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　HOLMEGAARD（ホルムガード）は、1825年にデンマークに生まれた伝統あるガラスブランドです。

HOLMEGAARD社の歴史は、クリスチャン・ダンネスキョールドサムス伯爵が、コペンハーゲンの南西に

あるホルムガード湿原地の炭田を燃料として利用するガラス工場の設立を国王に申請した1823年まで遡り、

伯爵没後の1825年に、その夫人によって設立されました。

　創業当初は緑色ガラス瓶の製造のみでしたが、後にボヘミアンガラスの職人たちとともに透明なガラスの

タンブラーやワイングラスの製造を開始し、さまざまなデザインを誇るワイングラスのラインナップは『ホルム

ガード』の代名詞となりました。

　1900年代、多くの芸術家が手掛け始めるホルムガードの商品は、そのクオリティの高さからデンマーク

王室御用達ブランドに選ばれました。一方で、照明・家具など多様なジャンルで活躍するプロダクトデザイ

ナー、セシリエ・マンツをはじめ、現代を代表するデザイナーと協同して毎年多数の新作を発表し、伝統に甘

んじることなく先進的な姿勢で躍進しています。また、熟練の職人たちによる吹きガラス製法で生み出される

ユニークなデザインのガラス製品は世界中の美術館に所蔵されています。

北欧の文化やライフスタイルを発信するブランド、

デンマークの風と光が満ちる「HOLMEGAARD」。

［デザイナーのご紹介］

[MARIA BERNTSEN]
    マ リ ア ・ バ ー ン ト セ ン

DESIGN WITH LIGHT

1992年に独立した工業デザイナーとして活
動開始。建築、自然、ファッション、そして流行
などからインスピレーションを得て、特に視
覚的な明るさと光りの屈折を捉える硝子素
材に魅了され、独自のデザインの特徴を生み
出している。

[CECILIE MANZ]
  セ シ リ エ ・ マ ン ツ

MINIMA

フィンランドで芸術とデザインを学び、デン
マーク王立デザイン学校を卒業。その後、会
社設立。作品はN.Yの近代美術館MoMAに
も展 示。HOLMEGAARDとのコラボレー
ション「MINIMAシリーズ」でデンマークの
デザインアワード受賞。

[ JACOB E. BANG]1899-1965
 ヤ コ ブ ・ E ・ バ ン グ

 JEB 65

1920年 代に採用されたHOLMEGAARD
の最初のデザイナー。デンマークで初めての
工業デザイナー、デンマークのガラス製品の
“機能主義”の生みの親としても知られ、デザイ
ンに対するモットーは ｢美しく、強く、実用的で
安価｣。

[TOM NYBROE]
  ト ム・ ニ ー ブ ロ エ

PERFECTION

広告代 理 店、グラフィックデザイナ－、ワイ
ン愛好家など…多くの職 務 経 歴や肩書き
は物事を追求する完 璧主義のデザインに
も表 れている。H O L M E G A A R Dとの
｢Perfect ion Glassシリーズ｣はワインへの
熱き想いがベースとなり誕生した。

[TORBEN JØRGENSEN]
 ト ー ベ ン ・ ヨ ー ゲ ン セ ン

LOTUS/ DET DANSK

ガラス作家。HOLMEGAARDガラス工場
で修行を積み、1970年代初めにthe School 
of Industrial Designを卒業し、ガラス部
門に5年勤務。1991年にデザインガラス工房
Jørgensen&Mørchを立ち上げ、作品は世
界各国に展示されている。

[PER LÜTKEN]
  ペ ア ・ ル ト ケ ン

IDÉELLE/No.5/SKIBSGLAS/
CHARLOTTE AMALIE/ PROVENCE

デン マークのガラスデ ザインの 匠、吹き
職 人。1942年 か ら 亡 くな る1998年 ま で
HOLMEGAARDガラス工場で働き、3,000
以上のデザインを手掛けた。クラシックとなっ
た多くの作品は「HOLMEGAARD＝高品
質」というデザインの礎を築いた。

[MARIA KARIIS]
 マ リ ア ・ カ リ ー ス
2LIPS

スウェーデンの大学でデザインを学び、工業
デザイナーとしてストックホルムのBeckmans 
School of Designを卒業。デザイン会社設立
し、2006年からHOLMEGAARDと硝 子の
デザインをする材料として代表作の「2LIPS」
を造りあげた。

