スティグ・リンドベリ生誕100周年
2016年は、リンドベリの生誕１００周年記念の年にあたり、
リンドベリのデザインを使った様々な復刻アイテムが製
造されています。人気の「ベルサシリーズ」に加え、テキ
スタイル柄の復刻アイテム、機能的なメラミン食器の「ブ
ルース」「バレット」シリーズ、そしてイギリスで特別限定
製造されている「びしょ濡れ靴のダニエル」シリーズなど、
様々なリンドベリアイテムをご紹介します。

スティグ・リンドベリとは...
1916年、スウェーデンの北に位置するウメオという小さな街に
生まれたスティグ・リンドベリ。デザインの黄金時代と言われる
1950-80年代の北欧ミッドセンチュリー時代に活躍した伝説的
デザイナーです。グスタフスベリ陶磁器のアートディレクターと
して活躍し、数々の名作を世に生み出しました。また、陶磁器
だけではなく絵本の挿絵やテキスタイルデザイン、彫刻など
様々な分野で素晴らしい作品を残しています。

スティグ・リンドベリ生誕100周年 テキスタイル柄
リンドベリ生誕１００周年を記念して、本国スウェーデンでこの秋新登場するのは、テキスタイルモ
チーフの復刻アイテムです。リンドベリの豊かな想像力が表現されたこれらのテキスタイルモチーフ
は、主に1950-70年ごろにデザインされ、スウェーデンデザインのクラッシックとして愛され続けてき
ました。これらの柄はこれまで壁紙とテキスタイルに復刻されましたが、キッチン雑貨としての復刻
は初めての事です。白樺素材使ったトレーやボード、コースター等、北欧の家庭の定番アイテムが
揃いました。より身近に家庭内で楽しむことができる、スウェーデン発の新しいコレクションです。す
べてのデザインはスティグ・リンドベリのご子息ラーシュリンドベリ氏の監修のもとで生まれました。
＊掲載写真はプロトタイプのため、本製品では柄の出方が異なる場合がございますのでご了承下さい。
＊納品開始は10月初めごろからを予定しております。初回入庫数には限りがありますので、お早目にご予約くださいませ。
＊すべてのアイテムはスウェーデン製です。

●ポテリーnew! 様々な形やデザインの陶磁器がモチーフ。不思議で魅惑的なリンドベリの世界観が素晴らしく表現されて
います。多くの陶磁器の名作を残したリンドベリならではのデザインといえるのではないでしょうか。

651-0602トレーM「ポテリー」
サイズ：36ｘ28ｃｍ
価格：4,800円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0601 トレーS「ポテリー」
サイズ：27ｘ20ｃｍ
価格：4,000円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0604
ボードサークル「ポテリー」
サイズ：D21ｃｍ
価格：3,500円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0606 コースター6枚セッ
ト「ポテリー」
サイズ：1枚D9ｃｍ
価格：4,500円（税別）
素材：白樺MDF ロット：２

651-0607
プレースマット「ポテリー」
サイズ：40ｘ30ｃｍ
価格：900円（税別）
素材：再生ペットプラスチック
ロット：5

651-0608
ペーパーナプキン「ポテリー」
サイズ：17ｘ17ｘ2ｃｍ（1枚33ｘ
33ｃｍ） 価格：900円（税別）
素材：紙 ロット：５

●フルーツボックス new! リンゴ？ナシ？はたまた想像上のフルーツか…。輪切りにされたり虫食いだったり。リンドベリの豊かな想像力が感じ取れるユニークで愛嬌のあるデザインです。
ブラックｘホワイトのクールなカラーとシンプルなデザインは取り入れやすいデザインです。

651-0402
トレーM「フルーツボックス」

651-0401
トレーS「フルーツボックス」

651-0404
ボードサークル「フルーツボックス」

651-0406 コースター6枚セッ
ト「フルーツボックス」

651-0407プレースマット「フ
ルーツボックス」

651-0408ペーパーナプキン
「フルーツボックス」

●メロディnew! 空想的な物語のような美しいデザインです。深い森の中でどんなメロディを奏でているのか、見るものの想像力を掻き立てます。少し怖い様な雰囲気も魅力です。落ち着
いたブラウンの背景は、今回の雑貨復刻アイテムの新カラ―です。

651-0502
トレーM「メロディ」

651-0501
トレーS「メロディ」

651-0504
ボードサークル「メロディ」

651-0506
コースター6枚セット「メロディ」

651-0507
プレースマット「メロディ」

651-0408
ペーパーナプキン「メロディ」

●ハーバリウム ライト new! ハーバリウムとは、植物標本集という意味です。自然を愛したリンドベリらしい美しい草花のデザインは、家庭の中に優しい光を運んできてくれます。

651-0202
トレーM「ハーバリウム」ライト

651-0201
トレーS「ハーバリウム」ライト

＊各商品にはリンドベリのサインが印刷され、オリジナル商品である事を
証明してています。

651-0204 ボードサークル
「ハーバリウム」ライト

651-0206 コースター6枚セッ
ト「ハーバリウム」ライト

651-0207プレースマット
「ハーバリウム」ライト

＊カタログ掲載以外の柄、アイテムはロット20から取り寄せ可能です。専用資料をお問い合わせ下さい。

651-0208 ペーパーナプキ
ン「ハーバリウム」ライト

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、これまでファンからも最も要望の多かった「BERSAベルサ」の柄が
復刻版のテーブルフェアになって登場しました。オリジナル同様に深みのある落ち着いたグリーンが印象的なシリーズです。オリジナルのビンテー
ジ陶磁器の存在感は圧倒的ですが、この復刻アイテムたちも、キッチンやインテリアの素敵なアクセントとして存在感抜群です。キッチンやインテリ
アにデコレーションとして観葉植物を取り入れることが大好きなスウェーデン人たちからも大好評。この復刻ベルサアイテムの製造はほぼ全てス
ウェーデンで行われ（一部アイテムはドイツ製）、高いクオリティとなっています。

651-0011 キッチンタオル「ベルサ」
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

651-0010 キッチンタオルS「ベルサ」
価格：2,000円（税別） ロット：5
素材：リネンｘ50％ コットンｘ50％
サイズ：50ｘ30ｃｍ 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：2
素材：白樺MDF
サイズ：D9ｃｍ スウェーデン製

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

651-0001 トレーラウンドD31「ベルサ」
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

651-0012 プレースマット「ベルサ」
価格：2,000円（税別） ロット：5
素材：リネンｘ100％
サイズ：47ｘ37ｃｍ 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：5
素材：紙 サイズ：17ｘ17ｘH２ｃｍ（広げたら35ｘ35ｃｍ）
＊２０枚入り。 ドイツ製

651-0006 ボード角30ｘ20ｃｍ「ベルサ」
価格：4,000円（税別） ロット：2
素材：白樺MDF
サイズ：30ｘ20ｃｍ 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：2
素材：白樺MDF
サイズ：D46ｃｍ スウェーデン製

トレーラウンドD65+専用スタンド「ベルサ」
651-0021 ホワイト
651-0022 ブラック
価格：29,000円（税別） ロット：1 素材：白樺MDF サイズ：D65ｃｍ x H60cm スウェーデン製
＊組み立て式のメタル製の専用スタンド（ラッカー塗装）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。トレーは上に載せるだけで、ネジなどで固定することはできません。

651-0005 トレーS「ベルサ」
価格：4,000円（税別） ロット：2
素材：白樺MDF
サイズ：D27ｘ20ｃｍ 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
素材：白樺MDF
サイズ：D65ｃｍ スウェーデン製

スティグ・リンドベリｘ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65％となります。通常掛け率と異なりますのでご注意ください。
素材：ボーンチャイナ ロット：１ 製造：スウェーデン ＊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。

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。

●ベルサ new!

＊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 new!

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）

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。

652-0201 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）

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。

652-0301 コーヒーCS エバ

●リブ new!

