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FOOD - JAM

トルフォークゴード　スウェーデンジャム

スウェーデン「トルフォークゴード」のジャムは、白夜の太陽が植物に特別な味、濃く深い味わいを与え、

通常のベリーよりも濃い実が育つ、最高の環境で作られている、KRAV オーガニック認定の「安心」「安全」

「美味しい」ジャムです。

北欧の人々に愛され続ける
スウェーデン「Torfolk Gard」のジャムで
食卓にバリエーションを。

「KRAV」とは食料品に関係したエコラベルの認証を行っている組織。

無農薬であることはもちろん、いくつもの厳しい検査をクリアした商品にのみ

「KRAV」マークが与えられます。

Scandinavian Ecological Jam
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トルフォークゴード　スウェーデンジャム

FOOD - JAM

◆トルフォークゴードについて

スウェーデン・ヴァームランド地方の、川近く、深い森に囲まれた中にトルフォー

クゴードがあります。

窓の外に、鹿、エルクが見えるのも自然な光景で、無数の鳥、小動物もたくさん森

に住んでいます。

この環境を維持する為に、環境のことを再優先に考え商品を生産しています。

1977 年、カリ、グンナル ルンドグレンの両名により創業、後にオレとマリカが参加。

現在は 4 人のオーナーにより経営されています。

当初は、自給自足の生活スタイルで家畜を飼い、チーズを作り、手芸品等の生産を

していましたが、80 年代により販売を中心とした食料加工品を生産するようになり

ました。

グンナルは、KRAV（スウェーデンのオーガニック認定機関）の設立者の一人でもあ

り、有機農法の推進者でもあります。また、地域の人々を雇用し、広い視点に立ち、

地方の活性化にも役立っています、

設立当初より有機栽培を目的に KRAV ができる前から化学肥料を使わない野菜を育

てており、ジャムの生産においても純粋にジャムに必要な材料のみを使用し、不必

要な添加物や化学的なものは一切使用していません。

無駄なエネルギーは利用せず太陽光発電を主に利用し、家庭では木材を暖房や湯沸

かし用に利用しています。

＜会社の理念＞

・環境に悪い影響を及ぼすと考えられることは極力しない。

・環境に優しい新技術導入に協賛する。

・進化した技術により、より肥沃な土地を次世代に残す。

＜スローガン＞

・自分たちが食べたい（安全な）ものを生産する。
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FOOD - JAM

トルフォークゴード　スウェーデンジャム

◆商品ラインナップ

●リンゴンベリージャム
北欧原産のリンゴンベリー（コケモモの

一種）はビタミン C が豊富で酸味があり、

北欧ではミートボールなどの肉料理に欠

かせないジャム。

●ブルーベリージャム
北欧の野生種ビルベリー（ブルーベリー）

をたっぷりと使用した高級ジャム。濃い

紫色の、アントシアニンが豊富に含まれ

ています。

●クイーンジャム
スウェーデン王妃が愛した事からこの名

がつけられました。北欧の野生種ビルベ

リーとラズベリーをミックスして甘みと

酸味のバランスの良いジャムに仕上げて

います

●オレンジマーマレード
イタリア産のオーガニックオレンジを、

果実ごとたっぷり使用しています。ジュー

シーで爽やかな味わいなので、オレンジ

マーマレード特有の苦味が苦手な方にも

オススメ。

●シトラスマーマレード
イタリア産のオーガニックオレンジに、

グレープフルーツ、レモンのミックスマー

マレード。爽やかなシトラスの絶妙なミッ

クス感をお楽しみ頂けます。

●アプリコットジャム
スペイン産のオーガニックアプリコット

を、たっぷりと使用しています。濃厚な

果実の香りと甘酸っぱさがクセになる美

味しさです。

【トルフォークゴード　オーガニックジャム】

ロット　：12 入

容　量　：320g（クイーンジャムのみ 330g）

原産国　：スウェーデン

ブランド：トルフォークゴード（Torfolk Gard）

賞味期限：製造より約 2 年

上代：1400 円（税抜）

下代：770 円（税抜）

※現在庫のみ
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FOOD - HONEY

HUNAJA フィンランド産はちみつ

フィンランドには、はっきりとした四季があります。

冬は寒く暗く、春には自然が眠りから一気に目覚め、夏は太陽が明るく輝き、秋は長い冬への支度の季節。

森 と 湖 の 国 フ ィ ラ ン ド が 産 ん だ 、
世 界 最 北 端 の は ち み つ 。

Finnish Honey

特にフィンランド北部のラップランドでは、冬の間まったく太陽を見ることのできない「カーモス」と呼ばれる

期間が長くあるかわりに、夏になると「白夜」と呼ばれる何週間も太陽の沈まない期間があり、その季節のコン

トラストは特徴的です。

実は、フィンランドは蜂蜜が採れる最北の地なのです。

夏はミツバチたちが一年分のはちみつをせっせと集める季節。

北欧の夏は短いため、ミツバチたちは無駄なく必要な分だけを

効率的に集めようとします。

夏にしっかり働き、長い冬には巣で休む蜂たち。

短 い 夏 の 自 然 の 実 り を 効 率 よ く 凝 縮

短かく、自然の実りが凝縮された夏は、多種多様な野生の森の花々

を咲かせ、その特別な蜜を作業効率の良いミツバチが集める。

こうしてフィンランドのはちみつには、特有のこってりとした甘みとコクが生まれるのです。
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FOOD - HONEY

HUNAJA フィンランド産はちみつ

●伝統結晶はちみつ「スタンダードハニー」

フナヤウフトゥマの伝統的な結晶はちみつは、フィンランド産はちみつ

を自然にありのままに結晶化させています。

この結晶化した濃く固いはちみつは、スプーンで簡単にすくい取ること

ができ、口に含むととろりと溶ける、昔ながらのはちみつです。

●花はちみつ「クリームハニー」

フィンランドの伝統的な多種花はちみつ。

ラズベリーやクローバー、その他様々な種類の夏らしい花蜜が、それぞ

れのアロマとフレーバーをはちみつに与えています。

マイルドな味で濃い黄色をした多種花はちみつを撹拌し、柔らかく、簡

単にスプーンですくい取って頂けるよう仕上げています。

ロット　：10 入

容　量　：200g

原産国　：フィンランド

賞味期限：製造より約 1 年半

参考上代：1200 円（税抜）

●フナヤウフトゥマ

1969 年創業。フィンランド養蜂家たちによるオーナーシップで、用法業界で最も大きな企業に成

長しました。現在では、貴重な蜂蜜のパッケージング法の伝統を引き継ぎ、フィンランド中の養蜂

家から集まるはちみつを大切に容器に詰める傍ら、ミエレイネンなどのように消費者のニーズに応

える斬新な新商品開発を日々行っています。
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FOOD - SEAFOOD

Norwegian Smoked Salmon

本場ノルウェー加工
正統派スモークサーモン。
冷たく澄んだノルウェーの海で育ったサーモンは、引き締まった赤身に良質の脂が程よくのり、コクのある味わ

いが特徴です。

獲れたてのサーモンを数時間以内に加工したこだわりのスモークサーモンです。

ノルウェーの伝統をベースに、最先端技術を駆使し最高級の味わいを作り上げています。洋風、和風にお楽しみ

頂けます。

通常、お客様の元に届くまで何回かの冷凍が行われる事が多いのですが、こちらの商品はこだわりのワンフロー

ズン。鮮度も風味も違う、正統派のスモークサーモンです。

ノルウェースモークサーモン
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ノルウェー水産物審議会推薦の最高級スモークサーモン
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FOOD - SEAFOOD