[MICHAEL BANG]1942-2013
 マ イ ケ ル ・ バ ン グ

MIXED DOUBLE/MB/FONTAINE

60・70年代にMichael BangはOdense 
Glass Factoryでデザイナーとして勤務。80
年代にHOLMEGAARDガラス工場参加。
オパール・ホワイトの手吹きグラスのランプ
シェイド担当。HOLMEGAARD最初のデ
ザイナーJacob E. Bangを父に持つ。

[PETER SVARRER]
 ピ ー タ ー ・ ス ヴ ェ ア

CABERNET/ FUTURE/COCOON

1997年にHOLMEGAARDガラス工場に
勤めて、熟練の職人たちの高い能力とブラン
ドの協力を得て数々の作品を発表。ガラスに
熱情を注ぎ、手掛けたオーガニックなフォル
ムのグラスウェアは独自の特徴となり、世界
的に高い評価を受けている。

[ANJA KJÆR]
 ア ニ ア ・ ケ ア
KAREN BLIXEN

1983年にデンマーク王立デザイン学校を卒
業以来、独立したデザイナーとして独自のガラ
スデザインを創作。強く喜びあふれる色調とク
ラシックなラインからなるデザイン感覚は、国
境を越えて愛されている。美術館の永久展示
品も多数。

ホ ル ム ガ ー ド
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DESIGN WITH LIGHT
DESIGN MARIA BERNTSEN

「Design with Light」は、ボトルからインスパイアされたフォルムで、
身近で親しみやすい形状。

吹きガラスのボディに、天然皮革のストラップがコンテンポラリーな表情を与え、
グリーンと組み合わせたディスプレイやキャンドル入れなど

自由な発想でお楽しみいただけます。

❶4343516
ポット クリア H10㎝
￥3,800（税抜）
サイズ：H10㎝

❷4343517
ポット クリア H12㎝
￥4,000（税抜）
サイズ：H12㎝

❸4343518
ポット クリア H16㎝
￥6,400（税抜）
サイズ：H16㎝

❹4343525
ポット フロスト H10㎝
￥5,600（税抜）
サイズ：H10㎝

❺4343526
ポット フロスト H12㎝
￥6,500（税抜）
サイズ：H12㎝

❻4343527
ポット フロスト H16㎝
￥7,800（税抜）
サイズ：H16㎝

吹きガラス・皮革・ステンレス鋼
食洗機非対応
原産国：ポーランド

❶

❹

❷

❺

❸

❻
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DESIGN WITH LIGHT
DESIGN MARIA BERNTSEN

ドイツデザイン賞を受賞した「Design with Light」シリーズのランタンは、
フロア、テラス、庭のテーブルにも馴染むデザインです。

雫のフォルムの中心には、ティーライトキャンドルやキャンドルを置くことができ、
優しい光が空間を包み込みます。

❶4343511
ランタン クリア H45㎝
￥34,000（税抜）
サイズ：H45㎝

❷4343500
ランタン クリア H29㎝
￥12,000（税抜）
サイズ：H29㎝

❸4343501
ランタン クリア H25㎝
￥9,300（税抜）
サイズ：H24.8㎝

❹4343502
ランタン クリア H16㎝
￥6,400（税抜）
サイズ：H16㎝

❺4343512
ランタン フロスト H45㎝
￥36,000（税抜）
サイズ：H45㎝

❻4343506
ランタン フロスト H29㎝
￥14,000（税抜）
サイズ：H29㎝

❼4343507
ランタン フロスト H25㎝
￥12,000（税抜）
サイズ：H24.8㎝

❽4343508
ランタン フロスト H16㎝
￥8,000（税抜）
サイズ：H16㎝

吹きガラス・皮革・ステンレス鋼
食洗機非対応
原産国：ポーランド

❶

❺

❷

❻

❸

❼

❹

❽
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❾4341629
ティーライトホルダー S
￥3,000（税抜）
サイズ：H6.5㎝

