ｓ

680-0039
1970ｓ

680-0040
アームチェア

680-0041
ヘルシンキ・ミュージアム

680-0042
ヘルシンキ・マーケット

680-0043
フィンランド・森の奥

680-0044
フィンランド・フォレスト

680-0045
ジャングル

680-0046
テーブル

680-0047
パーティー

680-0048
ブーケ

680-0052
ハロー・ヘルシンキ

680-0053
グッドナイト

■ケフボラデザイン、ポストカードコレクション new!
参考上代：480円（税別） ロット：3 サイズ：A6（10.5x14.8㎝）、封筒付き。 2つ折り、中は無地です。
製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー300g

●マリカ・マイヤラ

681-0001
ユー・シャイン

681-0002
ボン・ボヤージュ

681-0003
ジャーニー

681-0004
ウェディング・パーティ―

●ティモ・マンッタリ

681-0005
パーティー

681-0006
ブーケ

681-0007
気球

681-0008
テーブル

●サンナ・マンデル

681-0012
オー・ド・ママ

681-0013
マザーズデー

681-0014
バブルベビー

681-0010
こづつみ

681-0011
バースデー

681-0015
イッツアベイビー

●マッティ・ピックヤムサ

681-0009
つぼみ

封筒とセットになっています。内側は無地です。

■ケフボラデザイン、ポスターコレクション new!
■ポスター50ｘ70ｃｍ
参考上代：3,200円（税別） ロット：1 サイズ：50ｘ70ｃｍ
＊丸めた状態でポスター箱にいれて納品します。

683-0103

シーキャット

製造：フィンランド 素材：紙 EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー190g

683-0102

ナイトライフ

683-0104

キャットカフェ

683-0101

バードツリー

■ポスター30ｘ40ｃｍ
参考上代：2,200円（税別） ロット：2 サイズ：30ｘ40ｃｍ
＊台紙に載せてPP袋に入って平らな状態で納品します。

683-0001
ハローヘルシンキ

683-0002
ヘルシンキ・ハニカミ広場

製造：フィンランド

素材：紙

683-0003
ヘルシンキ・パーク

683-0006
ふくろう

683-0007
ベア

683-0008
きつね

683-0013
サル

683-0011
ジャングル

683-0009
パイレーツ

EUエコラベル認定、アンコーテッドペーパー190g

683-0004
ヘルシンキ・マーケット広場

683-0010
ワモンアザラシ

683-0005
ヘルシンキステーション

683-0012
コアラ

■ポスターハンガー
スウェーデンの額専門メーカー、エスタンシア社の、ナチュラルでシンプルなオー
ク材のポスターハンガーです。クオリティの高い無垢のオーク材を使用し、長く使
用することでさらに味わいの増すフレームです。
ポスターだけでなく、北欧のキッチンタオルを飾るのにもぴったりのサイズです。
ロット：1 製造：エストニア

素材：オーク材

＊セットで箱入りです。マグネットのついた2本の木に挟む、シンプルな作りです。ポ
スター本体に傷をつけることなく簡単に飾ることができます。

902-0001 new!
ポスターハンガー31ｃｍ
オークナチュラル
参考上代：3,500円（税別）
サイズ：35ｘ5ｘ3ｃｍ（箱）、本体
の長さは31ｘ2.3ｘ1.8㎝です。

902-0002 new!
ポスターハンガー51ｃｍ
オークナチュラル
参考上代：4,500円（税別）
サイズ：55ｘ5ｘ3ｃｍ（箱）、
本体の長さは51ｘ2.3ｘ1.8㎝です。

●フィンランドの小学校教材に見つけた、情操教育にぴったりの固形水彩絵具パレット
現在世界中からの注目を集めるフィンランドの学校教育。そんなフィンランドの小学校現場で、指定教材として生徒全員に支給されて使わ
れている固形水彩絵の具のパレットをご紹介します。
こちらの水彩絵の具は、フィンランドで1922年から水彩絵の具の製造を行ってきた老舗の絵具メーカー、ウェンストロム社のものです。
現在でも製造は全てフィンランドで行い、高い品質と安全性にこだわりを持っています。
パッケージには、環境を配慮し、再生可能な段ボール素材を使用しています。
フィンランドの小学校では古くからこのウェンストロムの固形水彩絵の具パレットが全生徒に支給されてきました。現在フィンランドで活
躍する数々のデザイナー、アーティストたちの原点とも入れるウェンストロムの固形水彩絵の具パレットです。
シンプルな中にフィンランドのセンスが光るおしゃれなパッケージと実用的な作りは、お子さまへのギフトにもぴったりです。
フィンランドの小学校の情操教育を体感できるアイテムです。