● 700g（プリスライス）

●ホール（ノーカット）

◆商品ラインナップ

TROLL（トロール）サーモン

● 100g（スライス）

●ペッパースモークサーモン

ノルウェースモークサーモン

表面に大粒のペッパーをまぶし、高温でスモー

クしています。ブラックペッパーをピリッと

利かせた大人の味です。

内容量：300g、原産国：ノルウェー

食べやすく使いやすい 100g 小分けパック。

内容量：100g、原産国：ノルウェー

パーティやギフトにも最適な 700g サイズ。スラ

イス済みなので、解凍後すぐにご利用頂けます。

内容量：700g、原産国：ノルウェー

約 1kg のお徳用サイズ。

ノーカットの為、お好みの大きさにカットでき、様々な使い方が可能です。

内容量：900 〜 1300g、原産国：ノルウェー
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◆和風スモークサーモン（トラウト）

5 つ星のノルウェーサーモントラウトを富士

山湧水仕込のこだわりの醤油「天野醤油」と

最高級ブランデーに漬け込み、じっくりとス

モークしました。

しっかりとした食感と、芳醇な味わいをお楽

しみください。

内容量：100g、原産国：日本、原料原産国：

ノルウェー

◆サーモンロイン（刺身）

獲れたての新鮮なサーモンを即加工、冷凍し

た鮮度抜群のサーモンロインです。そのまま

お刺身としてお召し上がり頂けます。その他、

カルパッチョ、タルタル、ホイル焼き、ムニ

エル、スープなど様々なアレンジでご利用頂

けます。

内容量：約 200 〜 600g、原産国：ノルウェー

ノルウェーサーモン

その他シーフード

◆ボイル甘エビ

北極圏に近い海で、とれたての甘エビをき

れいな海水でボイルしています。 解凍後、

皮をむいてレモンを絞ってどうぞ。 アボカ

ドとマヨネーズを加えて、サラダにしても

美味しく召し上がれます。

●内容量：500g、原産国：カナダ

◆冷燻製サバ

醤油に漬け込んだ鮮度の高い鯖をスモーク

しています。お酒のおつまみ、スライスオ

ニオンと合わせて、バゲットにのせて、ち

らし寿司、サラダにとアイデア次第で、和風、

洋風に幅広くお楽しみいただけます。

●内容量：半身、原産国：日本
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FOOD - SEAFOOD

Marinated Herring

北欧料理の定番
マイルドな酸味が特徴のニシンマリネ。
北欧（スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、アイスランド）料理の定番。