104341631
ティーライトホルダー M
￥3,500（税抜）
サイズ：H7㎝

114341632
ティーライトホルダー L
￥3,750（税抜）
サイズ：H9㎝

ハンドプレスガラス
食洗機対応
耐熱最大55℃
原産国：ポーランド❾ 10 11

❶4343700
ウラニア クリア
￥18,900（税抜）
サイズ：H10.5×W24×D13.5㎝

❷4343701
ウラニア スモーク
￥20,000（税抜）
サイズ：H10.5×W24×D13.5㎝

ハンドプレスガラス
食洗機非対応
原産国：トルコ
対応機種：iPhone 4,4s,
 5,5s,5c, 
 6,6s 

❶ ❷

「Lotusシリーズ」のキャンドルホルダーは、
HOLMEGAARDの商品の中でも最も人気の高い商品の１つ。

キャンドルに火が灯されると、遠心分離ガラスによる光の屈折が壮観な眺めを生み出します。

LOTUS
DESIGN TORBEN JØRGENSEN

URANIA
DESIGN ARIC SNEE

ガラスアーティストAric Snee(アリック・スネー)が手掛けた、
伝統と革新・過去と現代を繋ぐ先見的なデザイン。

本格的な吹きガラスの技術と超近代的なスローサウンド哲学が融合した、電気に頼らない
新感覚のiPhone用アコースティックスピーカーです。
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MIXED DOUBLE
DESIGN MICHAEL BANG

ケーキスタンドのような「MIXED DOUBLE」は、古き良きデザイン。
ベースはサンド、蓋はクリア加工のガラス。

チョコレート入れからオリーブや小物まで。ギフトにも最適です。

❶4341400
フラワーベース H21㎝
￥8,000（税抜）
サイズ：H21㎝

❷4341402
フラワーベース H14.8㎝
￥5,500（税抜）
サイズ：H14.8㎝

吹きガラス
食洗機非対応
原産国：ポーランド

❶4344820
ボンボンディッシュ S
￥4,000（税抜）
サイズ：H7.5㎝

❷4344821
ボンボンディッシュ M
￥4,500（税抜）
サイズ：H10.5㎝

❸4344822
ボンボンディッシュ L
￥5,000（税抜）
サイズ：H14㎝

ハンドプレスガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：ポーランド ❶

❶ ❷ ❸
❷

元々1965年に「Antique Green Ser ies」として、
HOLMEGAARD最初のデザイナーJacob E . Bangによって作られたもの。

60年代トレンドの女神の肩を思わせるフォルムは、フラワーブーケを優しく包み込みます。

JEB 65
DESIGN JACOB E. BANG
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「バベットの晩餐会」「アフリカの日々」などの作品で
高名なデンマークの女流作家の名前を冠したKaren Bl ixenシリーズ。

Karen Bl ixenがアフリカで過ごした日々や、
アフリカ人女性が身につける金の首輪をインスピレーションに、

その世界観を具現化しています。

切り花の整理に最適な ｢MB Vase｣は、
HOLMEGAARDの中でもポピュラーなシリーズです。

ユリや、さまざまな方向に伸びるチューリップなどを生けるのに適したフォルムです。

「雫」をモチーフにデザインされたCocoonシリーズは、理想的な形に光を反映するフォルム。
オーガニックなフォルムが鮮やかに表現されています。

❶4342603
フラワーベース
ホワイト H17㎝
￥10,000（税抜）
サイズ：H17㎝

❷4342615
フラワーベース
レッド H17㎝
￥10,000（税抜）
サイズ：H17㎝

吹きガラス
食洗機非対応
原産国：トルコ

❸4800077
フラワーベース
ホワイト H17㎝
￥7,500（税抜）
サイズ：H17㎝
原産国：トルコ

❹4343202
フラワーベース
ホワイト H20.5㎝
￥8,000（税抜）
サイズ：H20.5㎝
原産国：トルコ

❺★4343244
フラワーベース
ホワイト H45㎝
￥40,000（税抜）
サイズ：H45.5㎝
原産国：ポーランド
★受発注商品

吹きガラス
食洗機非対応

❷❶

KAREN BLIXEN
DESIGN ANJA KJÆR

MB
DESIGN MICHAEL BANG

COCOON
DESIGN PETER SVARRER

❶4341315
フラワーベース H17.6㎝
￥10,000（税抜）
サイズ：H17.6㎝

❷4341316
フラワーベース H22.8㎝
￥12,500（税抜）
サイズ：H22.8㎝

❸4341317
フラワーベース H30.7㎝
￥14,000（税抜）
サイズ：H30.7㎝

吹きガラス
食洗機非対応
原産国：ポーランド

❸

❶

❺

❸

❹

❷
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Danish Classicと呼ぶにふさわしい「PROVENCE BOWL」は、
1955年にPer Lütkenによってデザインされたもの。