652-0302 プレート１８㎝ エバ

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。

652-0401 コーヒーCS リブ

●品質に関するご注意

黒点、色の抜け、着
色

652-0402 プレート１８㎝ リブ

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。

柄のかすみ、にじみ

突起、コルクの欠け

ペイントロス

凹み、欠け

キズ

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

スティグ・リンドベリ

バレット BALETT
1967年、リンドベリは「ブルース」「バレット」というブルーとレッドのデザインを生み出し、
メラミン食器として商品化されました。メラミン食器は1960年代初めから子供用食器とし
て親しまれてきましたが、その耐久性や使い勝手の良さから大人用食器としてのニーズ
も高まっていきました。大人が使っても嬉しいメラミン食器として登場した「ブルース」と
「バレット」シリーズは瞬く間に人気を博し、グスタフスベリ社の人気アイテムとなりました。
復刻アイテムでは、オリジナルのメラミン食器に加え、スウェーデン製の白樺MDFを使っ
たトレーやコースターなど、様々なアイテムが揃います。
「バレット」はスウェーデン語でダンスのバレーの事。その名の通り、楽しく踊るような鮮
やかな赤のモチーフが楽しいデザインです。まさに北欧レトロを象徴するようなデザイン
の「バレット」シリーズ。

250-0021
バレットカップ＆ソーサー
カップＤ8.5ｘＨ5.5ｃｍ、ソーサーＤ14.5ｃｍ（150ｍｌ）
価格：2,100円（税別） ロット：1
素材メラミン

250-0022
バレットボウルＳ 17x15xH4.2cm
価格：1,700円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートＳと組み合わせることができます。

226-0202
ボードサークル「バレット」 Ｄ21ｃｍ
価格：3,100円（税別） ロット：1
素材：白樺ＭＤＦ

242-0103 ペーパーナプキン「バレット」
17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げた1枚は35ｘ35ｃｎ）
価格：700円（税別） ロット：5
素材：紙
＊２０枚入り。

250-0024
バレットプレートＳ 17x15xH1.5cm
価格：1,200円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルＳと組み合わせることができます。

250-0025
バレットボウルM 22x20.5xH4.5cm
価格：1,800円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

225-0106
トレーＳ「バレット」 27ｘ20ｃｍ
価格：3,500円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

250-0023
バレットプレートL 23x20.5xH2.5cm
価格：1,400円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルM、ボウルLと組み合わせることができます。

250-0026
バレットボウルL 23x20.5xH8.5cm
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。
＊写真はプレートLを組み合わせたものです。

225-0107
トレーラウンドM 「バレット」 D31cm
価格：4,200円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

250-00027
バレット マグ D8.5ｘH9cm
価格：2,500円（税別） ロット：１
素材：メラミン

722-0121
プレースマット「バレット」 40x30cm
価格：900円（税別） ロット：1
素材：再生ペットプラスチック

223-0303
コースター「バレット」6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

スティグ・リンドベリ

ブルース BLUES

ブルーカラ―が美しい「ブルース」シリーズ。「バレット」同様、お花のような葉っぱのような愛らしいモチーフが大胆に描かれています。
子供にも大人にも便利なメラミン食器は、まさに家族のための食器。またアウトドアやピクニックにも安心して使えるアイテムです。蓋にもなるプレー
トは、ボウルとセットで使えるデザインです。屋内でも屋外でも、ちょっと蓋をしたいときに便利です。

250-0001
ブルースカップ＆ソーサー
カップＤ8.5ｘＨ5.5ｃｍ、ソーサーＤ14.5ｃｍ（150ｍｌ）
価格：2,100円（税別） ロット：1
素材メラミン

250-0004
ブルースプレートＳ 17x15xH1.5cm
価格：1,200円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルＳと組み合わせることができます。

250-0002
ブルースボウルＳ 17x15xH4.2cm
価格：1,700円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートＳと組み合わせることができます。

250-0005
ブルースボウルM 22x20.5xH4.5cm
価格：1,800円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

226-0201
ブルース ボードサークル Ｄ21ｃｍ
価格：3,100円（税別） ロット：1
素材：白樺ＭＤＦ

225-0101
ブルース トレーＳ 27ｘ20ｃｍ
価格：3,500円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

241-0301
ブルースキッチンタオル70ｘ50ｃｍ
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

250-0003
ブルースプレートL 23x20.5xH2.5cm
価格：1,400円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊ボウルM、ボウルLと組み合わせることができます。

250-0006
ブルースボウルL 23x20.5xH8.5cm
価格：2,500円（税別） ロット：1
素材メラミン
＊プレートLと組み合わせることができます。

225-0102
ブルーストレーラウンドM D31cm
価格：4,200円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

223-0301
ブルースコースターA（柄中央）
6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

241-0302
ブルースキッチンタオルＳ 50ｘ30ｃｍ
価格：1,500円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

250-0007
ブルース マグ D8.5ｘH9cm
価格：2,500円（税別） ロット：１
素材：メラミン

722-0120
ブルース プレースマット 40x30cm
価格：900円（税別） ロット：1
素材：再生ペットプラスチック

223-0302
ブルースコースターB（柄全面）
6枚セット D9cm
価格：4,600円（税別） ロット：1
素材：白樺重ね材

242-0101
ブルース ペーパーナプキン
17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げた1枚は35ｘ35ｃｎ）
価格：700円（税別） ロット：5
素材：紙

スティグ・リンドベリ

びしょ濡れ靴のダニエル
1959年、スティグ・リンドベリは、児童文学作家レンナート・ヘルシングの児童書「Daniel Doppsko
（びしょぬれ靴のダニエル）」の挿絵を手がけました。その本の中に登場する挿絵の中から選りすぐ
られた４種類のイラストが、マグカップ、キッチンタオルになりました。
スティグ・リンドベリはミッドセンチュリーを代表する陶磁器デザイナーとして広く知られていますが、
陶磁器の他にテキスタイルや彫刻、イラストレーションなど幅広い作品を手掛けています。中でも、

イラストレーションではリンドベリの天才的な想像力が最もよく発揮されており、彼の豊かな想像力、
創作力を最も強く感じる事が出来ます。
このマグカップは、イギリスロンドンに拠点を置く人気北欧セレクトショップ「SKANDIUM」が、ラー
シュ・リンドベリ氏の監修の元、製造を行いました。

●マグカップ

価格：3,200円（税別） サイズ：D8.5cmｘH9.7cm 容量310ML 素材：陶磁器 ロット：2 イギリス製
＊個箱なし。裏面、底面のイラストデザインは、製造元の都合で変更になる場合もありますのでご了承ください。

底面にはリンド
ベリのサインが
入っています。

652-0001 ダニエルマグ
「ダニエル」レッド

●キッチンタオル

652-0002 ダニエルマグ
「シティ」グリーン

652-0003 ダニエルマグ
「アンダーウォーター」イエロー

652-0004 ダニエルマグ
「レイン」ブルー

価格：2,600円（税別） サイズ：70ｘ50ｃｍ 素材：コットン100％ ロット：2 イギリス製

リンドベリのサインと説明(英語)
の紙タグ付。フックにかけるルー
プがついています。
652-0011 キッチンタオル
「ダニエル」レッド

652-0012 キッチンタオル
「シティ」グリーン

652-0013 キッチンタオル
「アンダーウォーター」イエロー

652-0014 キッチンタオル
「レイン」ブルー

スティグ・リンドベリ デザインカード
リンドベリのグスタフスベリ陶磁器のアートディレクター時代に、同社が顧客や取引先に送るクリスマスカード用にデザ
インされたカードです。カードとして送っても喜ばれ、また額に入れて小さなアートにも。
価格：900円（税別）＊封筒セットになります。サイズ：カード20ｘ10ｃｍ （広げると20ｘ20ｃｍ） 封筒22.3ｘ11ｃｍ ロット：5/柄
20ｘ10ｃｍの縦長サイズ、ダブルのカード。内側は無地になります。カードの裏面にはスウェーデン語で「このカードがスティグ・リンドベリがグスタフスベリ時代に
毎年クリスマスカードとしてデザインしたもので、こちらはアートカード、クリスマスカードとして復刻されたものです」と記載されています。