510-0003 new! フィンランド固形水彩絵具パレット 12色
価格：1,900円（税別） サイズ：18ｘ18ｘ1ｃｍ ロット：3
色：赤、青、黄、オレンジ、エンジ、紫、黄土、茶、緑、深緑、黒、白

510-0002 new! フィンランド固形水彩絵具パレット 9色
価格：1,500円（税別） サイズ：14ｘ17ｘ1ｃｍ ロット：3
色：赤、青、黄、オレンジ、エンジ、紫、黄土、緑、黒

■ご使用方法
・水で濡らした筆で、直接固形絵具から色を
とります。
・さまざまな色を混ぜて使うこともできます。
・使用後は固形絵具や段ボールに付いた水気
を拭きとり乾燥させてから蓋を閉じてくださ
い。
・固形絵具に付着した他の色は、きれいな水
のついた筆で取り除き、拭きとって乾燥させ
てから蓋を閉じてください。
・きれいに使うことを重視するのではなく、
自由に楽しんで使うことで、子供の創造力や
表現力を最大限に引き出します。

●フィンランド製 みつろうクレヨンも！
ウェンストロム社の完全フィンランド製の高品質のみつろう
クレヨンです。軽くて子供の手にも持ちやすく、色の発色が
良く、使い心地の良いクレヨンです。こちらもフィンランド
の指定学校教材です。
510-0011 new! フィンランドみつろうクレヨン 8色入り
価格：2,200円（税別）サイズ：ロット：３
色：白、黄、オレンジ、えんじ、赤、青、紺、緑

それぞれの固形絵具には
ウェンストロム社のロゴが刻
印されています。

シンプルな北欧デザインのパッ
ケージがおしゃれです。（パッケー
ジデザインがメーカー都合で若干
変更になる場合がございます）

自由な感覚を大切に
楽しむことを重視してお使い
ください。

ムーミン 木製アートカード、ポストカード by カムトゥフィンランド
●ムーミン木製アートカード

A5サイズ

フィンランドの白樺材をぜいたくに使用した、A5サイズの木製アートカード。通常のポスターより小ぶりですが木の雰囲気が放つ存在感で、北
欧ナチュラルで贅沢なインテリアを演出。また人気のムーミンのアート性の高いデザインも魅力です。特別なギフトとしてもおすすめのアイテ
ムです。
価格：2,800円（税別） サイズ：21ｘ14.8ｘ厚さ0.3ｃｍ 素材：白樺材 ロット：2 フィンランド製
＊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。

653-0503 new!
サマー・マドネス

653-0504 new!
ムーミンパパの偉業

●ムーミン木製ポストカード

653-0505 new!
フィンファミリー

653-0501 new!
パーティー

653-0502 new!
ウェディング

10ｘ15ｃｍ

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。
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
＊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。

653-0414 new!
サマー・マドネス

653-0415 new!
ムーミンパパの偉業

653-0416 new!
フィンファミリー

653-0421 new!
ムーミンハウス

653-0420 new!
ムーミンフレンズ

653-0413 new!
ミムラとリトリミイ

653-0411 new!
グループ

653-0412 new!
ミッドウィンター

653-0401
ムーミン森の中

653-0402
サニー

653-0405
スナフキンと横笛

653-0406
インザレイン

653-0404
レモネード

653-0409
パーティー

■フィンランド製、白樺プライウッドへのオリジナル印刷を承ります。
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特殊印刷技術を有し
ています。フィンランド、北欧らしさがたっぷり詰まったナチュラルなテイストの、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。

653-0410
ウェディング

653-0403
ムーミンママ

エリック・ブルーン ～フィンランドグラフィック界の巨匠～
エリック・ブルーン(Erik Bruun)（1926-）
フィンランドの中央芸術学校卒業後、広告業界でグラフィックアーティストとして活
躍。1953年からはフリーランスで、長きにわたり数々の名作を生み出しました。
現在で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と呼
ばれています。しかし、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ているのです。
ユーモアにあふれ、また細密画のような細かく美しい描写がブルーン作品の特徴です。
＊エリックブルーンのバイオグラフィ、詳細説明は別資料をご参照ください。
Ilpo Musto©2016

■自然保護協会のポスター

■フィンランドテーマ

1960年代初頭、エリックは化学成分による自然への影響を報じる悪いニュースに心を痛めてい
ました。そこで、フィンランドの自然保護協会のために、絶滅の危機に瀕する様々な動物のポ
スターを制作しました。
ブルーン作品の中で最も有名で、また人気の高い「サイマーワモンアザラシ」のポスターなど3
作品をご紹介します。

