2015秋冬新着商品のご案内

自然を美しいと思うこと。
良いものを長く丁寧に使うこと。
家族や友人、身近な人たちを大切にすること。
自分自身を大切にすること。
北欧の人達が昔から大切に考えている、
そんなシンプルな事たちが、私たちの暮らしを素敵にしてくれる。
ディット・ダットは、
北欧スウェーデンより、自然や人を愛する心と共に
グットデザインな良品をお届けします。

サンドラ・イサクソンは、グラフィックデザインとイラストレー
ションの修士学位を持つスウェーデン人アーティストです。
北欧スカンジナビアのレトロなデザインと、彼女が旅行で訪
れた様々な国や文化からインスピレーションを受けデザイ
ンするサンドラのアート。作品いっぱいにちりばめた色使い
と、はっきりしたパターンが特長のサンドラのアートは、まぎ
れもない北欧スカンジナビアンスタイルです。
自然をリスペクトし、森や木や花、動物、鳥のモチーフを多
く用いています。自然の中で時間を過ごすことが私たちに
とって一番の幸せ。また未来を担う子供たちにとっても、自
然を身近に感じる事がとっても大切だと考えています。「自
然」と「家族」は、サンドラにとって最大のテーマです。
1950年代の古き良き北欧スウェーデンのレトロなデザイン
からインスピレーションを受け生み出されるサンドラのデザ
インは、現代のモダンなホームにマッチする新しいノル
ディックデザインです。

サンドラのデザインは、Glamour、Martha Stewart Livingや Elle Décorなどの世界各国の多数のライフスタイ
ル雑誌で紹介されています。また、ステーショナリー、子供服、ベビー用品、家庭用品など様々な分野の
メーカーにデザイン提供を行っています。
プライベートでは、3人の男の子のママ。サンドラにとって、家族や子供はかけがえのない存在です。良いデ
ザイン、良い品質の製品づくりへのこだわりは、未来を担う子供たちへの大切なメッセージでもあります。

デザイナー：サンドラ・イサクソン
グラフィックデザインとイラストレーションの修士
学位を持つサンドラ。
スウェーデンで生まれ育ち、現在はイギリス南
部の小さな街でデザイン活動を行っています。
スウェーデンの自然や50-70年代の北欧レトロ
インスピレーションを受けたデザインたちは、個
性あふれる魅力を放ちます。
プライベートでは3人の男の子のママ。サンドラ
にとって、家族や子供がかけがえのない存在で
す。製品づくりへのこだわりは、未来を担う子供
たちへの大切なメッセージでもあります。

サンドラ・イサクソンがメインデザイナーを務めるブランドISAK。“Beautiful Happy Things”をモットーとし、遊び心あふれるスカンジナビア・デザイ
ンを繰り広げます
ISAKのこだわりはデザインだけでなく、できるだけ良い素材を使うこと、長年愛用することのできるクオリティであること、製造過程に責任を持つ
ことなど、製品に対して「誠実であること」。過去を尊重し、未来を守っていくこと。私たち大人が良い商品を選ぶことを通して、未来を担う子供た
ちに地球や自然、そして自分たち自身を大切にすることを伝えていきたい。そんなこだわりを持った商品展開を行っています。
●キッチンシリーズ
キッチンの様々なイメージをデフォルメした形でデザインしたシリーズです。北欧レトロの魅力的なデザインたちが便利なキッチ
ンウェアになりました。少しずつ異なるデザインですが、シリーズで揃えると統一感が出て益々オシャレなキッチンに。

650-0021
コーヒーカップ＆ソーサー ペア 「キッチン」
価格：5,000円（税別）
ロット：1（２つセット）

650-0041
マグカップ「キッチン」
価格：1,800円（税別）
ロット：1

●642-0005 アートポスターＡ２「キッチンの棚」
価格：4,000円（税別） ロッ：1 サイズ：A2（59.4ｘ42ｃｍ） 素材：リ
サイクルペーパー300g/m2 印刷には植物性インクを使用したリ
トグラフ印刷が使われています。イギリス製。