110-0001
リンドベリカード「赤い手袋」

110-0006
リンドベリカード
「トムテのつめ」

110-0009
リンドベリカード
「帽子」

110-0008
リンドベリカード「ブルー」

110-0003
リンドベリカード「
白いキャンドル」

110-0004
リンドベリカード「吹き出し」

110-0002
リンドベリカード
「キッチンテーブル」

110-0007
リンドベリカード
「シティ」モノクロ

■キッチンワイプ コレクション
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。
素材：セルロース 70％ x コットン30％ サイズ：20cm x 17cm
価格：550円（税別） ロット：3 （アルメダールス社のキッチンワイプはアルメダールスページ（23ｐ）に掲載しています。）

濡らして軽く絞ったキッチンワイプで、さっとひと拭き、驚きの吸収力です。小さなサイズなので、片手で絞ることができ、便利です。シンク周りの水きりマットとしてもご利用いただけます。

●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。

■プルリング
価格：￥500（税別）サイズ：D4.5ｘH2cm ロット：5

215-2044 new!
アカツメクサ

215-2031
トマト

●アニマルモチーフ

215-2033
ブルーベリー

215-2029
パプリカ

215-2010
ラズベリー

215-2032
キンポウゲ

215-1115
ラベンダー

215-2028
にんじん

215-2026
えんどう豆

215-2023
きのこ

215-202
デイジー

215-2042
赤い実のリース

スウェーデン人のプロダクトデザイナー、カミラ・ユ
ングレンがデザインしたスウェーデンの便利グッ
ズ、プルリング。フックをかける穴のないキッチン
ワイプを、さっとはさみます。一般家庭でのワイプ
使用率が100％のスウェーデンならではのアイテ
ムです。スウェーデン製のアイテムです。

218-0002 「ターコイズ」

218-0001「グレー」

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。

215-0503
「ダーラヘスト＆クルビッツ」

215-0501
ダーラヘスト カラー

215-0401
ダーラヘスト レッド

215-0402
ダーラへスト ブルー

215-0316
プルートふくろう

215-0302
プルートへらじか

215-2039
キャット・オン・ルーフ

215-0403
ダーラヘストブラック

215-0303
プルートキャット

215-0043
ベア

215-0404
ダーラヘストグリーン

215-0322
プルートディア

215-0059
フォーキャットレッド

215-0405
キャット ブラック

215-0323
プルートラビット

215-0058
フォーキャットブルー

215-0412
羊 ブラック

215-0321
プルートバード

215-0413
ハリネズミ ブラック

215-0318
こまどり

ディット・ダットｘライフ・オブ・スカンジナビア
●「ディット・ダット ｘライフ・オブ・スカンジナビア（LOS)」について●
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。
ディット・ダット、ライフ・オブ・スカンジナビア（DD-LOS)は、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と共にお伝えする北欧型ライフスタ
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。
北欧国々の様に皆が自立して人生を楽しめる未来を目指して・・・。

■ポスターコレクション
DD-LOSのオリジナル商品として、インテリアの雰囲気づくりに活躍する、ポスターコレクションを作りました。
北欧の人達に見習いたいことの一つは、「おうち時間」を快適にする事。その手助けをしてくれる重要なツールのひとつは、
ポスターです。
忙しく殺伐とした毎日、特に長く暗い秋冬の時期にどうやって気持ちを切り替え明るく楽しくするか。北欧の人達にとってそ
の一つの手段は、おうちでゆっくり家族や友人と温かく楽しい時間を一緒に過ごすこと。とてもシンプルな事ですが、意外と
忘れがちで、それでいてとても効果的！
家で時間を過ごす時に、インテリアが自分らしい事は大切です。ポスターは壁という小さなスペースで個性を出すことがで
きる優れたアイテムです。また家具と違って気軽に替えることができるため、季節や気分によって楽しむことができます。
今回のディット・ダットポスターコレクションは、異なるデザイナーさんたちに依頼しました。そのため、雰囲気はそれぞれ異
なるのですが、共通している事は北欧の伝統や自然へのリスペクトです。
サイズ：A2（594ｘ420ｍｍ） ロット：１（丸めて筒に入れてのお届けです） 素材：紙 日本製。＊掲載商品写真の黒枠はフレームイメージです。

●フィンランドの森 ～フィンランドの豊かな森をテーマに～

●トナカイ、シロクマ ～北欧の自然に生きる動物がテーマ～

フィンランドは国土の約６５％が森林の自然豊かな国です。モミの木、白樺、松の木の
森には魔法の力が宿っているとも言われています。フィンランドの人々は常に心が森
と結びついていると言われています。切り抜いたモチーフを使ったデザインで、その質
感が印刷に表現されるよう工夫しました。

トナカイやシロクマ。冬、そして北欧をイメージさせる動物たちです。美しい
デザインと共に、北欧の豊かな自然と、その自然を動物たちを共有してい
るという事を思い出させてくれるデザインです。

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

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

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

810-0002 ポスター new!
「シロクマ」ブルー
価格：￥3,000（税別）

●北欧ビンテージ、雑貨屋さんのクリスマス ～長く愛され続ける北欧ビンテージやクリスマスがテーマ～
北欧の人達は、物を使い捨てにせず大切に使います。長く愛用される物の代表として、人気の高い北欧ビンテージ雑貨のデザインをテーマとした「北欧ビンテージ」。そして古くから北
欧民話として人々に愛されてきたクリスマスのトムテ人形をテーマにした「雑貨屋さんのクリスマス」。ほっこり温かい気持ちにさせてくれるデザインです。
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。

810-0005 ポスター
「北欧ビンテージ」 new!
価格：￥2,800（税別）

810-0006 ポスター new!
「雑貨屋さんのクリスマス」
価格：￥2,800（税別）

カムトゥスウェーデン＝「スウェーデンへいらっしゃい」ユニークな名前のこのブ
ランドは、1900年初めから1970年ごろに作られた、観光、旅行ポスターのデザイ
ンを復刻製造しています。当時、スウェーデンの観光の活性化のために作られ
たデザインたちなのです。
北欧デザインの黄金時代と言われるミッドセンチュリー。陶磁器や家具デザイン
では、後世に残る数々の名作が誕生しました。この時代は、実はポスターデザ
インの黄金期でもあったのです。
たくさんの優れたデザイナーたち、また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。
おうち時間を素敵に演出する手助けをしてくれるポスターを始め、気軽なA4サイ
ズのアートプリント、ポストカードや白樺素材の木製ポストカードが揃いました。

ポスターは丸
めてロゴ入り
オリジナル丸
筒に入れて納
品します。

＊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。

●ポスター 70ｘ50ｃｍ new!
価格：￥5,500（税別） ロット：１ 素材：紙 フィンランド製。オフセット印刷により、しっとりとして落ち着いたオリジナルの雰囲気が再現されています。

653-0008 ポスター70ｘ50ｃｍ
ストックホルム700周年
デザイン年：1953年

653-0003 ポスター70ｘ50ｃｍ
ストックホルム市庁舎
デザイン年：1936年

653-0011 ポスター70ｘ50ｃｍ
SAS
デザイン年：1960年ごろ

653-0009 ポスター70ｘ50ｃｍ
ヨータ運河
デザイン年：1936年

653-0005ポスター70ｘ50ｃｍ
スカンセン
デザイン年：1955年

653-0004 ポスター70ｘ50ｃｍ
スベアライン船の旅
デザイン年：1955年

●A4アートプリント A４サイズ（29.7ｘ21ｃｍ） new!
価格：￥1,500（税別） ロット：2 素材：紙 フィンランド製。フラットな状態で台紙に乗った状態で納品です。