参考上代：7,000円（税別）

参考上代：7,000円（税別）

ロット：1 製造：フィンランド

製造：フィンランド

ロット：1

＊丸めて筒に入れての納品です。

＊丸めて筒に入れての納品です。

656-0114
フィンランド独立100周年記念ポスター
サイズ；50ｘ40ｃｍ

1980年代

1980年代、フィンランドの勅レートメーカーのパッケー
ジにデザインされたこのデザインが、2017年、フィンラ
ンド独立100周年の記念ポスターとして生まれ変わりま
した。
フィンランドらしさが伝わるブルーとホワイトが爽やか
なデザインです。

656-0201 サイマーワモンアザラシ
サイズ：100ｘ40ｃｍ

656-0204 ベア
サイズ：100ｘ54ｃｍ

656-0111
サイズ：100ｘ50ｃｍ

1974年に誕生した「サイマーワモンア
ザラシ」は、数あるブルーン作品の中
でも最も有名な作品の一つです。
タンペレの水族館にいた一人ぼっちの
アザラシがモデルになりました。

くまは、1985年にフィンランドの国
獣に指定されました。
デッサンに訪れたエリックを、二本
足で立ち上がり、興味深く観察する
コルエアサリ動物園のクマがモデル
になりました。

この白鳥の羽ポスターは、羽に加えて
背景までにもエリックらしい細密画の
ような描写が見られるとても美しい作
品です。この羽は、実は実物大の白鳥
の羽。実物大にすることにエリックが
とてもこだわったそうです。アート性
の高い、とても美しいポスターです。

■JAFFAのポスター
エリックの代表作の一つはHartwall社のJAFFAという炭酸飲料のポスターシリーズです。1950
年代から60年代にかけて15種類余りのポスターを手掛け、それらのデザインはどれも今日ブ
ルーンのアイコン的なデザインとなっています。
参考上代：7,000円

ロット：1 サイズ：100ｘ70ｃｍ

製造：フィンランド
656-0113 ヘルシンキカラー 1995年
サイズ：60ｘ43ｃｍ
フィンランド肺健康協会の切手としてデザインさ
れたものです。空気が澄んだヘルシンキだからこ
その美しい色彩にこだわって作られました。
ヘルシンキの人気の名所が描かれています。

656-0101

JAFFAレモネード

こちらのポスターは5月1日のメイデイの
キャンペーンに合わせて1959年に制作さ
れたものです。数あるJAFFAポスターの中
でも最も有名なものの一つです。

656-0103

JAFFAオレンジ

オレンジとブルー。潔い配色、美しい
デザインに目を奪われます。インテリ
アを飾るアートとしても素敵なデザイ
ンです。

656-0102

JAFFAハット

こちらのポスターは瓶の蓋を帽子に
見立てたユニークなデザイン。「脱
帽」という意味を込めて作られたデ
ザインだそうです。

■エリック・ブルーン

x

カムトゥフィンランド。フィンランドテーマの旅行ポスター、生活雑貨

2016年より、エリック・ブルーンはフィンランドのカムトゥフィンランド社と協力し、多数の旅行ポスターの復刻製造を行っています。
●ポスター50ｘ70ｃｍ 参考上代：5,500円（税別） ロット：１ サイズ：70ｘ50ｃｍ 製造：フィンランド
●大判ポストカード 参考上代：400円（税別）ロット：５ サイズ：18ｘ12ｃｍ 製造：フィンランド

653-0045
サーモンフライト
1957年

653-0047
ザリガニパーティー
1961年

653-0036
サーモンボート
1957年

653-0048
ポルボー
1980年代

653-0049
レイクランド
1980年代

653-0050
トゥルク・オーボ
1966年

●ビンテージ旅行ポスター
ポケットブック（日本語）
デザインのストーリーがじっくり
読める人気ブックも！
参考上代：2,200円

653-0046
ヘルシンキ
1962年

653-0051
オーランド
1980年代

653-0052
マリエハムン
1980年代

653-0053
フィンランド・ヘラジカ
1980年代

●ペーパーナプキン

●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）

ロット：1

653-0054
アウランコ
1980年代

●ポスタートゥデイ

参考上代：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

世界規模のコンペで選ばれた、現代のポスター
アートも展開中！以下は「ラップランド」テー
マの優秀作品です。
参考上代：5,500円

ロット：1

653-1002 サーモンボート

653-0157
ザリガニパーティー
1961年

653-0158
サーモンボート
1961年

653-1003
ヤッファ

653-1004
ザリガニパーティー

653-1207 new!
マジック・オブ・
ラップランド

653-1208 new!
ホーム・オブ・
オーロラ

＊カムトゥフィンランド・カムトゥスウェーデンの全セレクションはメインカタログをご覧ください。

■エリック・ブルーンのライセンス展開のご案内
弊社は、ブルーン事務所のエージェントとして、エリック・ブルーンデザインのライセンス展開を行います。エリック・ブルーンのデザ
インを使用した製品展開をご検討の方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
以下は、これまでのライセンス展開の一例です。

