
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。

日本事務所
(株）アイ・フェローズ
北欧雑貨ディット・ダット
〒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

スティグ・リンドベリ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、
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。

ウェブ
www.ditt-datt.com
フェイスブック
http://www.facebook.com/ditt.datt

2016年新着商品のご案内

2016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。

スウェーデン事務所 (English) 
Dahlman Design Trade
Kallkarrsvagen 35, 14141 Huddinge Sweden
TEL +46 8420 388 98
yoko@ditt-datt.com



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

651-0012 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

651-0008 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

651-0013 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

651-0001 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

651-0002 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

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・リンドベリ生誕100周年 ベルサ

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

651-0006 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

651-0005 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

651-0014 ノートブックA5
価格：2,000円（税別） ロット：2
素材：紙
サイズ：A5（21.4ｘ14.5ｃｍ）
スウェーデン製
＊９６ページ、罫線入り、しおりバンド付き。ページ上部に数字（日
にち）、月名が記載されています。外表紙はハードカバーです。

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。

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。



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。

SKANDIUMは、1999年に3人のスカンジナビア人により創立され、以来そのハイセンスなセレクションで一目置かれる存在となりました。現在はイッ

タラ、アラビア、ハガネス、マリメッコ、ウッドノートなど著名北欧ブランドのイギリスの総代理店としても注目されています。

スティグ・リンドベリ びしょ濡れ靴のダニエル

652-0001 ダニエルマグ
「ダニエル」レッド

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：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。

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

●キッチンタオル

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

底面にはリンド
ベリのサインが
入っています。

●マグカップ

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
プは長辺、短辺の2か所についています。



スティグ・リンドベリ バレット BALETT

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

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

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

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

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。

250-0021
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

250-0024
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。

250-0023
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。

250-00027
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

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。

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。

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。

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

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。



スティグ・リンドベリ ブルース BLUES

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。

250-0003
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。

250-0007
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

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。

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。

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

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

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

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

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％

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％

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

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。



その他の新アイテム

110-0001
リンドベリカード「赤い手袋」

110-0008
リンドベリカード「ブルー」

110-0004
リンドベリカード「吹き出し」

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」

110-0003
リンドベリカード「
白いキャンドル」

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

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。

スティグ・リンドベリ デザインカード

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。

■ムーミン
ブルーのカラーが大人っぽい「トーベ・ノルディック」とさわやかなグリーンカラーがきれいな「フローレン・サマー」シリーズ。どこか幻想的で物語性、アート性の高い雰囲気が魅力的です。

デティールまでこだわったデザインは見れば見るほど引き込まれるデザインです。本国フィンランドを始め、世界中で時代を越え人々を魅了し続けるムーミンの世界です。

215-2620 キッチンワイプ
トーベ・ノルディック
「スリーピングムーミン」

215-2621 キッチンワイプ
トーベ・ノルディック
「フローレン」

215-2619 キッチンワイプ
フローレン・サマー

242-0104 ペーパーナプキン
トーベ・ノルディック

242-0105ペーパーナプキン
フローレン・サマー

711-0609 「ヘラジカ」 711-0610 「ダーラヘスト」

●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

711-0612 「トナカイ」 711-0613 「スウェーデン」 711-0611 「ハウス」

●木製トレーS 「ストックホルム市庁舎」

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。

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

711-0808 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 サマー

711-0809 木製トレーS
「ストックホルム市庁舎」 ウィンター

●キッチンワイプ 「ダーラヘスト＆クルビッツ」

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。伝統

的なクルビッツ柄と組み合わせてノスタルジックなデザインです。

■スカンジナビスク・ヘムスロイド

215-0503 キッチンワイプ 「ダーラヘスト＆クルビッツ」
価格：550円（税別） サイズ：20ｘ27ｃｍ
ロット：3 素材：セルロース70％ｘコットン３０％

●キッチンワイプ

価格：580円（税別） サイズ：20ｘ18cm  ロット：5 素材：セルロース70％ｘコットン３０％
●ペーパーナプキン

価格：700円（税別） サイズ：17ｘ17ｘH2ｃｍ（広げた1枚は35ｘ35ｃｎ） ロット：5 素材：紙

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。



サンドラ・イサクソン SANDRA ISAKSSON

ミッドナイトサンは、シンプルでシックなカラーを使った少し大人なISAKの新コレクションです。

北欧に住む人たちにとってかけがえのない存在である太陽。そして春夏秋冬移り変わる北欧の自然や人々の生活。

ミッドナイトサンは、そんな北欧の夏と冬、白と黒、そして光と闇にインスピレーションを受けて生まれたデザインです。

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）
サイズ：カップ Ｄ9.5ｘＨ6.5ｃｍ
ソーサー：Ｄ15ｃｍ

650-0005 ボウル平底ミニ
「キッチン」
価格：1,300円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ10ｃｍ
＊オリジナルボックスは5個入り

のため、５点のご注文に限りボッ
クス入りとなります。

650-0006 ボウル平底M
「キッチン」
価格：1,600円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ13.5ｃｍ

