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2017年春、日本発売開始のフラワーポット。デンマークの家具デザイナー、

ナナ・ディッツェルによるパターンをエンボスのみで表現した洗練された

デザインが特徴。母でもあった彼女のインスピレーションの源は、街や家

など何気ない暮らしの中にありました。美しい白磁のフラワーポットには、

グリーンがとてもよく似合います。置いても、壁際にハンギングしても、

シンプルな空間を素敵に演出します。

壁にハンギングで飾る。

革のプラントハンガーを使ってポットをつるすと、殺風景な壁に表情が

生まれます。ポットの底に穴がない造りなので、植物を鉢ごと入れれば

水滴がしたたることもなく、水をあげる時は鉢ごと取り出すこともでき、

とても実用的。下に葉の垂れる植物を選ぶとバランスも整います。

左：フレボディウム・ブルースター　右：リプサリス

Nanna Ditzel: Flowerpot

ROSENDAHL COPENHAGEN

Design by NANNA DITZEL



0 5



0 6

花の芸術家クラウス・ダルビーとホルムガードの協力により開発された

オールドイングリッシュシリーズは、デンマークのシンプルで美しいガ

ラスと英国の伝統的庭園の融合を実現。花を活けることを目的としてデ

ザインされているので、植物愛好家には嬉しいシリーズ。口の広さを生

かしてたくさんの球根を並べて育てたり、花を束にして斜めに添えてみ

たりと、自由な発想でご使用いただけます。

上からのぞいてみる。

口が広く浅いデザインのフラワーボウルは、少し低めのキャビネットや

テーブルに置いて。アネモネやバラなど咲き誇った花を花首のみ浮かべ

たり、アイビーなどグリーンを飾ったり。沢山活けずに、数本活けて余

白を楽しむのも素敵です。

左：球根（花つぼみ）ヒヤシンス　 右：青い花　ムスカリ

Old English: Flower Bowl

HOLMEGAARD

Design by CLAUS DALBY
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「GAIA」とは、ギリシャ神話に登場する母なる地球のこと。

地球を思わせる丸いフォルムの下半分に水、上半分にハーブや植物を入れ

るプラントグラス。ガラスアーティスト アリック・スネーによってデザ

インされました。ご自宅で簡単にハーブや野菜、植物の栽培ができるだけ

でなく、吹きガラスの鉢はインテリアとしてグリーンのある暮らしを演出

する、用と美を兼ね備えたプロダクト。

ハーブを育てる。

室内で手軽に場所を移動出来るので、ミント、イタリアンパセリ、タイ

ムなど料理に使えるハーブ類がお勧め。キッチンに置けば、料理のレシ

ピの幅も広がりそう。水やりは、サイズによるが、1 週間～ 2 週間に一

度程度なので、手軽に植物を育てることができます。

左：ラベンダー　右：アロマティカス

Gaia: Plant Glass

HOLMEGAARD

Design by ARIC SNEE
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フラワーボウル（P6）と同じく、花の芸術家クラウス・ダルビーとホル

ムガードの協力により開発されたオールドイングリッシュシリーズ。中

でも、新しいデザインとなる「ソリティア」とは、「ひとつだけ」とい

う意味を持ち、一輪挿しのこと。

花が美しく見えるよう計算された一輪挿しは、首が長くシングルカット

の花はもちろん、枝ものや実ものでも存在感を発揮します。

窓際に集めてみる。

１つ使うなら、枝ぶりや茎の動きがあるものを。数個を使うなら、光を

求めて茎の動きが変わるチューリップ、ユキヤナギなど。とても絵にな

るベースです。

左から：ヘデラベリーが 2 点、アカシア、ビバーナムティナス（ブルー

の実物）、ユーカリ

Old English: Solitaire Vase

HOLMEGAARD

Design by CLAUS DALBY
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「Design with Light」は、デンマークの工業デザイナー、マリア・バー