テキスタイル製品

アパレル製品

雑貨（ミント入り缶）

アンナビクトリア ～スウェーデンの伝統とモダンの融合～
●ブランドについて
スウェーデン人のこころのふるさとといわれる、ダーラナ地方。この地で
育ったデザイナーのビクトリア・モンストルームは、2006年「アンナビク
トリア」というブランドをスタートしました。
子供の頃、おばあさんが織っていたスウェーデンの伝統的な織物の色彩や、
おじいさんが作っていた木工品などからインスピレーションを受けました。
また、スウェーデンを代表する動物であるトナカイや馬をモチーフとし、
スウェーデンらしさを表現することを目指しています。
シンプルで素朴な伝統的なスウェーデンの要素が、美しくモダンなデザイ
ンと融合した上質なブランドです。

●商品詳細

デザイナー：ビクトリ
ア・モンストルーム
ダーラナ地方出身のビ
クトリア。
北欧の伝統モチーフを
モダンな製品に使う事
で、いつまでも伝統が
受け続かれて行く事を
願っています。

■「幸運をもたらす馬」として愛される、ダーラヘスト
スウェーデンのダーラナ地方で昔から作られてきた手工芸品の木の馬、ダーラヘスト。幸せを運ぶ馬とし
て、スウェーデンでは知らない人はいない馬の置物です。伝統的なものは木を素材にした⺠芸品でほっこ
り心和みますが、こちらは陶磁器製。鮮やかなストライプの色は、実はダーラナ地方の伝統織物に用いら
れるカラー。モダンでありながら、クラッシックな北欧のオブジェです。
専用ギフトボックスに入っており、引っ越し祝い、新築祝いなど、ギフトにもピッタリ。背面にはブラン
ドロゴ及びスウェーデン国旗がプリントされています。柄は両面にあります。
製造：ポルトガル

専用ギフトボックス入りで納品です。

661-0001 new!

661-0002 new!

アンナビクトリアのダーラヘスト13ｃｍ

アンナビクトリアのダーラヘスト9ｃｍ

参考上代：6,500円（税別）

参考上代：5,000円（税別）

ロット：1

ロット：1

サイズ：L13xW5xH13cm

サイズ：L9xW3xH9cm

■ドリンクグラス

■ハンドル付きマグカップ

シンプルで程よいサイズのグラスは、活躍の幅が広い便利なアイ
テム。一つ一つ手作業で刻印されたダーラヘストとトナカイのモ
チーフに高級感が感じられるグラスです。少しカジュアルにワイ
ンなどのお酒を楽しむときにもぴったりです。

大きすぎず、小さすぎない、スウェーデン人が大好きな「ラーゴム
（ちょうど良い）」なマグカップ。便利なシンプルなモノトーンのデ
ザインは、年齢性別問わず、様々なシーンで使いやすいアイテムです。

＊刻印は手作業で行われているため、位置などに若干の個体差がある場合がありますの

参考上代：3,300円（税別）サイズ：D8xH10cm

でご了承ください。

ロット：4 製造：ポルトガル

参考上代：2,800円（税別）サイズ：D7xH10cm

容量：250ML（満水）

容量：300ML（満水）

＊食洗器可能。電子レンジ可。オーブン不可。外箱なし。

ロット：2 製造：ポルトガル
＊食洗器可能。電子レンジ、オーブン不可。外箱なし。

661-0101 new!

661-0102 new!

661-0201 new!

661-0202 new!