デコレーションや小物入れとして生活空間をより豊かに彩ります。

PROVENCE
DESIGN PER LÜTKEN

❶★4352921
ボウル クリア φ19㎝
￥14,000（税抜）
サイズ：H11.5㎝ φ19㎝

❷★4352922
ボウル クリア φ25㎝
￥18,000（税抜）
サイズ：H15㎝ φ25㎝

❸★4352923
ボウル クリア φ31㎝
￥29,000（税抜）
サイズ：H19.5㎝ φ31㎝

❹★4352951
ボウル ブルー φ19㎝
￥14,000（税抜）
サイズ：H11.5㎝ φ19㎝

❺★4352952
ボウル ブルー φ25㎝
￥18,000（税抜）
サイズ：H15㎝ φ25㎝

❻★4352953
ボウル ブルー φ31㎝
￥29,000（税抜）
サイズ：H19.5㎝ φ31㎝

❼★4353931
ボウル スモーク φ19㎝
￥14,000（税抜）
サイズ：H11.5㎝ φ19㎝

❽★4353932
ボウル スモーク φ25㎝
￥18,000（税抜）
サイズ：H15㎝ φ25㎝

❾★4353933
ボウル スモーク φ31㎝
￥29,000（税抜）
サイズ：H19.5㎝ φ31㎝

★受発注商品
吹きガラス
食洗機非対応
原産国：トルコ

❶

❹

❼

❷

❺

❽

❸

❻

❾
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（写真左から） 4330402 フタ付ボトル 900ml ￥4,400（税抜）
 サイズ：H26.5㎝ φ9㎝　容量：900ml

 4330403 フタ付ボトル 1500ml ￥5,800（税抜）
 サイズ：H32.5㎝ φ9㎝　容量：1500ml

 4330401 フタ付ボトル 550ml ￥3,600（税抜）
 サイズ：H20.5㎝ φ9㎝　容量：550ml
 ファインガラス・アクリル・シリコン・食洗機対応（フタは非対応）・耐熱最大55℃　原産国：スロバキア

「MINIMA」は、冷蔵庫のドアポケットに最適なミニマルで機能的なボトル。
付属の蓋は密封性が高く、内容物をフレッシュに保ちます。

ミネラルウォーター、オレンジジュース、スムージーなどの飲み物を。

デザインを手掛けたPer Lütken（ペア・ルトケン）の
妻の名前を冠したグラスシリーズ。

溶接ガラスから造り出される柔らかなラインが、
熱い情熱を感じる女性的なシルエットに仕上がっています。

MINIMA
DESIGN CECILIE MANZ

CHARLOTTE AMALIE
DESIGN PER LÜTKEN

❶4304935
シャンパングラス 270ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H23㎝
容量：270ml

❷4304900
ワイングラス 230ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H18㎝
容量：230ml

❸4304912
ビアグラス 300ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H21.5㎝
容量：300ml

吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❶ ❷ ❸
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❶4303384
ワイングラス 500ml
6pcsセット
￥15,000（税抜）
サイズ：H24.5㎝
容量：500ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❷4303382
ワイングラス 350ml
6pcsセット
￥14,400（税抜）
サイズ：H22.5㎝
容量：350ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❸4303380
ワイングラス 250ml
6pcsセット
￥13,200（税抜）
サイズ：H20.5㎝
容量：250ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❹4303391
シャンパンフルート 290ml 
6pcsセット
￥13,200（税抜）
サイズ：H27㎝
容量：290ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❺4303315
ウォーターグラス 350ml
￥3,000（税抜）
サイズ：H10㎝
容量：350ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❻4303386
カラフェ 1500ml
￥6,500（税抜）
サイズ：H23.2㎝
容量：1500ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❻