ントセンを起用したシリーズで、"吹きガラスのボディに天然レザーのハ

ンドル " という異素材の組み合わせが魅力的。ドイツデザイン賞 2015

を受賞したシリーズ最初のプロダクト「キャンドルランタン」に次いで

このポットが登場しました。花器としても使いやすい丸いフォルムが印

象的。

好きな色の花を飾る。

口が広いポットですが、実は花を活けやすい。スプレー咲きの（枝分か

れしている）花が特におすすめ。洗面所に置いたり、寝室に置いたり、

食卓に飾ったり、置く場所を選ばない使いやすい器です。

手前から：ミモザ、 ビバーナムティナス（ブルーの実物）、 クリスマス

ローズ（グリーンの花）

Design with Light: Pot Clear

HOLMEGAARD

Design by MARIA BERNTSEN
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4343813 
フラワーボウル φ13cm  ¥4,500  
サイズ : H6.7cm、φ 13cm

4343800
フラワーボウル φ19cm  ¥8,000  
サイズ : H9cm、φ 19cm

4343801
フラワーボウルφ25cm  ¥12,000
サイズ : H16cm、φ 25cm

素　材：吹きガラス
原産国：ポーランド

26820  
フラワーポット  ¥4,000
サイズ : H14cm、φ14cm

素　材 : 磁器
原産国 : 中国

※ 参考商品：プラントハンガー（革製）

P4-5

ROSENDAHL COPENHAGEN

Nanna Ditzel  ナナ・ディッツェル

Product Index

ROSENDAHL COPENHAGEN

ローゼンダール社 コペンハーゲン

1984 年にエリック・ローゼンダールによって設立され

たライフスタイルブランド。デンマーク王室御用達イン

テリア店「イルムス・ボーリフス」 から小さなセレクト

ショップまで、幅広いショップが取り扱うデンマークの

代表的なブランド。

http://nomadinc.jp/brand/rosendahl-copenhagen

HOLMEGAARD

ホルムガード

デンマークで 1825 年に創業した伝統と歴史あるデン

マーク王室御用達のガラスブランド。吹きガラス製法で

熟練の職人によって生み出された作品の多くが、世界中

の美術館にも所蔵されています。また、伝統に甘んじる

ことなく自由な発想と先進的な姿勢でさらなる進化を続

けています。

http://nomadinc.jp/brand/holmegaard

P6-7

HOLMEGAARD

Old English  オールド イングリッシュ
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4343516
ポット クリア H10cm  ¥3,800  
サイズ : H10 cm　

4343517
ポット クリア H12cm  ¥4,000  
サイズ : H 12cm

4343518
ポット クリア H16cm  ¥6,400   
サイズ : H16cm

素　材：吹きガラス・皮革・ステンレス銅
原産国：ポーランド

4343820
プラントグラス S  ¥6,000  
サイズ : H15.2 ×W11.6 × D11.6cm、φ9cm

4343822
プラントグラス M  ¥10,000   
サイズ : H21.7 ×W14.8 × D14.8cm、φ14cm

4343823
プラントグラス L  ¥14,000    
サイズ : H24.2 ×W22.5 × D22.5cm、φ21.5cm

素　材：吹きガラス
原産国：ポーランド

4343807
ソリティアベース H12cm　¥3,500  
サイズ : H12cm

4343808
ソリティアベース H20cm　¥5,000  
サイズ : H20cm

4343809
ソリティアベース H30cm　¥8,000  
サイズ : H30cm

素　材：吹きガラス
原産国：ポーランド

P8-9

HOLMEGAARD

Gaia  ガイア　

P10-11

HOLMEGAARD

Old English  オールド イングリッシュ

P12-13

HOLMEGAARD

Design with Light  デザイン ウィズ ライト
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お問い合わせ先

株式会社 NOMAD（ノマド）

ローゼンダール社 コペンハーゲン 日本総代理店

ホルムガード 日本総代理店

Tel        03.6407.1073

E-mail  info@nomadinc.jp

http://nomadinc .jp

flower s ty l ing : Hi tomi Fuyama_mal ta

HP: ht tp : / /ma ison-mal ta .com

instagr am: ht tps : / /www. instagr am.com/maisonmal ta

d i rect ion , des ign : Iku Yamakawa_cornerof f i ce

photogr aphs : Kazumasa Takeuch i

spec ia l  thanks : s tud io r ue sc ip ion