ニシンのマリネ（酢漬け）です。

魚が大好きな日本人の味覚に良く合い、クラッカーやパンにもぴったり。

北欧の酢漬けは、マイルドな酸味が特徴で、酢漬けが苦手な人やお子様にも召し上がりやすい、

甘めの味付けになっています。

冷凍パックの為、解凍後すぐにお召し上がり頂けます。

人が集まる時や、一品足りない時にも重宝します。

北欧の味として、贈り物にも喜ばれます。

ニ シ ン マ リ ネ
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◆ニシンマリネ　ディルオニオン

魚のハーブと呼ばれるディルと、オニオン

の甘みがマッチする味わい。 

ほんのりガーリックもアクセントになって

いて、おつまみにも最適です。

●内容量：200g、原産国：日本、原料原産

国：ノルウェー

◆ニシンマリネ　マスタード

◆ニシンマリネ　味噌サワークリーム（生姜入り）

甘みのあるマスタードを使用し、辛味を抑

えたマイルドな味わいに仕上げています。

甘みと酸味が絶妙に絡みあった逸品です。

●内容量：200g、原産国：日本、原料原産国：

ノルウェー

サワークリームとヨーグルトのさわやかさ

に味噌の風味が絶妙のコンビネーションを

生み出しました。

さらに、ショウガの風味もプラスされた味

わい深い一品です。

●内容量：200g、原産国：日本、原料原産

国：ノルウェー

ニ シ ン マ リ ネ

◆ニシンマリネ　プレーン　フィレ

ベーシックな味付けのプレーンマリネ。

フィレタイプなのでお好みの大きさにカッ

トでき、そのまままでも、ハーブや野菜と

和えて様々なアレンジも可能。

●内容量：300g、原産国：日本、原料原産国：

ノルウェー
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FOOD - MEAT

Meatballs

北欧ミートボール

デンマークポークソーセージ

良質なデンマークポークを 100% 使用しています。

保存料などの添加物を極力使わず、自然な味に仕

上げています。

ボイルしても炒めてもプリっとジューシーな味わ

いです。

●内容量：350g（18 本）、原産国：デンマーク

　上代：¥1100（税別）

スウェーデンを代表する家庭料理のミートボール。

ポークとビーフの合挽肉を減量に、合成添加物を一切使わ

ず自然な味に仕上げました。スパイスの利いたミートボー

ルはそれだけでも充分な美味しさですが、北欧では付け合

せにリンゴンベリージャムを添えて頂きます。

●内容量：300g、原産国：日本

　上代：¥1100（税別）

Sausages
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FOOD - CHEESE

チーズ

Scandinavian Cheese

ノルウェーを代表する山羊チーズ「ゴートチーズ」。別名「イェトスト」と呼ばれる、山羊乳ホエイ（乳清）をカラメル状にな

るまで煮詰め、山羊の乳を加えて作ります。

ねっとりと凝縮された食感と、「キャラメル」の様な味わいが特徴です。

◆ TINE スキクイーン　ゴートチーズ　250g

●内容量：約 250g、原産国：ノルウェー

　上代：¥1300（税別）

◆ TINE　スキクイーン　ゴートチーズ　1kg

●内容量：約 1kg、原産国：ノルウェー

　上代：¥4300（税別）
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FOOD - CHEESE

チーズ

「リダー」とはノルウェー語で「騎士」を

意味し、1969 年にノルウェーで生まれま

した。マイルドでしっとりした食感で、ど

なたにも食べやすいチーズです。クラッ

カー、果物と一緒に盛りつけたり、前菜、

料理の素材、サンドイッチにも良く合いま

す。

●内容量：約 200g、原産国：ノルウェー

　上代：¥1300（税別）

◆リダーチーズ 　約 200g

「ヤールスバーグ」という名前は、チーズ

の産地であるノルウェーのオスロフィヨル

ド西部の地域に由来します。穴あきチーズ

で有名なスイスの「エメンタール」を研究・

改良して作られたヤールスバーグは、今で

はノルウェーを代表するチーズとなってい

ます。

●内容量：約 200g、原産国：ノルウェー

　上代：¥1300（税別）

◆ヤールスバーグ　約 200g

ノルウェー語で No.1 を意味する「ノルベ

ジア」は、北欧の大自然に育まれたノル

ウェーを代表するチーズ。通常 3 ヶ月熟成

するのに対し、9 ヶ月以上熟成させていま

す。マイルドな風味とクセのなさが日本人

の口に合い、ノルウェー産チーズの中でも

人気があります。

●内容量：約 350g、原産国：ノルウェー

　上代：¥1800（税別）

◆ヴィンテージノルベジア　

9 ヶ月熟成　約 350g

セミハードタイプのクリームハバティはデ

ンマークチーズの定番。風味は濃厚でク

リーミー。とても食べやすいチーズです。

小さい不規則な気泡がたくさん見られるの

が特徴的。そのままでも料理にも使えます。

●内容量：約 200g、原産国：デンマーク

　上代：¥1300（税別）

◆クリームハバティ 　200g

脂肪分 50％のソフトチーズ。

マイルドで独特な風味とクリーミーでコク

のある味わいで、ノルウェー国内でも大変

人気があります。おつまみとしても、また、

サラダやグラタンなどのお料理にも使いや

すいチーズです。

●内容量：約 380g、原産国：ノルウェー

　上代：¥1300（税別）

◆ TINE　グラドースト　380g

デンマーク産の新鮮なミルクに生クリーム

を強化したものを主体に作られたクリーム

のある極めてやわらかいチーズです。ミル

クや荷重で溶かしてサンドイッチやスープ

料理に。また、ケーキやチーズパイなどお

菓子作りに欠かせないチーズです。

●内容量：約 200g、原産国：デンマーク

　上代：¥1000（税別）

◆デンマーククリーム　約 200g



クラッカー

◆サワードウクラッカー 

●内容量：100g（約 45 枚）

　原産国：スウェーデン

　参考上代：¥450（税別）

◆全粒粉クラッカー 

●内容量：185g（約 28 枚）

　原産国：スウェーデン

　参考上代：¥550（税別）

◆サリナスクラッカー 

●内容量：150g（約 55 枚）

　原産国：スウェーデン

　上代：¥600（税別）

やや大きめの丸型で薄くサクサクとした食感に

仕上げ、素朴な甘みと適度な塩気があるクラッ

カーです。

とくにフレッシュチーズ、白カビチーズ、ウォッ

シュチーズとの相性に優れています。約 50 枚

入。 

 

全粒粉ならではの、小麦の香ばしさと旨味が感

じられる生地がチーズを引き立てる、チーズの

ために作られたクラッカー。

フレッシュ・ウォッシュ・青カビタイプのチー

ズと合わせるのがオススメです。

チーズケーキなどの製菓材料としてもご利用頂

けます。

サワードウ（天然酵母）を使った生地で焼き上

げた、チーズのためのクラッカー。

上品な塩気とほのかに酸味のある味わいが特徴

です。癖がなくサクッと軽い食感がチーズを一

層引き立てます。

フレッシュ・ウォッシュ・シェーブルタイプの

チーズと合わせるのがおすすめです。
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FOOD - SWEETS

Carletti

ミント　スティックチョコレート
内容量：75g、原産国：ポーランド、

ロット：10

上代：¥300

1918 年にデンマーク人のヘンリー・ヤコブセンとカール・ヤコブセンの兄弟により設立された、長

い歴史を持つチョコレートメーカー。

カーレッティーの社名の由来は亡き弟・カールへの思いをこめて兄のヘンリーが名づけたものです。

その長い歴史の中で確立された品質と洗練されたデザインは世界の多くの人たちに愛されています。

オレンジ　スティックチョコレート
内容量：75g、原産国：ポーランド、

ロット：10

上代：¥300

ANNA'S ジンジャーシンビスケット
内容量：150g

原産国：スウェーデン

ロット：12

上代：¥360（税別）

スウェーデン生まれの薄焼きビスケット。サクッとした食感が特徴です。ジ

ンジャー、シナモン、クローブの香辛料を使用したさわやかな風味のジン

ジャーシンは、コーヒー、紅茶に良く合うビスケットです。アイスクリーム

やフルーツに添えてもおいしくお召し上がり頂けます。

ANNAS

ANNA'S オレンジシンビスケット
内容量：150g

原産国：スウェーデン

ロット：12

上代：¥360（税別）

ANNA'S アーモンドシンビスケット
内容量：150g

原産国：スウェーデン

ロット：12

上代：¥360（税別）
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ムーミンビスケット

◆ムーミンママのシナモンブレッド

ムーミンママのシナモンブレッド 90g
内容量：90g、原産国：日本、ロット：24

上代：¥350（税別）

ムーミンママのシナモンブレッド（パー

ティー缶）
内容量：130g、原産国：日本、ロット：12

上代：¥650（税別）

シナモンとカルダモンが香る芳ばしい焼き菓子。

ムーミンと仲間たち（フローレン、ムーミンママ、ムーミンパパ、スナフキン、ミイ）

の 6 種類の形がプックラと焼きあがっています。

◆ムーミン谷のビスケット（ミルク味・ココア味）

ムーミン谷の仲間たちがサクッとかるいビスケットになりました。

ビスケットの形は全 11 種類。どんなキャラクターが出てくるかは食べるときのお楽しみ。

1 ／ 60 の確率で『ご先祖様』のラッキービスケットが入っている可能性も。

ムーミン谷のビスケット 6 袋入り
内容量：162g（ミルク 27g × 3 ココア 27g × 3）

原産国：日本、ロット：12

上代：¥300（税別）

いつでもビスケットミルク
内容量：20g、原産国：日本、ロット：80

上代：¥50（税別）

いつでもビスケットミルク
内容量：20g、原産国：日本、ロット：80

上代：¥50（税別）

ムーミン谷のビスケット 4 連パック
内容量：80g（ミルク 20g × 2、ココア 20g

× 2）、原産国：日本、ロット：36

上代：¥160（税別）

ムーミン谷のビスケット（箱）ミルク
内容量：90g（45g × 2）、原産国：日本、

ロット：30

上代：¥170（税別）

ムーミン谷のビスケット（箱）ココア
内容量：90g（45g × 2）、原産国：日本、

ロット：30

上代：¥170（税別）

ミルク味とココア味の両方楽しむなら♪
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FOOD - SWEETS

ムーミンビスケット

ムーミン谷のビスケット　ミルク缶
内容量：3 枚× 15 袋、原産国：日本、

ロット：8

上代：¥1,300（税別）

ムーミン谷のビスケット　ココア缶
内容量：3 枚× 15 袋、原産国：日本、

ロット：8

上代：¥1,300（税別）

ムーミン谷のビスケット　ラズベリー缶
内容量：3 枚× 15 袋、原産国：日本、

ロット：8

上代：¥1,300（税別）

ムーミン谷のビスケットに、ムーミンや仲間たちの絵がプックラ浮き出たエンボス缶が新登場。

ビスケットが 3 枚ずつ入った個包装にはムーミンコミックの 1 場面が描かれています。

もちろん食べ終えた缶はアフターユースに最適です。

◆ムーミン谷のビスケット　エンボス缶入

季節限定のビスケットボトル、2017 夏モデルは北欧らしい「こけもも」味。

ボトルデザインはコミック「ムーミン、海へいく」の場面が描かれています。

個包装は中身がわかる PET 箱。

2017 年はフィンランド建国 100 周年。フィンランド国旗の青色をメインカラーとした夏らしいデザインです。

◆ムーミンビスケットボトル　こけもも
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リサ・ラーソン 

スウェーデンの陶芸家、リサ・ラーソンの描く可愛い動物

たちがプリントされた、期間限定ボトル入りビスケット。

大人気キャラクターのネコのマイキーや、

ハリネズミのハリエットなど、可愛くも個性的な

キャラクターたちの表情が楽しめる、見て楽しい、

食べて美味しいビスケットです♪

動物たちの絵柄の他にも、動物たちの名前をスウェーデン語

で表したキーワードビスケットもあり、

食べながらスウェーデン語の勉強にもなっちゃうかも？

内容量：230g、原産国：日本、

ロット：12

上代：¥1,700（税別）

◆限定ボトル入りマイキービスケット

リサ・ラーソン
マイキービスケット

ボトルの周りには、カラフルな動物

たちがぐるりと描かれていて、

食べ終わった後の空き瓶もお菓子や

雑貨を入れて楽しめます。

内容量：45g × 2 袋、原産国：日本、

ロット：12

上代：¥1,000（税別）

◆マイキービスケット　缶

マイキーをデザインした水色と白のストライプの缶。

中には 45g ずつ小分けのビスケットが 2 袋入っています。
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OFFICER