❶ ❷ ❸

❹ ❺

「Cabernet」は、モダニズム・機能性・日常性という3つの哲学をもとに、
デザインされたワイングラスシリーズ。

エレガントさとガラスの軽さは、熟練の吹きガラス職人のみに為せる技です。

CABERNET
DESIGN PETER SVARRER



20 21

（写真中央から） 4802413 白ワイングラス 250ml 6pcsセット ￥13,200（税抜） サイズ：H20㎝ 容量：250ml　

 4802415 シャンパンフルート 125ml 6pcsセット ￥13,200（税抜） サイズ：H19.5㎝ 容量：125ml　

 4802414 カクテルグラス 380ml 6pcsセット ￥14,400（税抜） サイズ：H16.5㎝ 容量：380ml　

 4802417 ビアグラス 330ml 6pcsセット ￥13,200（税抜）  サイズ：H17㎝ 容量：330ml　

 ファインガラス・食洗機対応・耐熱最大55℃  原産国：スロバキア

（写真左から） 4802418 ウォーターグラス 150ml 6pcsセット ￥10,200（税抜） サイズ：H9.5㎝ 容量：150ml

 4302315 ウォーターグラス 330ml ￥1,800（税抜） サイズ：H17.5㎝ 容量：330ml

 4802416 ソムリエグラス 900ml 6pcsセット ￥14,400（税抜） サイズ：H23㎝ 容量：900ml

 4802412 ブルゴーニュグラス 500ml 6pcsセット ￥13,200（税抜） サイズ：H21.7㎝ 容量：500ml

 4802411 赤ワイングラス 350m 6pcsセット ￥13,200（税抜） サイズ：H21㎝ 容量：350ml

 ファインガラス・食洗機対応・耐熱最大55℃  原産国：スロバキア

名高いレストランにも採用される「Perfect ion」は、
HOLMEGAARDの工芸とデザインの基準と、機能性を満たすワイングラスシリーズ。

デンマークのワイン愛好家、Tom Nybroe（トム・ニーブロエ）によるデザインで、
ワインを注ぐ目安となる「ライン」が施されたグラスは実用的で、

かつエレガントで流線的な印象を残します。

PERFECTION
DESIGN TOM NYBROE
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❶4302370
タンブラー 250ml
6pcsセット
￥4,200（税抜）
サイズ：H10.5㎝
容量：250ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❷4302371
タンブラー 370ml
4pcsセット
￥3,600（税抜）
サイズ：H12㎝
容量：370ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❸4302361
ペアタンブラー
ブルー＆グリーン
￥5,000（税抜）
サイズ：H10.5㎝
容量：250ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：中国

❹4302366
ペアタンブラー
ローズ＆スプリング
￥5,000（税抜）
サイズ：H10.5㎝
容量：250ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：中国

❶4300100
赤ワイングラス 290ml
￥5,500（税抜）
サイズ：H24.5㎝
容量：290ml

❷4300102
白ワイングラス 230ml
￥5,500（税抜）
サイズ：H22㎝
容量：230ml

❸4300135
シャンパンフルート 210ml
￥5,500（税抜）
サイズ：H26㎝
容量：210ml

❹4320646
ウイスキーグラス 120ml
￥3,500（税抜）
サイズ：H8㎝
容量：120ml

吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

ワインの原料となる高貴なブドウに敬意を込めて、
その深みを巧みに引き出す、優雅な印象のワイングラスシリーズ「Fontaine」。

1987年にMichael BangがデザインしたHOLMEGAARDの最高級ライン。
光溢れるワイングラスが持つ小さな気泡は、吹き職人の技術力の証です。

ガラス工芸家であり工業デザイナーでもあるピーター・スヴェアが、
「未来のグラス」をコンセプトに作ったグラスシリーズ。

現代のトレンドと合致するフォルムは、手に馴染む優しいデザインです。

FONTAINE
DESIGN MICHAEL BANG

FUTURE
DESIGN PETER SVARRER

❶ ❷

❶

❸

❷

❹

❸

❹
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❶4303389
CABERNET
ビアグラス 550ml
6pcsセット
￥14,400（税抜）
サイズ：H20.5㎝
容量：550ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❷4802417
PERFECTION
ビアグラス 330ml
6pcsセット
￥13,200（税抜）
サイズ：H17㎝
容量：330ml
ファインガラス
食洗機対応・耐熱最大55℃
原産国：スロバキア