650-0007 ボウル平底L
「キッチン」
価格：2,000円（税別）
ロット：1 サイズ：Ｄ18ｃｍ

650-0004 ミニプレート
「キッチン」
価格：1,000円（税別）
ロット：1 サイズ：D10cm
オリジナルボックスは5個入
りのため、5点のご注文に限
りボックス入りとなります。

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

●キッチンシリーズ

北欧レトロの魅力的なデザインが、使いやすいキッチンウェアになりました。北欧のキッチンには欠かせな

い飾り花、また北欧でおなじみのえんどう豆やカブなどの野菜をデフォルメした愛らしいデザインたち。ほっ

こり心温まる70年代の北欧のキッチンのイメージです。また、オリジナルボックスもデザイン性が高く、ギフト

にもピッタリなアイテムです。

オリジナルボックスデザイン

●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。

650-0112
ボウルS 13ｃｍ「アダルト」
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

650-0142
マグカップ「キッズ」ベージュ
価格：1,800円（税別）
ロット：1
サイズ：Ｄ９ｘＨ8.5ｃｎ

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

●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を彩ります。

●ミッドナイトサン シリーズ ＊商品詳細は別紙の専用カタログをご参照ください。

デザイナー：サンドラ・イサクソン

サンドラ・イサクソンはスウェーデンの

森でトロールの一家に育てられまし

た！小さなサンドラはブルーベリーにキ

スをして、雲を彫って、虹を描いて。風

をかたどり、空から落ちるスノーフレー

クを細かく削って…そんな毎日を過ごし

ました。そして大人になった今、

Beautiful Happy Thingsを世界中に届け

るため、南イングランドにあるアトリエで

デザイン活動を行っています。

www.sandraisaksson.com

「ISAKの新しいコンセプトをずっと探して

いたの。そしてついにアイスランド、ス

ウェーデンそしてイギリスの中に見つけ

たわ。そう、それは私の家私の家族の

中にずっとあったデザインよ。これまで

のコレクションより少しシンプルで少し

静かなデザイン。これまでのISAKが少

し成長し大人になるようにと思ってデザ

インしたわ。私が愛するこのミッドナイト

サンシリーズを、どうか皆さんも愛してく

れますように。」

商品バリエーションは、サンドラ自身とサンドラ

の5人家族、その生活を映し出したもの。森の

中で料理して、ビーチでバーベキューを楽しむ。

寒い日にもブランケットにくるまって外に座り、

大好きな友人や家族を招いて楽しい時間を過

ごす。子供たちに物の価値を教えてサステイナ

ブルでハイクオリティなモノづくりをする。

製造元や素材探しにこだわり、持続可能でモラ

ルのあるモノづくりを行う事が、すべての人の

大切な家庭でISAKが愛され続けていける事だ

と信じています。



■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） ロット：1から

■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） ロット：1から

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。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。

■ロングマット「フェルトボール」

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 （税別） サイズ：D60ｘ20ｃｍ（1.5cmフェルトボール） ロット：１から

■ティーコゼ 隠れた人気アイテム、ティーコゼ。ぬくぬくした季節にぜひ愛用したいアイテムです。

■スクエアポットマット「フェルトボール」
価格：￥3,800 （税別） サイズ：20ｘ18ｃｍ（1.5cmフェルトボール） ロット：1から

321-0027 ラウンドポットマット

マルチポップ

321-0023 ラウンドポットマット

レッドｘオレンジ

321-0024 ラウンドポットマット

ライムｘブルー

321-0025 ラウンドポットマット

イエローｘグレー

321-0026 ラウンドポットマット

ブラックｘホワイト

321-0113 スクエアポットマット

レッドｘオレンジ

321-0111 スクエアポットマット

ライムｘブルー

321-0112 スクエアポットマット

イエローｘグレー

321-0114 スクエアポットマット

ブラックｘホワイト

321-0211ロングマット 20ｘ60ｃｍ

レッドｘオレンジ

321-0208 ロングマット 20ｘ60ｃｍ

ライムｘブルー

321-0210 ロングマット 20ｘ60ｃｍ

イエローｘグレー

321-0209 ロングマット 20ｘ60ｃｍ

ブラックｘホワイト

323-0111
レッドｘオレンジ

デコランド DEKORANDO

322-0206

ラウンドコースターL

マルチポップ

322-0202

ラウンドコースターL

レッドｘオレンジ

322-0203

ラウンドコースターL

ライムｘブルー

322-0204

ラウンドコースターL

イエローｘグレー

322-0205

ラウンドコースターL

ブラックｘホワイト

●ティーコゼ「ニット」 ●ティーコゼ「フェルト」

デコランドの定番ティーコゼ。マルチに加

えてオレンジカラーが登場しました。

価格：￥4,900（税別） 素材：ウール ロット

１から

323-0102 オレンジｘマルチ 323-0101 マルチ

＊定番マルチカラーアイテム等、その他のアイテムは、ディット・ダット2015-2016カタログをご参照ください。

ニットの帽子のようなデザインのティーコ

ゼ。編みの温もりあふれるアイテムです。

価格：￥8,800（税別） 素材：メリノ・ウール

ロット１から

323-0113
ブラックｘホワイト

323-0112
イエローｘグレー


