
人を魅了し、デザインに対して注意深い目を持つビヨン・ヴィンブ
ラッドは、キリスト降誕のクリスマス物語に登場する人物をモチーフ
にした作品を作っていました。その過去のアーカイブにインスピレー
ションを受けた2020年のクリスマスアイテムです。

モチーフとなったのは、キリスト誕生の予言をマリアに告げた天使ガ
ブリエル、キリストを胸に抱く聖母マリア、キリスト礼拝のために東
方からやってきた三人の賢者、キリスト殉教者の聖ルチアなど。

昨年に引き続き光沢のある白磁にゴールドで繊細な絵柄が描かれた
キャンドルホルダーやオーナメントに加え、聖ルチアをモチーフに緑
と赤のクリスマスカラーで描かれたルチアエンジェル クリスマスキャ
ンドルホルダーも新登場です。

No. 53071
キャンドルホルダー 聖母マリアとイエス

¥4,500
サイズ：W7.2×D5.4×H12.1cm

No. 53073
キャンドルホルダー ガブリエル

¥3,500
サイズ：W8.4×D3.4×H12.2cm

No. 53072
キャンドルホルダー 三人の賢者

¥8,000
サイズ：H12.2cm

No. 57035
ダブルキャンドルホルダー ルチア

¥6,500
サイズ：W10.5×D4.5×H15.5cm

No. 57036
クリスマス エンジェル オーナメント

¥3,000
サイズ：W6.4×D2.5×H8cm

ビヨン・ヴィンブラッドからのクリスマスギフト！

※キャンドルホルダーの内径は約1.3cmです

No. 57019
ルチアエンジェル クリスマスキャンドルホルダー

¥5,000
サイズ：W8.5×D8.5×H15cm

NEW
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No. 4800440 
クリスマス ホットドリンクグラス 2020 2pcs

¥4,000
サイズ：W10,4×D7,4×H9cm

NEW

Jette Frölich（イエッテ・フローリッヒ）が手がけるホルムガードの
クリスマス コレクションが今年も新たな絵柄で登場します。毎年クリ
スマスに向けて発売されるイヤーズコレクションで、今年のテーマは
デンマークの1800年代のクリスマスからインスピレーションを受け古
典的なクリスマスのシーンを描きます。

伝統的なクリスマスがテーマの
ホルムガードのイヤーズコレクション

No. 4800442 
クリスマス ボトル 2020

¥5,500
サイズ：W9×D7,5×H21,5cm

NEW

No. 4800444 
クリスマス ドラムグラス 2020 2pcs

¥3,000
サイズ：W4×D4×H6cm

NEW

No. 4800445
クリスマス キャンドルホルダー 2020 2pcs

¥4,000
サイズ：W7×D7×H7,5cm

NEW

No. 4800441
クリスマス ビスケットジャー 2020

¥7,500
サイズ：W12×D12×H16cm

NEW
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No. 4800400
クリスマス ツリー S

¥1,800
サイズ：H7.5cm

No. 4800402
クリスマス ツリー L

¥2,600
サイズ：H13,5cm

No. 4800403
クリスマス ツリー XL

¥3,600
サイズ：H19cm

No. 4800409
クリスマスエルフ カップル

¥3,000
サイズ：（男の子）W4,5×D4,5×H8cm

（女の子）W5,5×D5,5×H8cm

4つのサイズ違いのツリーを並べると、小さなガラス
の森が現れます。そこに、小さな妖精エルフのカッ
プルを組み合わせると、幻想的な世界が生まれます。

ツリーとエルフの内側にはウェーブが施され、美し
い光の屈折を生み出し、窓辺やキャンドルの近くに
置いて使っても。

ゴールドの部分は１点づつハンドペインティングさ
れています。

昨年好評のクリスマスシリーズが再登場
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毎年発売されるホルムガードのイヤーズ オーナメント。今
年は、デンマークではクリスマスを祝うためによくあしらわ
れる「クリスマスチューリップ」がモチーフです。
ゴールドで描かれたクリスマスチューリップと赤いハートの
バランスは特別な時間の中にも温かみを感じさせてくれるデ
ザインとなっています。

2020年のモチーフは「クリスマスチューリップ」

※オーナメントは全て吹きガラスです
※オーナメントにはリボンが付属されています

No. 4800420
クリスマス オーナメント 2020 ハート

¥2,200
サイズ：W7×D3×H8cm

NEW

No. 4800423
クリスマス オーナメント 2020 スター

¥2,200
サイズ：W8.5×D2.5×H8.5cm

NEWNEW

No. 4800422
クリスマス オーナメント 2020 ボーブル

¥2,200
サイズ：W6.5×D6.5×H7.5cm

NEW

No. 4800421
クリスマス オーナメント 2020 ベル

¥2,200
サイズ：W5.5×D5.5×H8cm
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ホルムガードから新作のクリスマスボーブルが登
場しました。
クリスマスツリーへの飾り付けの定番のボーブル
ですが、今回の新作は「クリスマスの記憶」を
テーマにデンマークのデザインデュオ「MEYER-
LAVIGNE」がハンドペインティングしたアイテム
になります。
クリスマスカラーの赤と緑を基調にオブジェとし
ても完成度の高いデザインになっています。

ハンドペインティングの
クリスマスボーブルで温かみを！

No. 4800327
ストライプレッド

¥2,800
サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800326
ストライプグリーン

¥2,800
サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800329
ストロークスレッド

¥2,800
サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800328
ストロークスグリーン

¥2,800
サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800430
ダークグリーン
¥2,800

サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800325
グリーン
¥2,800

サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW

No. 4800431
レッド
¥2,800

サイズ：W8×D8×H9.5cm

NEW
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RHOMBE ボーブル 通常ラインナップ

No. 201236
Rhombe ボーブル（ホワイト）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201238
Rhombe ボーブル（ソフトピンク）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201240
Rhombe ボーブル（ソフトグリーン）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201248
Rhombe ボーブル（ヌード）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201246
Rhombe ボーブル（グリーン）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201242
Rhombe ボーブル（ボルドー）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

No. 201244
Rhombe ボーブル（ブルー）

¥3,000
サイズ：W6.5×D6.5×H8cm

※ボーブルにはリボンが付属しています

年間を通して展開しているリュンビュー ポーセリン RHOMBE（ロンブ）シリーズのボーブル。
エレガントな磁器のボーブルで、少しシックなクリスマスを。クリスマスのテーブルデコレーションにもオススメです。
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カイ・ボイスンの代表作と言えるモンキー。
そのモンキーS用とモンキーミニ用のサンタキャップを
今年も販売いたします。

一点づつ、ハンドペインドで赤と白に色付けされたクリスマスキャップ
には、伸縮性のあるストラップが付いており、モンキーのあご下で固定
できるようになっています。

また、ミニサイズ用のサンタキャップは、ペア ラブバードにもかぶせら
れるサイズです。

モンキーもクリスマス仕様に！

No. 39236
サンタ キャップ モンキーS用

¥2,000
サイズ：W6,5×D6,5×H7.5cm

No. 39237
サンタ キャップ モンキーミニ用

¥1,200
サイズ：Φ3×H3cm

※価格はすべて税別表記です。
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