OFFICER プレスドコッドロー
新鮮なタラコから作られていなす。そのままでも、

またスライスしてバターで軽く焼いても美味しく

召し上がれます。

●内容量：200g、原産国：デンマーク

　上代：¥540（税別）

OFFICER コッドレバー
ボーンホルム島の東部にあたるネクセーの港から

毎朝水揚げされる新鮮なタラの肝臓を丁寧に燻製

にしました。

●内容量：120g、原産国：アイスランド

　上代：¥540（税別）

コッドローパテ
●内容量：100g

　原産国：デンマーク

　上代：¥540（税別）

サーモンパテ
●内容量：100g

　原産国：デンマーク

　上代：¥540（税別）

ロブスターパテ
●内容量：100g

　原産国：デンマーク

　上代：¥540（税別）

OFFICER パテシリーズ

選びぬかれた新鮮な海の幸を原料に、塗りやすく食べやすいパテに仕上げました。

トーストやサンドイッチ、またはカナッペにしておつまみなど、幅広くお召し上がり頂けます。
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FELIX

フェリックス社は 1943 年に創業し、現在ではピクルスを中心に、200 種

以上の商品を取り揃える食品メーカーです。

素材の風味を引き出す伝統的な製法にこだわって作られる『フェリックス』

ブランドは、スウェーデンの食卓には欠かせません。

FELIX スライスビート
北欧スウェーデンの伝統食材、ビート

( 赤かぶ ) をピクルスにしてスライス

してあります。

●内容量：370g（固形量：280g）、

　原産国：スウェーデン

　上代：¥430（税別）

FELIX スライスピクルス
波型にスライスされたきゅうりのピク

ルスです。酸味が強すぎず、上品な甘

酸っぱさが特徴です。

●内容量：370g（固形量：240g）、

　原産国：スウェーデン

　上代：¥430（税別）

FELIX インスタントマッシュポテト
牛乳か水を加えて混ぜるだけで、簡単に本

格的なマッシュポテトが作れます。ミート

ボールの付け合せに、その他お料理の副菜

に大活躍します。

●内容量：370g（固形量：280g）、

　原産国：スウェーデン

　上代：¥430（税別）

タラレバー缶
タラレバー缶
新鮮なタラのレバーの缶詰。濃厚な風味と味わいはフランスを始

めとしたヨーロッパで珍味として珍重される逸品。

開缶後すぐに召し上がっていただけるので、一品足りない時にも

活躍します。食塩のみで調理し、合成保存料、着色料は一切使用

しておりません。

●内容量：120g、原産国：デンマーク

　上代：¥800（税別）

シュールストレミング

シュールストレミング
ニシンを塩漬けにしたスウェーデンの伝統的な発酵食品。世界一臭い缶詰としてよく知られています。

スウェーデン語で「シュール（Sur）」は「酸っぱい」を、「ストレミング（strömming）」は「バルト海のニシン」

を意味します。

●内容量：300g、原産国：スウェーデン

　上代：¥5500（税別）

入荷未定
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FOOD - COFFEE

Robert's Coffee

ロバーツコーヒーは持続可能なコーヒー生産から繋がっていくカフェ文化を

北欧フィンランドで作り上げた草分け的な存在です。

　1. 品質の全てを自分の手で把握すること。

　2. 植物としてのコーヒーの木から、消費者のカップまで。

　3. 生産現場から製造工程、そしてそれを愉しむ場所のカフェまで。

上記の生産理念と、信頼できる行動は、まさしく「北欧のミスターコーヒー」

としてキラリと輝く存在なのです。

2009 年にはフィンランド国内でも数十店舗のカフェがあり、スウェーデンやデンマーク、エストニアの

北欧諸国やトルコ、アジアではシンガポール空港にカフェを構えています。

◆ムーミンコーヒーシリーズ

ダークロースト（ムーミンパパ）

内容量：200g

ブレンド国：フィンランド

ロット：6

上代：¥1,886（税別）

深煎りのダークローストコー

ヒー。ダークチョコレートの

様な滑らかさと強めの焙煎が

特徴の力強い味わい。カフェ

オレやアイスコーヒーにもオ

ススメ。

さっぱりとしたフィンランド

らしいコーヒー。すぅーと喉

を通るような軽めの味わいは、

朝の一杯にもおすすめのテイ

スト。

ヨーロッパとアメリカでは人

気のミントフレーバー。最初

のスッーと香るミントと少し

濃い目のコーヒーのバランス

が完璧。このラベルに思わず

微笑む午後の一時。

ブルーベリーが入ったフレー

バーコーヒー。意外にもコー

ヒーとの相性は良く、ミルク

を入れて飲むとさらに香りが

広がります。

香り高く、芯のしっかりとし

た少し強めの焙煎で仕上げた

冬季限定のコーヒー。お菓子

や甘いスイーツに負けない風

味が特徴で、なめらかなのど

越しも美味しさのヒミツ。

ライトロースト（リトルミイ）

ブルーベリーコーヒー（ムーミン） ムーミンウィンターコーヒー

チョコミントコーヒー（ムーミンママ）

ロバーツコーヒーの数あるフレーバーの中でも人気のコーヒーが、ムーミンと仲間たちの可愛らしいパッ

ケージに入ったムーミンコーヒーシリーズ。

2015 年春より、NEW パッケージで新登場！

酸味を抑えた焙煎で、おなか

にやさしい味わいに仕上げた

「おなかコーヒー」がムーミン

ファミリーパッケージで登場。

おなかコーヒー（ムーミンファミリー）
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◆レギュラーコーヒー＆フレーバーコーヒーシリーズ