650-0001 プレートＳ 「キッチン」
価格：1,200円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ16.5ｃｍ

琺瑯のお鍋やポット、可愛いデザインのテーブルウェア
など。北欧レトロな雰囲気あふれるデザインのポスター
です。キッチンや、インテリアのアクセントに。

650-0002 プレートＭ 「キッチン」
価格：1,850円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ21.5ｃｍ

●蓋付ボウル キッチンシリーズ
ぴったりサイズの蓋が付いた便利なボウル。ボウルに残った食品は蓋をしてそのまま冷蔵庫へ。食べる時は、蓋を外して電子レンジでチンしてそのままテーブルに出へ。また蓋をプレートとして、ボウルとプレートのセット
のように使う事も。１つの商品で様々な使用展開が可能です。（蓋は密封式ではありません）

650-0031 蓋付ボウルＳ 「キッチン」
価格：3,000円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ11.5ｃｍ

650-0033 蓋付ボウルＭ 「キッチン」
価格：4,000円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ14ｃｍ

●ファミリエンシリーズ
「ファミリエン」とは、スウェーデン語で「家族」の意味です。子供たちやパパ、ママなど、家族をモチーフにしたデザインシリーズが誕生しました。大切な家族や友人たちと楽しむ食事のシーン。
子供や家族のデザインは、皆で使うキッチンウェアにぴったりのデザインです。

650-0121
コーヒーカップ＆ソーサー ペア
「ファミリエン」
価格：5,000円（税別）
ロット：1

650-0111
ボウルS 13ｃｍ「キッズ」
価格：1,300円（税別）
ロット：1
サイズ：Ｄ13ｃｍ

650-0113
ボウルM 15ｃｍ「アダルト」
価格：1,500円（税別）
ロット：1
サイズ：Ｄ15.5 ｑｃｍ

650-0141
マグカップ「キッズ」レッド
価格：1,800円（税別）
ロット：1

650-0142
マグカップ「キッズ」ベージュ
価格：1,800円（税別）
ロット：1

●CHILDREN ON THE EDGE活動について
サンドラは、イギリスのチャリティー団体「Children on the Edge」へのチャリティ
活動を行っています。 「Children on the Edge」は世界中の援助を必要とする
子供達のために設立された団体です。
サンドラはオリジナルのグラフィックデザインでChildren on the Edgeオリジナ
ルカレンダーを作ったり、毎年12月にはスウェーデンのクリスマスイベントであ
る「アドベント」にちなんだ「アドベントカレンダー」活動を行い、12月の毎週日
曜日にＩｓａｋ商品をeBayのオークションで販売したりしています。これらの活動
で得る利益は全額チャリティの寄付されます。
こういった活動を通し、援助を必要とする子供たちをサポートするとともに、こ
のような活動を行う姿を子供たちに見せる事で、子供たちに大切な何かを伝
えたいと考えています。

●アートポスター
遊び心にあふれるユニークなデザインに、それぞれに英語の曜日や月、アルファベット等も記載されており、学習ポスターにもなっています。もち
ろん、リビングやキッチンでもユニークで素敵なアクセントに。各ポスターは、それぞれ曜日、月、アルファベット、数字がかかれています。
価格：4,000 円（税別） ロット：1 サイズ：A2（59.4ｘ42ｃｍ） 素材：リサイクルペーパー300g/m2 印刷には植物性インクを使用したリトグラフ印刷が使われています。イギリス製。

642-0001
ポスターA2 「キツネとうさぎ」
＊上部の丸の中に英語の曜日が記載されていま
す。

642-0002
ポスターA2 「３匹のくま」
＊上部丸の中に英語の月が記載されています。

642-0003
ポスターA2 「ハイアワサ」
＊上部丸の中に英語のアルファベット（小文字）
が記載されています。

642-0004
ポスターA2 「アリババ」
＊上部丸の中に数字の０から９が記載されています。

●木製トレーS
世界中で愛される様々な物語をテーマにした木製トレー、「フェアリーテール」シリーズのデザイン。トレーとしてだけ
ではなく、北欧では簡単なお皿代わりに、また持ち運びのできるプレースマットのようも使われ愛用されています。
価格：3,800円（税別） ロット：1 サイズ：27ｘ20ｃｍ 素材：白樺重ね材 スウェーデン製。