653-0102
ストックホルム市庁舎

653-0108
SAS

653-0002 ポスター70ｘ50ｃｍ
ヴィスヴィーとかもめ
デザイン年：1956年

653-0001ポスター70ｘ50ｃｍ
スウェーデン鉄道の旅
デザイン年：1900年初頭

653-0006 ポスター70ｘ50ｃｍ
トナカイとノルボッテン
デザイン年：1952年

653-0010 ポスター70ｘ50ｃｍ
スカンセンのサギ
デザイン年：1949年

●ポストカードL 18ｘ12ｃｍ new!
価格：￥400（税別） ロット：5 素材：紙 フィンランド製。

653-0207
ストックホルム
700周年

653-0203
ストックホル
ム市庁舎

653-0206
トナカイとノル
ボッテン

653-0208
ヨータ運河

653-0205
スカンセン

653-0202
ヴィスヴィーと
かもめ

653-0213
スヴェアボート
1940年代

653-0210
グッドタイム

653-0212
SASとドライブ

653-0101
ヴィスヴィーとかもめ

653-0209
スカンセンのサ
ギ

●木製ポストカード 15ｘ10ｃｍ new!
価格：￥1,300（税別） ロット：2 素材：紙 フィンランド製。

653-0105
ヨータタ運河

653-0107
グッドタイム

653-0109
SASとドライブ 1960年

653-0307
エントランス
1932年

653-0306
スヴェアボート
1940年代

653-0303
ストックホルム
700周年

フィンランドのヘルシンキを拠点とするデコランド。一つ一つたっぷりのピュアウールをぎゅっと丸め
て作られたフェルトボールを組み合わせたポットマットやコースターは、耐熱、耐久性に優れ、使い
やすさを追求したデザインです。毎日使うものだから、シンプルに。丁寧にハンドメイドで作られた
良質なアイテムは大切な人への贈り物にもぴったりです。ロット：1 素材：ウール100％
■ラウンドポットマット「フェルトボール」
価格：￥3,300（税別）サイズ：D18cm（1.5cmフェルトボール）

321-0022
マルチ

321-0027
マルチポップ

321-0023
レッドｘオレンジnew!

321-0024
ライムｘブルーnew!

321-0025
イエローｘグレーnew!

321-0026
ブラックｘホワイトnew!

■ラウンドコースターL「フェルトボール」
価格：￥2,200 （税別） サイズ：D14ｃｍ（1cmフェルトボール）

322-0201
マルチ

322-0206
マルチポップ

322-0202new!
レッドｘオレンジ

322-0203new!
ライムｘブルー

322-0204new!
イエローｘグレー

■スクエアポットマット「フェルトボール」

■デザイナー■

価格：￥3,800 （税別） サイズ：20ｘ18ｃｍ（1.5cmフェルトボール） ＊従来のスクエアタイプよりボールサイズが0.5ｃｍ小さいタイプです。

321-0113 スクエアポットマット
レッドｘオレンジnew!

321-0111 スクエアポットマット
ライムｘブルーnew!

321-0112 スクエアポットマット
イエローｘグレーnew!

322-0205new!
ブラックｘホワイト

321-0114 スクエアポットマット
ブラックｘホワイトnew!

デザイナー：
アンネ・ウラモ、エリナ・クナス、サリー・カネルバ
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。
フィンランドの自然を愛し、自然と手工芸が人に与える事ので
きる癒しを大切にしています。また、ネパールでの製造工場で
は積極的にシングルマザーを採用し、職人育成し女性たちの
経済的独立を支援しています。

■ポットマット、コースター２枚セット 定番コレクション
デコランドを代表する美しいカラーコンビネーションの「マルチ」シリーズを初めとする定番コレクション。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ます。
●ポットマットスクエア
●コースター「フェルトボール」2枚セット
価格：￥3,500（税別）サイズ：16ｘ16cm（２cmフェルトボール、９列）
価格：￥2,900 （税別） サイズ：10ｘ10cm（1cmフェルトボール、10列）

321-0007 ポットマット
マルチ

322-0106 コースター マルチ

321-0021 ポットマット
マルチ2015

●ポットマットサークル

322-0122 コースター マルチ2015

● ポットマットロングマルチ
大きなサイズのロングポットマット。テーブルセンターのように大胆に使いたいアイテ
ムです。 価格：10,000円（税別） サイズ：20ｘ60ｘH1.5ｃｍ （D1.5ｃｍフェルトボール）

シンプルなサークル型のポットマット。1㎝の可愛らしい
フェルトボールがぐるりと囲んで、アクセントに。少し小ぶ
りで気軽に使える可愛さが魅力です！

2㎝の厚さのフェルトシートの周りに1㎝
の小さなフェルトボールがぐるり。
321-0805 サークルマルチ
価格：￥3,300 （税別） サイズ：Ｄ16cm
321-0007 ポットマットロングマルチ

●チェアシート マルチ

●チェアシートラウンドマルチ

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

価格：￥10,000（税別）サイズ：D35cm x H2cm （フェ
ルトシートの周りを1㎝のマルチフェルトボールが縁
取っています。）

定番のスクエアデザインのチェアシート。かたい座面のイスも驚く
ほど座り心地が良くなります。人気のマルチカラーはインテリアの
アクセントにもぴったり。

Artekのスツール60や、イケアのラウンドスツー
ル等にぴったりサイズのラウンドチェアシート。
デコランドデザイン、日本限定販売です。

325-0501
ラウンドチェアシート
マルチ

325-0401
チェアシート「マルチ」

●ティーコゼ「フェルト」 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。100％ナチュラ
ルウール、100％ハンドメイドの温もりです。
価格：￥4,900（税別） サイズ：35ｘＨ26ｃｍ（持ち手除く）

●ブックマーク

価格：￥1,400→特別価格￥500 （税別）
サイズ：モチーフ約D3cm 紐の長さ約30ｃｍ ＊在庫限りで終了します。

素材：ウール ロット１から

323-0005
フクロウ

323-0102 オレンジｘマルチ new!

323-0006
パンダ

323-0007
てんとう虫

323-0101 マルチ

■デコランドの商品について
■デコランドのこだわり■
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。デコランド商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。

■燃えにくい！汚れにくい！ウールの不思議■
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です。自然の恵みを
たっぷりと持って生まれてきました。
生きている繊維ならではの特徴の一つに、「燃えにくく安全」というものがあります。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。また、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。
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。ウールは地球にも優しい繊維です。

■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
れています。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。

北欧の職人によるハンドメイドの木製品。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木を合わせた美しいアイテム
たちです。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。

■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。 素材：アルダー材 ロット：1

711-0101
ブレッドバスケット
価格：￥5,800（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（税別）
29.5ｘ23.5ｘ8ｃｍ

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

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

711-0105
ハンドル付バスケットM
価格：￥8,000（税別）
17ｘ13ｘ7ｃｍ
釘にも木を
使用。

711-0107
サービングトレー/バスケットLL
価格：¥18,000 （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。

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

■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

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。

711-0001B
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

価格 ¥600（税別） 17ｃｍ ロット：3 ＊カトラリ―の一番人気！

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

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

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

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

■アルダー材のカトラリ―

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

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

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

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

711-0002 ミニナイフ
価格 ¥300（税別） 13ｃｍ
ロット：3

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

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

とめ具は編
みこんだ藁。

木製バターナイフに
は、通常取扱い以外
にも様々なモチーフが
ございます。
また、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PRアイテムなどにも
ぴったり。詳細はどう
ぞお気軽にお問い合
わせ下さい。

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

711-0001C
バターナイフ
「ホース」

アンナ・リンダーホルム
小さいころから絵を描く
ことが大好きなアンナは、
ほぼ独学でデザインを
学んだ。気さくで明るい
人柄で、 3人の子供を
持つ、働くママさんでも
ある。

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

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

711-0022
フォーク
価格 ¥500（税別） 15ｃｍ
ロット：3

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

■キッチンワイプ
711-0055
カフェメジャー
価格：500円（税別）
サイズ：１０㎝ ロット：3

711-0055C
カフェメジャー「ハリネズミ」
価格：600円（税別）

711-0066
クッキングセット（ペア）
価格：￥1,800（税別） 28cm アルダー材
ロット：2

711-0055A
カフェメジャー「ホース」
価格：600円（税別）

711-0055B
カフェメジャー「キャット」
価格：600円（税別）

711-0065
スパチュラ・カーブ
価格：￥800（税別）
28cm アルダー材
ロット：2

スウェーデンに古くから伝わる「幸福を運ぶ」と呼ば
れる馬ダーラヘストのモチーフのキッチンワイプ。ノス
タルジックなデザインです。
価格：550円（税別） サイズ：20ｘ17ｃｍ ロット：3
素材：セルロース70％ｘコットン３０％