おなかコーヒー

内容量：200g

ブレンド国：フィンランド

ロット：6

上代：¥1,886（税別）

酸味を抑える特許製法で PH

をコントロールした注目の商

品。濃い目に淹れてもキツさ

が少なく、後味も意外にもあっ

さり。おなかに優しいとフィ

ランドでも評判の、その名も

「おなかコーヒー」。

ハンドドリップでも OK スー

プのおなかエスプレッソは、

濃縮されたコーヒーから酸味

を取り除いたおなかに優しい

味。ホイップクリームやミル

クを受け止めるアレンジコー

ヒーのベースにもオススメ。

飲みやすさとコクが同居した

風味は贈り物にも喜ばれてい

ま す。1930 年 代 フ ィ ン ラ ン

ドで飲まれていた優しい味は、

誰もが美味しいと感じるコー

ヒーを作り出したいというロ

バーツ家の使命から生まれま

した。それを現代風に復活さ

せたコーヒー。

しっかりとしたコクと苦味を

ひきだした濃厚なエスプレッ

ソ。ミルクを入れてもアメリ

カーノ風にしても、ベースに

なる芯の強さが際立つエスプ

レッソ。極細挽き。

ゆっくりと過ごしたい時には

ホ イ ッ プ ク リ ー ム や チ ョ コ

レートソースでアレンジ。お

う ち で カ フ ェ 気 分 の チ ョ コ

レートフレーバーコーヒーで

す。バレンタインの時期には

個性的なプレゼントにも。

おなかエスプレッソ

アフターダークエスプレッソ チョココーヒー

ウィープリンコーヒー

北欧を代表するコーヒーブランド、ロバーツコーヒーが誇るこだわりのコーヒー。

豊富なバリエーションからお選び頂けます。

Robert's Coffee

甘いバニラの香りが広がる香

りのスウィーツ。デザートコー

ヒ ー と し て も 人 気 の 高 い 定

番フレーバーです。昼下がり

にちょっと甘いものが欲しく

なったら、バニラの香りをお

楽しみください。

バニラコーヒー

不思議な組合せですがなぜか

絶妙の味と香りが心地良いオ

レ ン ジ フ レ ー バ ー。 他 で は

ちょっとお目にかかれないロ

バ ー ツ コ ー ヒ ー の オ レ ン ジ

コーヒー。オレンジチョコレー

ト の よ う な 爽 や か な 香 り に

ファン増加中。

ヘーゼルナッツのあのカリッ

とした香ばしさとチョコレー

トの融合は、ヨーロッパの多

くの人たちを虜にした抜群の

組合せ。だからこのウィンナー

ワ ル ツ と い う ネ ー ミ ン グ は

ヨーロッパ「リッチテイスト」

の証なのです。

オレンジコーヒー ウィンナーワルツ

がっちり濃厚な味に薫るチョ

コ レ ー ト 風 味 は 今 ま で に な

かった新感覚フレーバーコー

ヒー。カフェラテにもぴった

りです。アレンジコーヒーが

得意な方に腕を奮ってもらい

たいエスプレッソフレーバー。

チョコレートエスプレッソ
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◆ 25g ミニパック

おなかコーヒー　ミニ

内容量：20g

ブレンド国：フィンランド

ロット：6

上代：¥278（税別）

酸味を抑える特殊焙煎で

仕上げたおなかにやさし

いコーヒーです。「胃にも

たれない」「飽きが来ない」

と評判です。

酸味を抑え焙煎が特徴の

おなかコーヒーシリーズ

のエスプレッソ。胃腸が

弱 い け ど 濃 厚 な エ ス プ

レッソが飲みたい、とい

う人にオススメです。

ルオムとはフィンランド

語でオーガニックのこと。

厳選した室の高い素材か

ら作られたバランスのと

れたコーヒー。飲みやす

さとすっきりとした喉越

しが特徴です。

おなかエスプレッソ　ミニ

バニラコーヒー　ミニ

オレンジコーヒー　ミニ

ルオムコーヒー　ミニ

お試しにちょうどいい 20g のミニサイズパック。

ロバーツコーヒーの豊富なフレーバーがお試しサイズで楽しめます。

Robert's Coffee

ダークロースト　ミニ

チョコレートエスプレッソ　ミニ

ウィンナーワルツコーヒー　ミニ

ウィープリンコーヒー　ミニ

お部屋に広がるバニラの

香りはまるでデザートの

よう。マイルドな口当た

りと甘い香りが絶妙です。

コーヒーがちょっぴり苦

手な人にも飲みやすいフ

レーバーコーヒーです。

爽やかな柑橘系のフレー

バーコーヒーです。柑橘

系とコーヒーが絶妙なバ

ランスで楽しみながらお

飲み頂けます。飲めば飲

むほどクセになる、相性

の良さが特徴です。

ビターチョコレートをヒ

ントに、通常より強い焙煎

で仕上げました。濃厚で

滑らかな味が特徴で、コー

ヒーメーカーやハンドド

リップでエスプレッソ風

の味を楽しめます。

エ ス プ レ ッ ソ に チ ョ コ

レートの香りがほんのり

甘い、新感覚のコーヒー。

ビターチョコレートの様

な味わいは、カフェラテ

にもぴったりです。

ヘーゼルナッツの香ばし

い香りとチョコレートが

融合したフレーバーコー

ヒー。その芳醇な香りは

ノンシュガーでも甘みを

錯覚してしまうほど。

かつてコーヒーの街とし

て栄えた都市ウィープリ

ン市の失われたレシピを

再現したコーヒー。バラ

ン ス の 取 れ た そ の 味 は、

今もフィンランドの人々

に愛されています。

お部屋に広がる甘いチョ

コレートの香りとマイル

ドな口当たりがたまらな

い。チョコ×コーヒーの

絶妙なバランスがクセに

なります。

チョコレートコーヒー　ミニ
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Grower's Cup

コロンビア コスタリカ ケニヤ

◆スペシャリティライン（SP）
世界に流通しているコーヒー豆のわずか 1% のみの高級豆を使用。

ブラジル グアテマラ エチオピア

◆スペシャリティライン（FTO）
フェアトレード認証や、現地ヨーロッパでオーガニック認証を受けている良質な豆を使用。

内容量：18g、原産国：デンマーク、ロット：各 12、上代：¥250（税別）

内容量：18g、原産国：デンマーク、ロット：各 10、上代：¥300（税別）

こだわり抜いた最高級の豆だけを使用した良質のスペシャリティコーヒー。