641-0101
木製トレーS「キツネとうさぎ」
ロシアの昔話。氷でできたキツネの家と木の革で
できたウサギの家をめぐるお話。

641-0102
木製トレーS「３匹のクマ」
イギリスの童話。森で暮らす3匹のクマの家に迷
い込んだ女の子のお話。

641-0103
木製トレーS「ハイアワサ」
アメリカに伝わるインディアンの戦士伝説。北欧
神話の「カレワラ」に共通するイメージがある。

裏面には物語
の概要が印刷
されています
（英語）。

641-0104
木製トレーS「アリババ」
イスラム世界に古くから伝わる、アリババの冒
険物語。

コラボレーションについて
SANDRA ISAKSSONは様々なコラボレーション、デザイン提供を行っています。北欧のレトロ感あふれる愛らしいデザイ
ンで、御社のオリジナルプロダクトを作りませんか。
アートは既存のものを使用するほか、各企画に合わせてデザイナーがデザインやコンセプトのご提案も可能です。どう
ぞお気軽にお問い合わせ下さい。
過去のコラボレーション例：
Case Scenario（携帯ケース、タブレットカバー）、Three Little Tree（子供服）、teNues（ステーショナリー）、Marks&Spencer
（パッケージデザイン）、ヤクルト（パッケージデザイン）、SkipHop（ベビー用品）他

ミッドセンチュリーと言われる1950-80年ごろ、スウェーデンを代表する陶磁器メーカーグスタフスベリで活躍したスティグ・リンドベリ。
現在北欧ビンテージの代名詞ともなりつつある、斬新な陶磁器のデザインたちが有名です。R当時、リンドベリのデザインは、それま
での家庭用陶磁器デザインの常識をひっくり返すもので、あまりの斬新さに実はグスタフスベリの営業チームに製品化を大反対され
たそうです。ところが、実際に製品化され世に出てみると、多くの一般スウェーデン人たちに大歓迎され、大変な売れ行きだったそう
です。
時には反感を買っても、自身のスタイルを貫き遠したリンドベリ。その信念の強さこそが、妥協ないすばらしいデザインを世に出す原
動力となるのでしょう。リンドベリが当時世に出したデザインたちは現在でも驚くほど新鮮で、色あせるどころか益々魅力を放ち、
様々な復刻版となり生まれ変わり、世界中の人に愛されています。

スティグ・リンドベリ

ブルースコレクション

1960年代半ば、リンドベリは「ブルース」というメラニンのキッチンウェアシリーズをうみだし
ました。割れにくく使いやすいメラニンキッチンウェアは瞬く間に人気を博しました。現在で
もビンテージのコレクターアイテムとしてオリジナルのブルースシリーズは世界中で愛され
ています。
2015年に復刻発売されたブルースシリーズは、当時のデザインを忠実に再現したメラニン
シリーズを初め、キッチンアイテムとして北欧の一般家庭で愛用されている白樺ＭＤＦ素材
のトレーやポットマット、再生ペットプラスチックのプレースマット、そして北欧ではおなじみ
のコットンｘリネン素材のさわやかなキッチンタオルが揃いました。キッチンタオルは手や皿
を拭いたり、前掛けのように使ったり、テーブルセンターのように使ったり、様々な楽しみ方
があります。

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（150ｍ
ｌ）
価格：2,100円（税別） ロット：1
素材メラニン

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

241-0301
ブルースキッチンタオル70ｘ50ｃｍ
価格：2,000円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