215-0503
「ダーラヘスト＆クルビッツ」

215-0501
ダーラヘスト カラー

■木製ポットマット

全てのキッチン用木製品は、オイルをし

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。

711-0416ポットマット
「３フィッシュ」ロープ付
価格 ¥4,000（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（税別） 23ｘ18ｃｍ
素材 トリネコ

711-0404 木製ポットマット
「フィッシュ」リブ
価格：￥2,500（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（税別） 21x20x1.5cm
素材：アルダー

みこませた仕上げになります。醤油や
コーヒーなどをこぼしてもすぐに洗えば

ロット：1

シミになる事はありません。

711-0402
木製ポットマット
「丸枝」 13x13cm
価格：￥1,400（税別）
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（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！

711-0408
木製ポットマット
「モザイク」 18ｘ18ｃｍ
価格：￥3,200（税別）
素材：アルダー

＊本商品は、頭部分
から尻尾部分にかけ
て、1本のロープを通
して繋げています。そ
のため、自由な形に
変形して使用すること
が可能です。

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（税別）
D10ｃｍ
素材：ジュニパー

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

711-0422木製ポットマット
「フィッシュボーン」
価格：￥4,000 40 x 24cm
711-0410
木製ポットマット「モチーフ」
ホース
価格：¥3,200（税別）
20x20ｃｍ 素材：アルダー

711-0411
木製ポットマット「モチーフ」
ヘラジカ

■木製プレート ナイフセット

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

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。
ロープを固定して、ポットマットを使用しない時はフック
にかけてキッチンのデコレーションに。

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 （税別） （ナイフセット） サイズ：19cm x 12cm 素材：アルダー

711-0508
「ヘラジカ」

■木製カッティングボード
●カッティングボードモチーフ

711-0412
木製ポットマット「モチーフ」
キャット

711-0507
「ホース」

価格：￥4,200 （税別） サイズ：30 x 15 x 1.5cm

ロット：1

711-0511
「キャット」

素材：アルダー

711-0512
「ラム」

ロット：1

711-0513
「トナカイ」

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

711-0221
木製カッティングボード「モチーフ」
ヘラジカ

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

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

素材：アルダー

711-0223
木製カッティングボード「モチーフ」
ラム

■ハンドペイント 一つ一つ丁寧にペインされたモチーフ。特に心のこもった特別なアイテムです。＊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。
●バターナイフ ハンドペイント
価格： 800円（税別） 17ｃｍ ロット：3 素材：ジュニパー

710-0002
ダーラへスト

710-0001
スウェーデン

●プレート+ナイフセット ハンドペイント

●カッティングボード ハンドペイント

価格：￥2,400（税別） サイズ：20x11x1cm ロット：1

価格：￥4,200（税別） サイズ：28x15x1.5cm 素材：アルダー

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
711-0208
ハンドペイント ダーラヘスト

711-0003
アーキペラゴ

710-0004
ニルスのふしぎな旅

ロット：1

711-0506
ハンドペイント
アーキペラゴ

711-0209
ハンドペイント スウェーデン

4枚がセットになって、紙
箱に入っています。印刷
や漂白をしていないナ
チュラルな紙箱はそのま
ま土に還るエコロジーな
パッケージです。

■木製コースター 4枚セット new!
●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。同柄が4枚セットで専用紙箱に入っています。ナチュラルな自然を感じられる素敵なアイテム。紙製の専用ケースも漂白や
印刷がないナチュラルな素材にこだわりました。
価格：2,500円（4枚セット・税別） サイズ：D１０ｃｍ ロット：１ 素材：白樺プライウッド

711-0609 「ヘラジカ」

711-0610 「ダーラヘスト」

711-0612 「トナカイ」

711-0613 「スウェーデン」

711-0611 「ハウス」

●木製コースター ４枚セット
価格：￥2,800 （税別） サイズ：1枚10 x 10 ｃｍ

711-0601 「ヘラジカ」

素材：アルダー

711-0603 「ホース」

■木製キャンドルホルダー

ロット：1

711-0606 「キャット」

同柄4枚がセットになってパッケージにはいっています。

711-0604
「トナカイ」

711-0607 「ラム」

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！

■コーサ

●木製キャンドルホルダー「モチーフ」

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。

＊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です。
価格：￥1,500（税別） サイズ：5ｘ5ｘ3ｃｍ ロット：2

＊革の紐がついています。 素材：アルダー
720-0101 ホース

720-0102 ヘラジカ

720-0106 トナカイ

720-0104 ラム

720-0103 キャット

＊PPケースに個包装されています。

●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 サイズ：7ｘ7ｃｍ

ロット：1

711-0011 コーサL
価格：￥4,900（税別） 16.5ｘ9xH6cm

ロット：1

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

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

■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 （税別） サイズ：8.5x7.5cm 素材：アルダー材 ロット：1

720-0302
ダーラヘスト

720-0301
スウェーデン

720-0303
アーキペラゴ

●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

711-0301 ヘラジカ

711-0302 ホース

711-0306
ラム

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

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

720-0001 ホースS
価格：￥3,000（税別）
13ｘ12ｘ幅5ｃｍ

711-0305 キャット

711-0304
トナカイ

■モミの木（パイン材）バスケット
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。
＊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。 素材：パイン材 ロット：1

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

742-0002
モミの木バスケットM
価格：¥7,200（税別）
底21ｘ21ｘH22ｃｍ

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

■寄木ボックス

素材：ジュニパー

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

靴ひものある靴が少なくなった昨今、
紐が結べない子供が増えているそ
うです。このユニークな靴オブジェ
は、そんな紐結びの練習をするも
のなんです！
愛らしい靴オブジェとして、出産祝
いなどにも素敵ですね。

ロット：1

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。

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

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

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

■その他
●木製「トレーニング・シューズ」

721-0007
価格：￥3,800（税別） サイズ：14ｘ8ｘ7cm

■木製ゲーム
●シープ ミニ

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（税別） ロット：1
721-0002
木製パズル「ダーラヘスト」
サイズ：12ｘ11ｘH1.5ｃｍ

ハンドメイドで削られた木のベース
に、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。

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
722-0011
価格：￥11,000（税別） サイズ：25ｘ12ｘH24
ロット：1

■木製トレー

価格：3,300円（税別） サイズ：20ｘ27ｃｍ ロット：１ 素材：白樺MDF

●ダーラヘストモチーフ

●木製トレーS 「ストックホルム市庁舎」 new!