豆の品種、栽培管理、収穫、生産処理、選別、そして品質管理に至るまで、

全てにこだわって生産しています。

また、豆本来の味の違いを実感して頂くため、あえてブレンドせず、

単一地区の豆をゆっくりと焙煎して使用しています。

その為、生産地区特有の素晴らしい風味特性が表現されており、

香味に優れ、豆本来の味の違いを楽しめます。

農園の人々への敬意を表し、商品パッケージには全ての生産地の

特色や農園名を記しています。

パッケージには、挽きたてのスペシャリティーコーヒーとフィルター

がセットされています。

フィルターはコーヒー豆の持つ自然なオイルと風味を保つ様に設計

されており、より豊かな味をお楽しみ頂けます。

シンプルなアイデアで『本物』の味を手軽に味わうことができます。



FOOD - TEA

北欧紅茶　

世界的なブレンダー、バーノン・モーリス氏がブレンド。

ノーベル賞授賞式で饗される格式高い紅茶です。

豊かな香りと味わいを持つ 5 種類の個性的なブレンド。

Soderblandning
セーデルブレンド

Earl Gray Special
アールグレイスペシャル

Tea Centre Blend
ティーセンターブレンド

Spice Blend
スパイスブレンド

Sir Jhon Special
サー・ジョンスペシャル

【商品バリエーション】

◆スモールハウス缶

（セーデルブレンド・アールグレイスペシャル）

ストックホルムのティーハウスをモチーフにしたデザイン。

セーデルブレンドとアールグレイを重ねると 2 階建てのティーハウスに。

［商品スペック］

内容量：150g

上代：¥5,300（税別）

◆ New クラシック缶

北欧の雪景色を描いた美しいデザイン。

贈り物にも最適な商品です。

［商品スペック］

内容量：100g

上代：¥3,800（税別）

◆ 100g リフィル

それぞれの缶の詰め替え用やご自宅用としてお得なリ

フィル。保存に適した三重フィルムエコデザイン。

［商品スペック］

内容量：100g

上代：¥3,300（税別）



FOOD - TEA

自然の成分によってブレンドされたオリジナルのハンドブレンドのフレーバーティー。

華やかなお花とフルーツの香りで独特の味わいが楽しめます。スウェーデン王室でも愛飲されています。

＜ブレンド成分＞

セイロン紅茶・中国茶・マリーゴールド・ヤグルマギク・オレンジピール・バラ　など

＜おいしい飲み方＞

自然の香りと甘さで砂糖いらず。ストレートでそのままお楽しみください。

食前・食後やリラックスしたいときにどうぞ。

Soderblandning
セーデルブレンド

Earl Gray Special
アールグレイスペシャル

中国茶とジャスミンの絶妙なブレンドから生まれた高貴な香り。

アールグレイがお好きな方はもちろん、至福の大人の味が楽しめる逸品です。

＜ブレンド成分＞

中国茶・ベルガモットオイル・ジャスミン・シトラスフルーツ・レモングラス　など

＜おいしい飲み方＞

ホットはもちろんアイスティーにも最適。ミルクにも良く合います。

スポーツをした後や食後のお口直しにおすすめです。

Tea Centre Blend
ティーセンターブレンド

モーリス氏が厳選したスリランカの高山で丁寧に手摘みされた最高級のセイロン紅茶を数種類ブレンド。

まろやかで渋みが少なく、コクのある味わいが特徴です。皆様に好まれるバランスのとれた紅茶です。

＜ブレンド成分＞

セイロン紅茶（ヌワラエリヤ・ディンブラ・ウバ）

＜おいしい飲み方＞

ロイヤルミルクティーで是非どうぞ。ストレートはもちろんローズティーにもぴったりです。

ほっと一息、贅沢なアフタヌーンティーでお楽しみください。

Spice Blend
スパイスブレンド

最高級のセイロン紅茶をベースにビタミン Cが豊富な天然のローズヒップ、クローブ、シナモン、カルダモ

ンなど個性豊かなスパイスをブレンド。

スパイシーで活気ある東洋のアロマを思い出させる味わいです。体を温める効果があり、活気を与えます。

＜ブレンド成分＞

セイロン紅茶・ローズヒップ・シナモン・カルダモン・クローブ

＜おいしい飲み方＞

ストレートはもちろん、ミルクで煮だしてチャイにもおすすめ。

肌が疲れているときや体を温めたいときに。

Sir Jhon Special
サー・ジョンスペシャル

松の木で燻した最高級の茶葉と ”中国茶の王様 ”のブレンド。

清らかな究極の味とエキゾチックな香り。これぞ東洋紅茶の決定版です。

＜ブレンド成分＞

中国茶（ラプサンスーチョン・キーマン・ユンナン）

＜おいしい飲み方＞

是非ストレートでお楽しみください。消化促進効果があり、胃腸の弱い方におすすめ。目の疲れにもどうぞ。

お休み前の一杯、疲れているとき、元気を出したいときにもおすすめです。



FOOD - TEA

KOBBS

設立は 1809 年。

スウェーデンで一番古いお茶会社として親しまれています。 

実に、200 年以上もの間、紅茶のブレンド技術を開発し続けています。

サマーハウスブレンド パッション＆ビューティ アールグレイ レッドダスク

（ルイボスバニラ）

アジアから紅茶と白茶の葉茶、

バラの花びらやダイオウ茶、

イチゴ、パッションフルーツ

をブレンドしたフルーティな

香り高い紅茶です。

内容量：125g

アジアからの紅茶とマンゴー

やラズベリーをブレンドし、

パッションフルーツやキャラ

メル香料を使った贅沢な味わ

い深い紅茶です。

内容量：125g

ベルガモットの香りがアイス

ティー、ミルクティーにぴっ

たり。

安心して召し上がっていただ

ける、KRAV認定商品です。

内容量：150g

やさしい味わいのバニラフ

レーバーのルイボスティーは

子供～大人まで安心してお飲

みいただけます。

安心して召し上がっていただ

ける、KRAV認定商品です。

内容量：125g

参考上代：¥1,700（税別）

ロット：1 ケース（12 入）
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FOOD - LIQUOR

Aquavit

ラテン語で「生命の水」を意味する、
北欧を代表する蒸留酒、アクアビット。
アクアビットとは、ラテン語で「生命の水」という意味の「Aqua-vitae」から名付けられた蒸留酒（スピリッツ）。