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

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

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

722-0120
ブルース プレースマット 40x30cm
価格：950円（税別） ロット：1
素材：再生ペットプラスチック

241-0302
ブルースキッチンタオルＳ 50ｘ30ｃｍ
価格：1,300円（税別） ロット：1
素材：リネン55％ｘコットン45％

スティグ・リンドベリ

デザインカード

スティグ・リンドベリが、クリエイティブディレクター時代に毎年１枚ずつ「クリスマ
スカード」としてデザインしたのがこちらのカードです。陶磁器デザインが有名な
リンドベリですが、実は絵本やカードの挿絵やテキスタイルデザインなどのグラ
フィックデザインの分野でも素晴らしい作品を多く残しています。このカードは、
1949-57年にグスタフスベリ社のアートディレクターを務めていたリンドベリが、
毎年自社のクリスマスカードとしてデザインしたレアなデザインです。若きリンド
ベリのあふれるような才能、そして自身が信じるデザインへの強い信念が感じら
れる個性的なカードたちが、復刻生産されました。カードとしてだけでなく、額に
入れて小さなアートポスターのように使うのも素敵です。

●商品詳細
20ｘ10ｃｍの縦長サイズ、ダブルのカード。内側は無地になります。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。
価格：900円（税別）＊封筒セットになります。サイズ：カード20ｘ10ｃｍ 封筒22.3ｘ11ｃｍ ロット：5/柄

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」

110-0008
リンドベリカード「ブルー」

110-0009
リンドベリカード「帽子」

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

フィンランドの首都ヘルシンキを拠点に活躍するデザインチーム「デコランド」。天然素材、ハンドメイドにこだわっ
たプロダクトづくりを行っています。

■デコランドのこだわり■
LOVE FOR NATURE 自然を愛すること。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。
＊以下掲載以外のデコランドアイテムはディット・ダットの本カタログをご覧ください。＊全商品ロット１からご注文頂けます。

●クッションカバー
しっかりとした厚みのあるフェルトに、小さな1㎝のフェルトボールがデコレーションに。ソファのクッションとしても、フロアクッションとしても活躍します。
デコランドがこだわるハンドメイドが凝縮された特別なアイテムです。

325-0111
クッションカバー45ｘ45ｃｍ
価格：15,000円
素材：100％ウール

325-0102
クッションカバー グレー

325-0103
クッションカバー ライム

ハンドメイドで作られたしっ
かり厚みのあるフェルトシー
トがベースになっています。
内側はコットンの裏地が取り
付けられています。フロア
クッションのように座って使っ
てもヘタレにくい耐久性の高
いクッションカバーです。

●フェルトボールのラグ

●ウォールフック

丁寧なハンドメイドで作られた2㎝のフェルトボールのラグ。フィンラン
ド人が愛する自然の岩をイメージしたカラーバリエーションです。
価格：38,000円（税別） ロット：１ 素材100％ウール

白樺材を重ねたプライウッドとハンドメイドのフェルトボールを
組み合わせたユニークな商品。木ねじで壁に固定するので、
バッグやウールのコートなど重さのある物にも使えます。

325-0303 ラグＤ８０ｃｍ
グラフィートｘグレー

325-0306 ラグＤ８０ｃｍ
グレーｘブルー縁

327-0002
プライウッドｘフェルトフックＳ
Ｄ6ｃｍｘＨ4.5ｃｍ
価格：4,500円 ロット：1
素材：白樺、ウール

327-0001
プライウッドｘフェルトフックＭ
Ｄ12ｃｍｘＨ6ｃｍ
価格：6,500円 ロット：1
素材：白樺、ウール

止めねじ付き木ねじで
壁にフックを固定しま
す。

●チェアシート
温もりたっぷりのフェルトのチェアシート。定番のスクエアのタイプと、ラウンドのタイプ。かたい座面に置くと驚くほど心地よい座り心
地になります。ゆっくり座っておしゃべりを楽しみたい、北欧のライフスタイルには欠かせないアイテムです。

325-0501
チェアシートラウンドマルチＤ35ｃｍ
価格：10,000円（税別）

325-0401
チェアシート角マルチ39ｘ37ｃｍ
価格：12,000円（税別）

325-0407
チェアシート角 ナチュラルｘホワイト
価格：12,000円（税別）

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