「幸せを運ぶ馬」という言い伝えで古くから北欧の人々に愛されてきたダーラヘスト。時代を越え人々の
生活に取り入れられている人気デザインです。

ノーベル賞の授賞式で有名なストックホルム市庁舎のモチーフ。スウェーデン
では市庁舎のみで販売されている限定柄です。

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

■再生ペットのプレースマット

とてもしっかりとした厚さのプレースマット（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 （税別）＊新価格 40ｘ30ｃｍ 素材プラスチック（ペットボトルの再生素材） ロット：2

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」

711-0808 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 サマー

■コースター６枚セット

711-0809 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 ウィンター

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 （税別） 10ｘ10ｃｍ（1枚） 素材コルク ロット：1

711-0608 ダーラヘスト

711-0614 new! スウェーデン

●テーブルランナー

■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。
●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温かみが増すタオルです。
価格：1,600円（税別） サイズ；70ｘ50ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％ ロット：2

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） サイズ；120ｘ35
ｃｍ 素材：リネン55％ｘコットン45％
ロット：1

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

731-0014
ラム グレー

●スウェーデンモチーフのポットマット/鍋つかみ
価格：￥1,500 （税別） サイズ：21ｘ21ｃｍ 素材：リネンxコットン ロット：2

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

●プレゼントパック

731-0104

731-0105

オーブンミット「ダーラヘスト」

オーブンミット「スウェーデン」

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、自宅用としても、プレゼントとしても嬉しいセットです。
価格：2,300円（税別） 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） ロット：1

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

●スウェーデンモチーフのキッチンタオル（プリント柄）
価格：￥1,600 （税別） サイズ：40ｘ70ｃｍ 素材：リネンxコットン ロット：2

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

●プレゼントパック ミニ
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。
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） ロット：2
＊クロスの柄、カラーが変更になる場合がございます。ご希望カラ―、柄がある場合はご注文の際にご連絡ください。

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。

■ハンドバッグフック

731-0603ダーラヘスト
価格：￥1,200（税別）

731-0602ヘラジカ

カフェやレストランで、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。

731-0605 ラム

731-0604キャット

価格：￥950（税別）
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）
ロット：２

731-0701
ハンドペイント
ダーラヘスト
価格：￥1,450（税別）

731-0702
ハンドペイント
スウェーデン

731-0702
ハンドペイント
アーキペラゴ

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」

■マグネット
●ナチュラルマグネット 価格：￥400（税別) サイズ：5 x 5cm ロット：3

■北欧から来たミニドール
バイキングの子供や森できのこをとる子供のミニドール。木とフェルト素材の組み合わせで
作られた、温もりあふれる可愛い人形たち。 ロット：1

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」

●マグネットハンドペイント
価格；950円（税別） サイズ：5ｘ5ｃｍ ロット：2

723-0001
バイキング・ガール
価格：￥2,500（税別）
サイズ：H8x5cm

723-0002
バイキング・ボーイ

723-0007
スウェーデン・ボーイ＆ガール
プレゼントパック
価格：￥3,500（税別）
サイズ：ケース：7ｘ4ｘH7ｃｍ
/ 個体：3ｘ3ｘH7cmｘ2個セット

315-0174
ダーラヘスト
「レッド」

315-0176
ダーラヘスト
「スウェーデンフラッグ」

315-0175
ダーラヘスト
「ブルー」

■木製キーホルダー

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

315-0173
ダーラヘスト
「スウェーデン」

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。

ロット：2

価格：￥800（税別） サイズ：約6ｃｍ ロット：2

722-0201『ホース』

722-0204『キャット』

722-0202『ヘラジカ』

722-0205『ラム』

■木製品のお手入れについて

722-0031
ホース

722-0032
ヘラジカ

722-0034
キャット

722-0038
トナカイ

722-0035
ラム

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。

■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。

■最新情報はホームページ、フェイスブックをご覧ください
2007年、スウェーデンのストックホルムの小さなマンションの一室でディット・ダット
はスタートしました。ディットダットを始めたダールマン容子は、2006年にスウェー
デン人と結婚し、突如何も知らない未知の国スウェーデンに引っ越すことになりま
した。それから10年、現在は「在住10年のベテラン」として（笑）、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・ダットは北欧の素敵な生活雑貨を日本にお届けするとともに、北欧
の社会や、人々の生活、人生観をもお伝えし、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。
現在はホームページやフェイスブックにて、生の北欧情報を更新しています。商品
に関する事だけでなく、スウェーデンでの生活について、人々の考え方や現地情
報など幅広いテーマでお伝えします。
また、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。
☆URL☆ www.ditt-datt.com
☆FACEBOOK☆ http://www.facebook.com/ditt.datt

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。

■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。

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。

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

313-0128 new!
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。

313-0129 new!
リーフシルバー
シンプルながらに自然を
感じられる定番モチーフ。

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！

313-0116
ふくろう親子
幸運のモチーフとして
知られるフクロウ。親子
で枝に乗ってます！

313-0125
ゴールドスター
デティールが美しいゴールド
のスター。シンプルが美しい
デザインです。

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。

●キーリング

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！

313-0118
白いハト
幸運を届けてくれると言わ
れるハトのモチーフ。

313-0069
定番人気のトランペット・
エンジェル。
天使のトランペットの音
が聞こえてきそうです。

313-0052
サーカス
くるくる回る楽しいメリー
ゴーランド。

313-0091
鳥かご
繊細なケージがとても細
かく表現されています。

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。

●テーブルクリスマスツリー ミニ

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。

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。
＊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。

価格：￥750(税別) サイズ：7.5 ｘ 4.5cm ロット：3 素材：メタル

価格：￥1,900(税別) サイズ：6ｘ6ｘH12ｃｍ ロット：3 素材：メタル
312-0204
「テーブル
クリスマスツリー」
ゴールドミニ

491-0108
プルートホース

491-0109復活！
バード

491-0112
ラブバード

491-0101
キャット

491-0107
ふくろう

312-0203
「テーブル
クリスマスツリー」
シルバーミニ

■プルートプロダクトのムーミンシリーズ
●ロータリーキャンドルホルダー ムーミンシリーズ
価格：￥1,600 （税別） サイズ：16.5ｘ6.5ｃｍ ロット：3

デザイナー：ハンス･ハルベリ

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！

313-0083
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。

●ブッククリップ new!

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。

313-0082
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。

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！
彼がプルートプロダクトを始め
たのは、2006年。それ以来、
圧倒的に魅力的なデザイン
＆商品で、世界中を魅了して
います。「プルートが作り出す
世界観を大切にしたいんだ」
と話すのは、デザイナーのハ
ンス。彼が生み出す素晴らし
いプルートワールドはヨーロッ
パを始め世界中で大変な人
気と注目を集めています。

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：￥600（税別） ロット：３

●フック

●温度計

窓にぺたんと貼り付ける、ムーミン
の温度計。
価格：￥2,500(税別) サイズ：17 x12cm
素材：メタル ロット：2

494-0101
「ムーミン」
4ｘ5ｃｍ

吸盤の向きを入れ替える事で、
窓の外側でも内側でも使うことが
できます。

494-0102
「ムーミンファミリー」
7.5ｘ5ｃｍ

●ブックマーク
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） サイズ：7.5ｘ4ｃｍ ロット：３

316-0014
フック「ムーミン」 13ｘ10ｃｍ
価格：￥2,800 （税別）
ロット：2

317-0011
温度計ムーミン
17ｘ12ｃｍ

494-0012
ムーミンファミリー

494-0019
ムーミンフレンズ

494-0011
ムーミン

494-0020
スナフキン

317-0014
温度計リトルミイ
18x11ｃｍ

●デコレーション
494-0013
リトルミイ

494-0022
ハッピー・ミイ

494-0018
ムーミンハウス

494-0021
ムーミンツリー

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 ロット：2
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。

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：3.5ｘ3.5cm ロット：2
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。

■アルメダールスのキッチンタオルコレクション
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てきたテキスタイルを使って作られたキッチンタオルは、現在でも人
気ナンバーワンのアイテムです。
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！

☆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。

素材：リネン55% x コットン45% サイズ：47cmｘ70cm （ハーブのみ42cmx72cm)
価格： ￥2,000（税別） ロット：2
●マリアンヌ・ニルソン