ドリンクグラス「ダーラヘスト」

ドリンクグラス「トナカイ」

マグカップ「ダーラヘスト」

マグカップ「トナカイ」

アルメダールス ～プロフェッサー・ヨセフフランク～
●アルメダールスとヨセフ・フランク
1800年代から続くスウェーデンの老舗テキスタイルメーカー、アルメダールスが、ミッ
ドセンチュリーの巨匠、ヨセフ・フランクのデザイン「ボウズ（BOWS)」を用いたコレ
クションを発表しました。
美しい色彩と、植物を象徴的に表した大胆なパターンに特徴があるヨセフ・フランク。今
回アルメダールスが採用した柄は、フランクらしい大胆さと豊かな色彩感覚からうまれた
幾何学模様です。何と1928年に発表されたというこのデザイン、現代改めてみても驚く
ほどモダンなパターンです。

Professor Josef Frank ヨセフ・フランク
（1885 - 1967）
オーストリア生まれの建築家、デザイナー。戦時中スウェーデンに移住し、その後市⺠権
を得て、人生の半分をストックホルムで過ごしました。1942年から1944年まで School
for Social Research, Yorkで教鞭をとり、1965年にはオーストリア建築賞を受賞。ヨセ
フ・フランクのデザインは、現在も世界中の人々を魅了し続けています。

■キッチンタオル

■木製コースター4枚セット

参考上代：2,000円（税別） ロット：２
素材：リネン45％ｘコットン55％

241-0106 new!
キッチンタオル「ボウズ」
マルチ

サイズ：47ｘ70ｃｍ

製造：リトアニア

241-0106 new!
キッチンタオル「ボウズ」
パステル

225-0072 new!
木製トレーラウンドD45cm「ボウズ」
マルチ

製造：スウェーデン

サイズ：10ｘ10ｃｍ（1枚）

223-0205 new!
木製コースター4枚セット「ボウズ」
マルチ

223-0206 new!
木製コースター4枚セット「ボウズ」
グレー

■トレー専用スタンド

■木製トレーラウンドD45cm
参考上代：8,600円（税別）ロット：1

参考上代：2,700円（税別）ロット：1
製造：スウェーデン 素材：白樺MDF

素材：白樺MDF

225-0073 new!
木製トレーラウンドD45cm「ボウズ」
グレー

参考上代：12,000円（税別）＊スタンドのみの価格です。
ロット：1 製造：スウェーデン 素材：スチール
＊トレーとセットの場合は参考上代：20,600円（税別）です。

832-0001
D45cm専用スタンド ホワイト
＊こちらの品番はスタンドのみです。

832-0002
D45cm専用スタンド ブラック
＊こちらの品番はスタンドのみです。

北欧のクリスマス ハンドメイドシリーズ
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⺠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20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

■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、フェルト、コットン
＊表示価格は全て税別本体価格です。

751-0714
トムテとそり
価格：¥3,200
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0707
トムテとホース
価格：¥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0704
ギタートムテ
価格：￥2,200
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

●ウィンターモチーフの小さなアイテム
ロット：１

素材：木、ウール

751-0709
トムテママ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

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

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

751-0729 new!
聖ルチア
価格：￥3,000
Ｈ15ｃｍ

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

751-0730 new!
ルチア侍女
価格：￥2,500
Ｈ13＾2ｃｍ

751-0724 new! オーナメント ラムボール
価格：￥1,100（税別）

751-0731 new!
星の子供
価格：￥2,000
Ｈ18ｃｍ（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/
（リトルトムテは個体H5cm）

751-0725 new! ミニフィギュア「ラム」
価格：￥1,200（税別）

751-0712
つえのトトムテ
価格：￥2,100
Ｈ13ｃｍ（帽子含）

個体：3ｘ3ｘH7cmｘ2個セット

751-0727 new! マグネット ラム
価格：￥1,200（税別）

751-0727 new! マグネット サンタ
価格：￥1,100（税別）

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

スペーゲル ～スウェーデン職人がお届けするトムテ人形～
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。
ロット：1

723-0010
北欧フィギュア「ミニ
シープ」10㎝
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。

●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

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Ｍ
¥1,500 Ｈ6.5ｃｍ
751-0102 レッド
ロット：2

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Ｌ
¥2,000 Ｈ8ｃｍ
751-0103 レッド
ロット：1

●ひげトムテ（羊のひげ）
価格：￥900（5㎝）

￥1,200（7㎝）

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

ロット：2

●ミニサンタ＆サンタママ

素材：木、フェルト、ウール

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！

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
751-0504
ひげトムテレッド

5㎝
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
●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 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㎝

レッド：751-0407

価格：￥1,400

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。

751-0008 ふとっちょトムテS
価格：￥3,000 Ｈ12㎝

ロット：２

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
752-0102
752-0103

751-0005
751-0006
751-0007

お座りサンタ 9cm 価格：￥3,000
お座りサンタ 14cm 価格：￥4,000
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。

S７ｃｍ ¥500
M10ｃｍ ¥800
L16ｃｍ ¥1,200

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。

スウェーデン、フィンランド、デンマーク…。
北欧より、自然を愛する心、お届けします。
人々が「幸せ」を感じながら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素材やモチーフを楽しむ。
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、北欧を拠点に
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