じゃがいもを主原料として蒸留されたスピリッツに、様々なスパイス（香草）で味付けがなされています。

そのフレーバーリング（着香）は様々で、各銘柄の個性があらわれています。

食事に合う数少ないスピリッツの一つとして、食事と共に飲まれることが多く、ゲストを接待するお酒として

出される事もあります。

北欧の冬は非常に寒く、温かい暖炉の前で食事を楽しみ、また家族の団欒に欠かせないのが、アクアビット

なのです。

【オススメの飲み方】

冷凍庫でキンキンに冷やし（アルコール度数が高いため、凍結しません）、ビールをチェイサーに飲むのが、

オススメです。

アクアビット



◆スコーネ　アクアビット

スウェーデンのスコーネ地方で作られるアクアビットで、スウェーデンで最もポピュラーなアクア

ビットのひとつ。

キャラウェイの香りと、マイルドな味わいが特徴で、口当たりはソフトで飲みやすく、ニシンのマ

リネや、ザリガニなど、北欧を代表する魚介料理はもちろん、寿司やチーズフォンデュなどとの相

性も抜群です。

●内容量：700ml、アルコール：38℃、品目：スピリッツ、原産国：スウェーデン、

ロット：12

上代：¥3500（税別）

◆オールボー　タッフェル　アクアビット

オールボーブランドの中でも最もポピュラーな「オールボー　タッフェル」は、世界で最も飲まれて

いるアクアビットのひとつに数えられ、2002 年に開催されたインターナショナルワイン＆スピリッ

ツコンペティションでは、世界最高のアクアビットに選ばれました。

じゃがいもを主原料に、キャラウェイの種子を主体に香りづけされ、

ほのかに柑橘系とアニスなどの香りが漂う、スッキリとした辛口が特徴です。

●内容量：700ml、アルコール：45℃、品目：スピリッツ、原産国：デンマーク、

ロット：12（混載可）

上代：¥2300（税別）

◆オールボー　ジュビリウムス　アクアビット

「ジュビリウムス」とは「祝典」の意味で、「オールボー　ジュビリウムス」は、1946 年に、オールボー

ブランドの発売 100 周年を記念して作られました。

ディルを主体に、コリアンダー、アニス、柑橘類で香りづけされ、辛口ながらフルーティでまろやか

な味わいが特徴。魚のハーブと言われるディルで香り付けされているため、魚料理との相性は、一般

的にシーフードと相性の良いアクアビットの中でもピカイチです。

●内容量：700ml、アルコール：40℃、品目：スピリッツ、原産国：デンマーク、

ロット：12（混載可）

上代：¥3200（税別）
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FOOD - LIQUOR

Aquavit アクアビット

◆リニア　アクアビット

LINIE（リニア）とは、赤道の意味で、シェリー酒を貯蔵していた古い樽に入れられた無色透明なア

クアビットが、船積みされ、赤道を越え遠くオーストラリアまで航海した後、再び赤道を渡り、ノル

ウェーに戻ってくる頃には、すっかり熟成され、美しい琥珀色に染まったアクアビットとなります。

この航海により二度赤道を通過したアクアビットだけが「リニア」の名を与えられ、樽熟成特有の豊

かな風味が芳醇な味わいが特徴です。

●内容量：750ml、アルコール：41.5℃、品目：スピリッツ、原産国：ノルウェー、

ロット：12（混載可）

上代：¥3600（税別）

Aquavit
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FOOD - LIQUOR

アクアビット

◆オールボー　エクスポート　アクアビット

1913 年に作られた「オールボー　エクスポート」は、その名前の通り、元々は輸出用として作られ

ましたが、現在はデンマーク国内でも飲まれており、バランスのとれた味わいは特にランチの供とし

て愛されています。

マデイラ樽で熟成された、エレガントで独特の深みのある味わいが特徴です。

●内容量：750ml、アルコール：38℃、品目：スピリッツ、原産国：デンマーク、

ロット：12（混載可）

上代：¥2800（税別）

Aquavit

Sparkling Wineスパークリングワイン

◆エリゼ No.1

白夜の恩恵を受け成育した「白スグリ」から造られるスカンジナビア地方唯一のスパークリングワイ

ン。

泡立ちがよく洗練された爽やかな切れ味はまさに「白夜の雫」とも云われるフィンランドを代表する

スペシャリティー。

味わいは柔らかな中甘口で軽やかな仕上がり。

●内容量：750ml、アルコール：12℃、品目：スパークリングワイン、原産国：フィンランド、

ロット：12（混載可）

上代：¥2500（税別）

◆エリゼ Dry

白夜の恩恵を受け成育した「白スグリ」から造られるスカンジナビア地方唯一のスパークリングワ

インの辛口タイプ。

切れ味鋭くすっきりとした飲み口が魅力の北欧トップブランド。

●内容量：750ml、アルコール：12℃、品目：スパークリングワイン、原産国：フィンランド、

ロット：12（混載可）

上代：¥2500（税別）



32

FOOD - LIQUOR

Scandinavian Liquorその他・リキュール

◆ラポニア 　プオルッカ（リンゴンベリーリキュール）

珍しいリンゴンベリー（こけもも）のリキュールです。

プオルッカとは、リンゴンベリーの事で、北欧産のリンゴンベリーから造られた、フィンランド

を代表するオリジナルリキュール。

美しい真紅の色にフルーティーな甘酸っぱい風味が特徴で、ロックやソーダ割り、カクテルのベー

スに最適です。また、お菓子作りにも適しています。

●内容量：500ml、アルコール：33℃、品目：リキュール、原産国：フィンランド、

ロット：12（混載可）

上代：¥2800（税別）

◆キーモス　ミントゥ（ミントリキュール）

スピリッツにペパーミントを配合して造られたリキュール。

フレッシュで高貴なキャンディのような風味が特徴。

アルコール度数は 50 度と非常に高く、清涼感とミント味をより強く感じさせる仕上がり。

●内容量：500ml、アルコール：50℃、品目：リキュール、原産国：フィンランド、

ロット：12（混載可）

上代：¥2700（税別）

◆マリネラ　フルーツビター

ペルノ リカール フィンランド社のオリジナルリキュール「プオルッカ」と北欧特産の「白スグリ」

のワインをベースにバニラとスパイスを配合したマイルドビターリキュール。

軽い苦味とスパイシーな香味が特徴。

●内容量：1000ml、アルコール：14℃、品目：リキュール、原産国：フィンランド、

ロット：12（混載可）

上代：¥3500（税別）
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ZAKKA - Agneta Flcok

 アグネータ・フロック

スウェーデンの切り絵作家

アグネータ・フロック

スウェーデンのテキスタイルの世界で確固たる地位を占める

とともに、切り絵の世界においても高い評価を得てきた

アーティスト、アグネータ・フロック。

彼女の幻想的で寓話性に満ちた切り絵についてはさまざまな

物語を紡いだ作品が多く、スウェーデンの民話から、

一角獣のような古代ギリシャ神話・ヨーロッパ中世寓話、

そして日本の和歌の世界までがモチーフとなっています。
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ZAKKA - Agneta Flock

 アグネータ・フロック
◆ポストカード

アグネータ・フロックが描き下ろした当店オリジナルポストカードです。

彼女が描く独特の美しい色使いも見事に表現されています。

ティーカップ（Teacup） インディゴの花（Indigo） ピクニック（Picknick） 編みもの（Stickning) ジュース（Saft）

パーティー（Kalas） バラの木（Rosebush Ⅱ） 恋するキツネ（Fox in Love） 春の準備（Varplantering）

ワニに乗って（Krokodilritt） バラとユニコーン（Rosengava）玉ねぎの箱（Lokladan）

◆クリアファイル

アグネータ・フロックが描き下ろした当店オリジナルクリアファイル。

用途によって使いわけができる A4 サイズと A5 サイズ。

平和の王国 花の中で ローズジュース 猫のレストラン

セルフポートレート ゼブラ フラワーパワー 猫のレストラン

A4 サイズ

A5 サイズ

■製品情報

上代：¥150

製品材質：紙

サイズ：ハガキサイズ

生産国：日本

■製品情報

上代：¥350　製品材質：ポリプロピレン

生産国：日本
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ZAKKA - Agneta Flcok

 アグネータ・フロック
◆ノート（A5 サイズ）
アグネータ・フロックが描き下ろした切り絵を表紙に配した A5 サイズのノート。

ハープの力 アリとキリギリス バラ 猫のレストラン

■製品情報

上代：16P　¥300　64P　¥380　

サイズ：A5　生産国：日本

16P
横罫

64P
方眼

64P
横罫

64P
横罫

◆マスキングテープ

平和の王国 ワニに乗って マイバレンタイン 庭のペッパーグラス ストリームホース

■製品情報

上代：¥530　

サイズ：15m × 7mm　生産国：中国
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ZAKKA - Agneta Flock

 アグネータ・フロック

◆風呂敷

■製品情報

上代：¥3,600　

サイズ：95cm × 95mm　材質：綿 100%　生産国：日本

◆大判ハンカチ

■製品情報

上代：¥1,500　

サイズ：50cm × 50mm　材質：綿 100%　生産国：日本

◆注染手ぬぐいハンカチ

■製品情報

猫のレストラン（青）／キツネのレストラン（茶）

上代：¥950　

サイズ：35cm × 40mm　材質：綿 100%　生産国：日本

◆手ぬぐい

■製品情報

サファリ／庭のペッパーグラス

上代：¥1,850　

サイズ：35cm × 90mm　材質：綿 100%　生産国：日本
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ZAKKA - Dalarna Horse

ダーラナホース（ダーラヘスト）

幸せを呼ぶダーラナホース。
北欧スウェーデンの民芸品「ダーラナホース」。

起源は約 400 年前。父親が子どものおもちゃとして作ったことが始まりです。

今では「幸せを運ぶ縁起物」として親しまれ、

ダーラナホースをモチーフにした様々なアイテムが作られています。

北欧のインテリアに欠かすことのできないスウェーデンの代表的なアイテムです。



レッド ブルー イエロー

ブラック ベイビーブルー ベイビーピンク

ノルディックレッド パステルブルー パステルピンク

クルビッツ ブルー クルビッツ ピンク クルビッツ ブラック

素木座り
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ZAKKA - Dalarna HorseZAKKA - Dalarna HorseZAKKA - Dalarna Horse

ダーラナホース（ダーラヘスト）



■製品情報

【製品材質】

製品材質：木製

生産国：スウェーデン

ZAKKA - Dalarna Horse
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ZAKKA - Dalarna Horse