●アストリッド・サンペ

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

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

241-0092
マンボ
by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

241-0091
ドット
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

241-0093
ピッケピン
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

241-0073
ポモナ
byマリアンヌ・ウェストマン

241-0089
マリアンヌ・クリスマス
byマリアンヌ・ウェストマン

●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
＊限定柄

241-0098 new!
スカンセン
Byユコメロ
＊限定柄

241-0099 new!
カルチャーハウス
Byユコメロ
＊限定柄

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

241-0075
トムテニッセ
bｙアルメダールススタジオ

●オーレ・エクセル

241-0076
イタリアン・フラワーシェルフ
by オーレ・エクセル

241-0081
ストロミング
byオーレ・エクセル

241-0078
おしゃべりな鳥たち
by オーレ・エクセル

241-0082
ノルディック・ライオン
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

241-0079
ペンノル
byオーレ・エクセル

241-0097 new!
ジャムポット
Byアルメダールススタジオ

241-0084
キャリヤー・マン
byオーレ・エクセル

●その他のデザイナー

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

241-0029
カフェの時間
by ルイーズ・フォグステッド

241-0027
キッチンの棚
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

241-0021
クッキー
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

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

241-0033
キッチンの絵
by ルイーズ・フォグステッド

241-0038
フィッシュビレッジ
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

241-0088
アップル
by ビクトリア・モッルゴード

241-0037
スウェーデン
by ブリット・ブレドストロム

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

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

241-0035
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

アストリッド・サンペ

■木製アイテム

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。
素材：白樺MDF スウェーデン製

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。

●ハーブ by アストリッド・サンペ

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。

225-0004 トレーＬ ハーブ
価格： ¥5,900 (税別)
43cmx33cm ロット2

225-0003 トレーＳ ハーブ
価格： ¥ 3,800（税別)
27cmx20cm ロット2

211-0002 ボード角 ハーブ
価格： ¥ 4,000 (税別)
30cmx20cm ロット：2

225-0028 トレーS
ハーブレッドｘイエロー

211-0015 ボード角
ハーブレッドｘイエロー

225-0027 トレーL
ハーブレッドｘイエロー

225-0029 トレーL
ハーブ オレンジｘオリーブ

225-0030 トレーS
ハーブ オレンジｘオリーブ

211-0016 ボード角
ハーブ オレンジｘオリーブ

212-0003 ミニボード２枚セット
ハーブ 価格：￥2,900（税別）
サイズ：18x12cm
ロット：1（2枚セット）

226-0001 ボードサークル ハーブ
価格： ¥3,100 (税別)
D21cm ロット：2

226-0012 ボードサークル ハー
ブレッドｘイエロー

226-0013 ボードサークル
ハーブ オレンジｘオリーブ

226-0021 ボードサークル
ハーブブラック

225-0068 トレーロングハーブブラック
価格： ¥ 3,800（税別)
32ｘ15cm ロット2

●フィッシュ by マリアンヌ・ニルソン
『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。

マリアンヌ・ニルソン

225-0002 トレーＬ
フィッシュ

225-0001 トレーＳ
フィッシュ

211-0001 ボード角
フィッシュ

226-0002 ボードサークル
フィッシュ

212-0002
ミニボード２枚セット
フィッシュ

●イタリアン・フラワーシェルフ by オーレ・エクセル

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。

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。何の植物なのかなぁ、とよくよく見ていると、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。またよくよく見ていると、植物だと思った物
は小鳥のデザインだったり、人の横顔だったり・・・。見ていて飽きません。 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！

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

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。
223-0203 コースター
ファンタジックで遊び
イタリアン・フラワーシェルフ 心に溢れる魅力的な
デザインの数々です。

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。

●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（税別）43 x 33cm
ロット：2

225-0015 トレーS
価格：3,800（税別）
27 x 20cm ロット：2

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

211-0009 ボード角
価格：￥4,000（税別）
30 x 20 cm ロット：2

226-0010 ボードサークル
価格：￥3,100（税別）
D21cm
ロット：2

●ベラミ by マリアンヌ・ウェストマン

223-0201 コースター
4枚セット
価格：￥2,700（税別）
1枚10 x 10cm
ロット：2

1950年代に誕生したベラミデザインは、ブルーの地になんともかわいらしい白い花びら。この花は、実は桜の花のデザインです。シンプルながらに存在感のある魅力的なデザインです。

225-0020 トレーL
ベラミブルー

■キッチンワイプ

225-0019 トレーS
ベラミブルー

226-0011 ボードサークル
ベラミブルー

価格：580円 サイズ：20ｘ18ｃｍ 素材：コットンｘセルロース ロット：３

225-0035 トレーS
ベラミオレンジ

226-0016 ボードサークル
ベラミオレンジ

■ペーパーナプキン
価格：￥940税別） サイズ：17ｘ17ｘH2ｃｍ （広げたら33ｘ33ｃｍ）
素材：紙 ロット：３ ＊２０枚入り

215-0701
ハーブ ブルー

215-0702
フィッシュ

215-0705
ハーブ
オレンジxグリーン

215-0713
イタリアンフラワーシェルフ

215-0706
ハーブ
レッドxイエロー

215-0714
ハッピー・バードデイ

215-0716
ハーブ ブラック
242-0001 ハーブ

215-0703
フォックス

215-0712
アップル オリジナル

■オーブングローブ

242-0011 ポモナ

242-0004 マッシュルーム

242-0002 フィッシュ

242-0007 ベラミブルー

242-0008 ピクニック

242-0009 ベラミオレンジ

242-0010 フリスコ

価格：¥ 2,800(税別) サイズ：29cm x 21cm(最長部) 素材：コットン、リネン ロット：2

213-0211
ハーブ

■ポットマット／オーブンミトン

213-0201
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

価格： ¥ 1,800(税別) 素材：コットン、リネン サイズ：23cm x 23cm ロット：2

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

■アルメダールス オリジナルクッションカバー
価格：￥3,500(税別) サイズ：45ｘ45ｃｍ ロット：１ 素材：コットン100％ （ハーブ柄はコットン45％リネン55％）

アルメダールス社の工場で、日本向けオリジナルクッションカバーを作りました。美しいデザイ
ン、カラーのクッションカバーはインテリアの素敵なアクセントになります。 ＊Made in EU.

■プレースマット

気軽に使えて便利なプレースマットに新柄登場！

価格：900円（税別） サイズ：40ｘ30㎝ 素材：プラスチック（再生ペットボトル） ロット：2
722-0113
722-0114
722-0115
722-0116

new!
new!
new!
new!

ハーブ
フィッシュ
ピクニック
ポモナ
831-0002
「ハーブ」レッドｘイエロー

831-0001
「ハーブ」ブルー

831-0004
「イタリアンフラワーシェルフ」
722-0110 マンボ

■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（税別） 素材：リネン55％ｘコットン45％ サイズ：90ｘ70ｃｍ ロット：1

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。

■トムテ・ニッセコレクション

241-0075
キッチンタオル
価格：￥2,000（税別）
サイズ：47x70cm
ロット：2

アルメダールス本社が認めた正
規品のみがつけられる紙タグ付。
もちろん、ロゴ入りの布タグ、洗
濯表記（英）もついています。

722-0111 ピッケピン

722-0112 ドット

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。

831-0005
「ベラミ」

831-0003
「ハーブ」オレンジｘオリーブ

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。

216-0007
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・コレクション

価格：¥2,500（税別） 38ｘ30ｘ10ｃｍ ロット2

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。

412-0308
「ストリート」

412-0306
「ベラミ」ブルー

412-0303
「ハーブ」
ブルー

412-0305
「ハーブ」
レッドｘイエロー

412-0307
「ポモナ」

412-0302
「フリスコ」

412-0304
「ハーブ」
オレンジｘオリーブ

412-0301
「ピクニック」

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。
＊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。

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

●アルメダールス豆知識
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。

243-0102
テーブルランナー
価格：￥3,600（税別）
サイズ：45ｘ140cm
ロット：2

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

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

242-0011
ペーパーナプキン new!
価格：¥940（税別）
33x33ｃｍ
ロット：3

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。

215-0709
キッチンワイプ
価格：￥580（税別）
サイズ：18x20cm
ロット：3

北欧のクリスマスに欠かせないのは、顔が隠れるほどのもじゃもじゃのひげで帽子を目深にかぶった一風変
わった「トムテ」の存在です。元々は北欧の民話に登場する森の妖精だったトムテたちは、家に住み着いて
その家や家族を守ってくれると信じられてきました。今でも、クリスマスイブには家の軒先にトムテたちの大好
物と言われるミルク粥をお供えし、家族もその日は皆でミルク粥を食べるという習慣があります。
そんな風に昔から人々に愛されてきたトムテたち。見れば見るほど愛らしい北欧トムテ、北欧の職人たちが
心をこめて手作りしました。
素材：木、ウール、トナカイの毛、羊の毛 ＊全て手作りのとなります。サイズ、表情などに多少の個差がありますのでご了承ください。