❸4304412
IDÉELLE
ビアグラス ステム付 360ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H18㎝
容量：360ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❹4324412
IDÉELLE
ビアグラス 250ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H14㎝
容量：250ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❺4307213
DET DANSKE GLAS
ビアグラス 440ml
￥3,800（税抜）
サイズ：H13㎝
容量：440ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❻4321812
NO.5
ビアグラス 300ml
￥4,000（税抜）
サイズ：H15.8㎝
容量：300ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❼4302212
SKIBSGLAS
ビアグラス 340ml
￥5,000（税抜）
サイズ：H15㎝
容量：340ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❽4304912
CHARLOTTE AMALIE
ビアグラス 300ml
￥4,500（税抜）
サイズ：H21.5㎝
容量：300ml
吹きガラス
食洗機非対応・耐熱最大55℃
原産国：トルコ

❶

❹

❼

❷

❺

❽

❸

❻

ビールを愉しむためのグラスを、
HOLMEGAARDのコレクションの中からセレクト。

ビールの泡立ちも眺めてしまう個性的なグラスたちです。

BEER GLASS COLLECTION
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（写真の品） ★4340440 フラワーベース ブルー H45㎝ ￥89,000（税抜） 
 サイズ：H45㎝
 ★4340441 フラワーベース グリーン H45㎝ ￥89,000（税抜）
 サイズ：H45㎝
 ★4340442 フラワーベース ブルー H34㎝ ￥42,000（税抜）
 サイズ：H34㎝
 ★4340443 フラワーベース グリーン H34㎝ ￥42,000（税抜）
 サイズ：H34㎝
 吹きガラス・食洗機非対応  原産国：ポーランド  ★受発注商品

※表示の商品価格には消費税は含まれておりません。

※カタログに記載の商品価格・仕様は予告なしに変更する場合がございますので、ご購入時にご確認ください。

※店舗によって展示商品の数、内容が異なります。掲載商品の展示がない店舗もございます。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。

※商品の色は、印刷上、実際と異なる場合がございますのでご了承ください。

※一部、お取り寄せの商品もございます。

※化粧箱の仕様は予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。

※★印商品は受発注商品となります。

■化粧箱について

■アフターサービス

さまざまなシーンでも、ご利用いただけますように

HOLMEGAARDのすべての商品に化粧箱を

使用しております。

ギフトなどの贈り物としてもご利用いただけます。

皆さまに永く使っていただくための、ガラス製品のお手入れ方法などをご紹介いたします。

◆日頃のお手入れ方法
水洗いまたは中性洗剤のご使用で、ほとんどの汚れは落とせます。また茶渋などのしつこい汚れは食器用漂白剤を使用すれば落とす
ことができます。
食器洗浄機等は、食器洗浄機対応可能商品のみご使用ください。食器洗浄機の高温での洗浄で破損する恐れがございますので、
ご注意ください。

◆水垢のご注意
フラワーベースの底などにできる白い水垢は放置するほど、汚れが落ちにくくなりますので定期的に洗浄してください。

◆傷へのご注意
ガラス製品は本来、面的強度や局所強度も強いので簡単には割れたりはしませんが、表面にキズがついたり小さいキズが増えると
強度が落ちて割れやすくなります。金属製のナイフやフォークなどを入れたり、ガラス同士の強い接触は避けてください。

◆吹きガラス製品について
吹きガラス製品の一部は職人の手作業によるマウスブローもしくはそれに準じた製法で製造され繊細な質感が特徴です。特性上、
ガラスの厚みや大きさなどに多少の個体差が生じる場合があります。ガラスに封じ込められた小さな気泡は手作りの証であり、特徴ですので、
品質上の問題はありませんので安心してご使用ください。

青々と繁るチューリップからイメージされたフラワーベース「2Lips」。
お部屋の中で、一年中、春の雰囲気を醸し出します。

玄関ホールやリビングなどで季節の草花を挿して、おもてなしとしても。

2LIPS
DESIGN MARIA KARIIS

SERVICE
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