ダーラナホース（ダーラヘスト）

【価格一覧】

カラー柄あり 5cm　　¥3,000

7cm　　¥3,800

10cm 　¥4,900

13cm　 ¥5,700

15cm 　¥7,300

17cm　 ¥8,900

20cm 　¥14,000

座り　   ¥9,800

素木 5cm　　¥1,700

5cm　　¥2,200

10cm 　¥2,700

【サイズ】

5cm　　¥3,800

7cm　　横 6,5cm　縦 7cm　奥行 2,2cm

10cm 　横 9cm　縦 10cm　奥行 2,8cm

13cm　 横 11.5cm　縦 13cm　奥行 3.5cm

15cm 　横 13.5cm　縦 15cm　奥行 4cm

17cm　 横 16cm　縦 17cm　奥行 4.3cm

20cm 　横 18.2cm　縦 20cm　奥行 5cm

座り　   横 11.5cm　縦 13cm　奥行 3.4cm

【注意事項】

ダーラナホースは、ひとひとつ職人が手作りで制作しているため、形や色にそれぞれ個体差があります。

写真とは微妙に風合いが異なることがございます。予めご了承ください。

上記にないサイズでもスウェーデンより取り寄せ可能です。ご相談ください。

ダーラナホースの在庫については、その都度お問い合わせください。



グリプスフォルム（Gripsholm）

ダーラナホース　キッチンクロス

素材：綿 100%、原産国：インド（デザイン：スウェーデン）

ロット：6

上代：¥1,400（税別）

ダーラナホースのパターンが縦に並んだキッチンクロス。綿 100% だから

肌触りが良く、大きめサイズなので手拭きとしても活躍してくれそうです。

レッド ブラック グレー
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ZAKKA - Dalarna HorseZAKKA - Dalarna Horse

ダーラナホース（ダーラヘスト）関連商品



■製品情報
素材：紙、パラフィン

ペーパーサイズ：縦 25 × 21.8cm

パッケージサイズ：幅 225 ×高さ 40 ×奥行き 70mm

入数：50 枚入り　箱入り

生産国：日本

上代：¥780（税抜）

原作コミックをモチーフにした

デザイン

カラーバリエーションは 3種類。

全部集めて、包むものに合わせて使いたい！
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ZAKKA - MOOMIN

「ムーミン」がデザインされたワックスペーパー
手作りのお菓子や料理を包んだり使い方いろいろ。

ブラウン ネイビー レッド

ワックスペーパー



■製品情報
【製品材質】

　フィルムカバー／オレフィン系フィルム

　内容物／水、増粘剤（CMC）、調整剤、防腐剤、不凍液（プロピレングリコール）

【生産国】日本

【サイズ】

　ムーミン／幅 88 ×高さ 123 ×厚み 15㎜

　ファミリー／幅 130 ×高さ 110 ×厚み 15㎜

　リトルミイ／幅 82 ×高さ 107 ×厚み 15㎜

　スナフキン／幅 86.5 ×高さ 126 ×厚み 15㎜

■保冷効果：約 1 時間 （使用条件や環境、気温、形状によって異なります）

上代：¥600（税抜）
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ZAKKA - MOOMIN

ムーミン ミイ スナフキン

ムーミンの形をした保冷ジェルの 2015 年夏モデル。

暑い夏を可愛く乗り切るためのアイテムです。

お弁当の保冷剤や、スポーツ後のアイシングなど様々なシーンにご利用頂けます。

繰り返し使えてエコな保冷剤です。

ファミリー

凍らせても固まらない柔らかいジェル

仕様。

冷凍庫で 1 時間以上冷やしてから使用

可能で、使用後は再び冷凍庫に入れて

おくことで、繰り返しご使用いただく

ことが可能です。

繰り返し使えるムーミンの保冷ジェル

保冷ジェル
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ZAKKA - FINLAYSON

およそ 200 年近くにも渡りフィンランドの人々に愛されてきた、

テキスタイルメーカー『フィンレイソン』

自然や四季の移り変わり、伝統あるフィンランドアートが

日本発ハウスウェアデザインとして生まれ変わる。

北欧と日本、それぞれの伝統を融合させることによって生まれる、

全く新しいコラボレーション作品の登場。

北欧フィンランドで 1820 年に創業された、テキスタイルの老舗デザインメーカー。
長い歴史と伝統を誇り、高品質のホームテキスタイル、インテリアファブリックと
共に、最高の住まい方を提供してきた、フィンランドの中でも最も信頼のおけるブ
ランド。
デザインコンセプトは、フレッシュで洗練された楽しさ、そして余計な飾りのない

「真の北欧スタイル」



■製品情報
【製品材質】

製品材質：綿 100%

生産国：日本

サイズ：45 × 83 (mm) 上代：￥1000（税抜）
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ZAKKA - FINLAYSON

Dish Cloth
ディッシュクロス

毛羽がつきにくいので食器用として最適な
ディッシュクロスです。
プロ御用達の和泉の木綿生地から造られていま
す。
皿拭きから食卓までお使い頂けます。

CORONNA（コロナ）

　Gray / Green / Black  

ELEFANTTI（エレファンティ）

　Red / Yellow / Black

TAIMI（タイミ）

　Blue / Purple / Black



■製品情報
【製品材質】

製品材質：綿 100%（プリント面）、

　　　　　レーヨン 100％（中裏面）

生産国：日本

サイズ：30 × 30 (mm) 上代：￥750（税抜）
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ZAKKA - FINLAYSON

Kitchen Cloth
ガーゼ＆かや織り両面クロス

伝統のならかや生地とガーゼ生地とを重ね合わ
せた、７枚合わせ食卓用ふきん。
やわらかなタッチと抜群の吸水性で、油汚れも
さっと拭くことが出来ます。
開封時は固いですが、糊が取れるとふんわりと
したやわらかな生地になります。

CORONNA（コロナ）

　Gray / Green / Black  

ELEFANTTI（エレファンティ）

　Red / Yellow / Black

TAIMI（タイミ）

　Blue / Purple / Black
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ZAKKA - HELLOKITTY SWEDEN

サンリオの人気キャラクター、ハローキティと

スウェーデンのコラボレーション。

スウェーデンの民族衣装を身にまとった

ハローキティの北欧雑貨が新登場。



■製品情報
【製品材質】

素材：亜鉛合金

生産国：中国

本体サイズ

デザイン A：縦 12 ×横 3.5（cm）

デザイン B：縦 11 ×横 5（cm）

上代：1,900 円（税抜）

ハローキティスウェーデン　

キーホルダー（デザイン A）
ハローキティスウェーデン

キーホルダー（デザイン B）
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ZAKKA - HELLOKITTY SWEDEN

ハローキティ スウェーデン

ハローキティとスウェーデンのコラボレーションキーホルダー。
スウェーデンの民族衣装に身にまとったハローキティの他にも、
スウェーデンの国旗や、エルクなどのスウェーデンを代表するアイコンのチャームが
飾られています。
頭のリボンにも国旗が描かれるなど、細部にもこだわったデザインで、
ハローキティファンにもスウェーデンファンにもたまらないアイテム！



■製品情報
【製品材質】

製品材質：綿　100％

生産国：中国

サイズ：縦 58 ×横 41 (mm)

本体重量：80g
上代：￥2200（税抜）

ハローキティスウェーデン　エコバッグ
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ZAKKA - HELLOKITTY SWEDEN

ハローキティとスウェーデンのコラボレーションエコバッグ。
スウェーデンの民族衣装に身にまとったハローキティと、
スウェーデンシンボルともいえるダーラナホースが描かれています。
頭のリボンにも国旗が描かれるなど、細部にもこだわったデザインで、
ハローキティファンにもスウェーデンファンにもたまらないアイテム！