★ハンドメイドのトムテシリーズの商品は受注発注となります★
受注締切：9月23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：11月初めごろから
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・ヘムスロイドのクリスマス
●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

751-0707 new!
トムテとホース
価格：¥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0708 new!
トムテパパ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

751-0709 new!
トムテママ
価格：￥2,500
Ｈ15ｃｍ（帽子含）

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

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

751-0712 new!
つえのトトムテ
価格：￥2,100
Ｈ13ｃｍ（帽子含）

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

●フィギュアミニシープ （byスペーゲル）

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

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。家
の色には個差があります
のでご了承ください。

751-0706
アコーディオントムテ
価格：￥2,600
Ｈ8ｃｍ

●スウェーデンのクリスマスポストカード by アンナ・リンデルホルム

●クリスマスドールプレゼントパック

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

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！
＊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）

722-0604
トムテのワークショップ

722-0605
森の休憩所

722-0601
トムテの休息

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）

722-0607
サンタ・ルシア

751-0722
リンゴンドール
プレゼントパック
価格：￥2,800（税別）

751-0723
リトルトムテ
プレゼントパック
価格：￥2,800（税別）

722-0606
トナカイの休憩

722-0602
屋根裏のトムテ

722-0603
トムテのレース

722-0608
プレゼント

■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。スウェーデンダーラナ地方を拠点
にした家族経営の小さな会社です。
●動物とトムテたち
＊フェルトのレッド色のニュアン
●フェルトサンタ
スが若干異なる場合がございま
すのでご了承ください。

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。

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

ロット：1

751-0813
トムテボーイ・ホース
価格：￥1,600（税別）
H8cm ロット：2

751-0814
トムテガール・ホース

752-0016
トムテボーイ・ホースS
紐付き価格；￥1,000（税別）
H5cm ロット：２

752-0017
トムテガール・ホースS
紐付き

●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

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Ｍ
¥1,500 Ｈ6.5ｃｍ
751-0102 レッド
ロット：2

●ひげトムテ（羊のひげ）

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

価格：￥900（5㎝） ￥1,200（7㎝） ロット：2

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

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

●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㎝ 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 new!
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。

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。

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

■ヴェンラ
サンタクロースの故郷といえば、「ラップランド」地方と言われる北欧の北極圏と言われていま
す。正確には、このラップランド地方にあるフィンランドの「ロバニエミ」という小さな街にサンタ
クロースの家があると言われています。また、ラップランド地方にはサーミ人という少数民族
が生活しています。独自の言語や文化を持つサーミ人たちに伝わる色彩豊かな民族衣装も
この地方独特のものです。
こちらに紹介するクリスマスアイテムは、このロバニエミ市にある小さな工房のアイテムです。
サンタクロースの故郷から、本物のクリスマスをお届けします。
＊ロバニエミ市は、北欧の北の果て、北極圏の中に位置します。＊ディット・ダットはVENLAの日本総代理店です。

●トムテ人形 素材：木、フェルト、ウール ロット：2

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

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

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

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

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

754-0201
オーナメント「トムテ」
価格：￥1,470（税別）

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

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

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

●クリスマスのマグネット 素材：木、フェルト ロット：2

754-0006
754-0007
ミニラップランドガール
ミニラップランドボーイ
価格：￥1,470（税別）
価格：￥1,470（税別）
Ｈ6ｃｍ
Ｈ6ｃｍ
＊ラップランド地方のサーミの伝統衣装を身にまとった愛らしいドー
ルたち。

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

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

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

754-0301
ブルーノ
価格：￥1,300

■ピーバ

754-0302
フィンランドコテージ
価格：￥1,500

754-0304 ラップランド
価格；￥1,100
トナカイ遊牧を行うサーミ人が暮らすテントのモチーフです。

北欧の北極圏、サンタクロース村のあるロバニエミ市で小さな工房をもつPEEVA。近くの森でとれる木や松ぼっくりを使って、
愛らしいトムテを作っています。素材から製造全てがフィンランドで行われている、メイド・イン・フィンランドのアイテムです。

●ウッドプラットフォーム
小さな木の上に乗ったトムテです。価格：1,600円（税別） サイズ： 10ｘ10ｘH10ｃｍ ロット：1
755-0012 new!
ウッドプラットホーム
ボーイ

755-0013 new!
ウッドプラットホーム
ガール

●オーナメント＆マグネット

●松ぼっくりマグネットドール「マリメッコテキスタイル」
フィンランドを代表するテキスタイル、マリメッコを使った愛らしいマグネットドールた
ち。背面にマグネットが付いていて、冷蔵庫などにメモを張り付けることができます。
価格：1,600円（税別） 高さ9-10ｃｍ ロット：２

755-0101 new!
ウニッコレッド

755-0103 new!
ウニッコブルー
755-0016 new!
オーナメントボーイ

755-0102 new!
ウニッコイエロー

価格：1,400円（税別） サイズ：H8-9ｃｍ ロット：2

755-0017 new!
オーナメントガール

755-0014 new!
マグネットボーイ

755-0015 new!
マグネットトガール

755-0109 new!
ウニッコネイビー

北欧商品ＯＥＭ製造のご案内
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。セールスプロモーションのツールとして、
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
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、また素材の良さから、今ではスウェーデンの一般各家庭で圧倒的に最も多く普及しているふきん
です。またスウェーデンのみならず、ヨーロッパ、アメリカでも広く親しまれています。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
い用途にご使用いただけます。日本でも一度使ったらやめられないとリピーターになる方が多く、
キッチンの新しい常識になっています。

素材は、植物の再生繊維であるセルロースとコットンから作られています。100％天然素材を使った
エコなアイテムです。
●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。

■印刷にあたって
スウェーデンで、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ので、Made in Swedenの表記を入れることも可
能です。
●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： 180 x 200mm （印刷範囲152 x 180mm)
257 x 315mm （印刷範囲238 x 280mm）
157.5 x 257mm （印刷範囲130 x 238mm)

パステル系：ピンク、グリーン、イエロー、
グレー

型抜きや特殊サイズも可能です。

●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：12色よりお選びください。50枚ごとに色アソートも可能です。

オフホワイト、グレー、イエロー、パープル

●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。

ピンク、ブルー、グリーン、オレンジ
過去の印刷例。

■ご注文から納品までの流れ
約1週間
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会社概要

お取引について

日本事務所

ご注文のながれ

会社名：

■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
担当者名 ６） ご連絡先 ７） お届け先

所在地：
４） 貴社名

５） ご

■ご入金確認後、商品を発送いたします。

Ｅｍａｉｌ：
ＨＰアドレス：
担当：
担当Email:

返品・交換について

スウェーデンオフィス

■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。

会社名：
所在地：

■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。

■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。

代表者：
会社登録番号：
設立：
事業内容：

株式会社 アイ・フェローズ
北欧雑貨ディット・ダット部門
167-0053
東京都杉並区西荻南2-27-10
TEL：03-6454-2481 FAX：03-6454-2483
info@ditt-datt.com
www.ditt-datt.com
岩崎十三（いわさき じゅうぞう）
juzo@ditt-datt.com

Dahlman Design Trade
Kallkärrsvägen 35
141 41 Huddinge
SWEDEN
TEL/FAX：+46 8420 388 98
Yoko Dahlman （ ダールマン 容子）
7609094185
2007年5月
北欧デザイン・雑貨・ビンテージの卸販売

■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%となります。＊グスタフスベリ陶磁
器製品は掛け率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/FAX ： +46 8420 388 98 （スウェーデン）
＊ホームページにて常時新商品や最新情報を更新します。
＊フェイスブックにて最新情報やスウェーデン生活情報をご覧ください。
http://www.facebook.com/ditt.datt または、フェイスブックで「ディット・ダッ
ト」で検索！

Yoko Dahlman
yoko@ditt-datt.com

Petter Dahlman
petter@ditt-datt.com

Juzo Iwasaki
juzo@ditt-datt.com

