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手洗いのみ可フリーザー可 オーブン可 電子レンジ可耐熱 洗たく機可食洗機可 濡れ拭き

セラミック
コンロ用

ガスコン
ロ用

電気コンロ用 電磁（H）
コンロ用

『お取り寄せ商品』につきましては、
お取扱いできない場合もございます。
詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

キャンドル
使用不可
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Iittala X Issey Miyake 
Collection

　フィンランドのガラス工房として誕生したIittalaは、毎日の暮らしを豊かにする
製品を世に送り出してきました。単独でも個性を発揮するデザインでありながら、
自由な組みあわせが可能で、用途が広い製品をつくることが私たちの信念です。

　Iittalaが時代を超えた普遍性を持ち続ける背景には、Iittalaのデザイン哲学をつ
くりあげたカイ・フランクとアルヴァ・アアルトの進歩的な理念があります。私
たちはただ美しいものをつくるのではなく、流行に左右されず、使い捨てされな
いデザインを追求したいと考えています。



Interior.
　スカンジナビアには質の高さと機能性、そして美しさを大切に
する風土があります。Iittalaがめざすのも、一生使えるインテリ
アデザインです。お気にいりのものに囲まれて、心地良い空気に
満たされたあなただけの空間をつくってください。明日をどんな
雰囲気で過ごすかは、今日何を選ぶかで決まります。
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Alvar Aalto Collection
Since 1936
アルヴァ・アアルト コレクション
Since 1936

アアルトのベースが誕生したのは
1936年。翌年開かれたパリ万国博
覧会に出品されました。流れるよ
うな有機的なフォルムはいまも
イッタラの工房で、手吹きで制作
されています。熟練の職人7人が力
を合わせてひとつのベースを完成
させます。モダンデザインのアイ
コンと呼ぶにふさわしい品です。

* Original Form
※はお取り寄せ商品

（キャンドルホルダー除く）

ボウル*※

50  195 mm

ホワイト
クリア
Mouth-blown glass

ボウル※

30  98 mm

クリア

ボウル※

40  136 mm

クリア

ベース*

95 mm

ホワイト
クリア・デザート※

ベース*

160 mm

エメラルド※・サーモンピンク※・ホワイト・
クリア・ウォーターグリーン※・ライトブルー※・
クランベリー※・レイン※・デザート※・
ダークグレー※（2016年11月〜）
Mouth-blown glass

ベース*

120 mm

レイン※・サーモンピンク※・ホワイト
クリア・デザート※・エメラルド※・
ダークグレー※（2016年11月〜）
Mouth-blown glass

ボウル*※

50  380 mm

ホワイト・クリア
Mouth-blown glass

フラワーセット*※

180  360 mm

クリア
Mouth-blown glass

ベース※

255 mm

エメラルド・デザート・クリア・
レイン・
ダークグレー（2016年11月〜）

ベース※

200 mm

ホワイト・クリア
Mouth-blown glass

ベース

201 mm

レイン※・ホワイト・クリア・
デザート※・
ダークグレー※（2016年11月〜）

ベース

251 mm

ホワイト・ダークグレー※（2016年11月〜）・
エメラルド※・
クリア・デザート※・レイン※

キャンドルホルダー※

55 mm

クランベリー・クリア・フロスト・グレー
●キャンドルは附属しません

ステンレスボウル※

50  182 mm

ステンレスボウル※

60  358 mm

ステンレスボウル※

358 mm

ステンレスボウル※

504 mm

木製ボウル※

358 mm

パーチ合板
504 mm

パーチ合板

木製サービングプラター※

210  257 mm

オーク材
355  436 mm

オーク材
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オブジェ（3pcセット）※

630 mm

クリア

Ateenan Aamu
Kaj Franck 1953
アテネの朝
カイ・フランク 1953

アテーナンアアムは「アテネの
朝」という意味。ガラスのペン
ダントを組みあわせたモビール
で、風に揺れると繊細なガラス
の泡が柔らかいメロディックな
音を奏でます。それはアテネの
日曜の朝、教会から聞こえてく
る鐘の音かもしれません。
※はお取り寄せ商品

Ruutu
Ronan & Erwan 
Bouroullec 2015
ルーツ
ロナン＆エルワン・ブルレック2015

ロナン＆エルワン・ブルレックの
コラボレーションは、彼らの独特
な表現力と、バランスや技巧を高
めるための不断の努力の調和がな
された作品です。マウスブローガ
ラスの不完全さとなめらかな表面
の艶やかな性質が作り出す、厳格
な幾何学シェイプとのエレガント
なコンビネーション。ルーツのシ
ンプルなシェイプは、使う人が花
と花瓶とを一体化してアレンジす
ることを可能にし、コレクション
する喜びを与えます。
※はお取り寄せ商品

ベース※

115  180 mm

グレー・クリア
Mouth-blown glass

ベース※

115  80 mm

クリア・デザート
Mouth-blown glass

ベース※

115  140 mm

サーモンピンク・クランベリー
Mouth-blown glass

ベース※

205  180 mm

モスグリーン・クランベリー
Mouth-blown glass

ベース※

205  270 mm

コッパー・クリア
Mouth-blown glass
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カージナル※

210  145 mm

イエローグロース※

215  130 mm

カラフトライチョウ夏

150  110 mm

アニュアルバード2016
ハーベストパフボール※

アニュアルエッグ2016
ハーベストパフボール※

アンナ※

200  130 mm 95  130 mm 245  245 mm

スカイカールー コアジサシ クランベリー ルリコマドリ メディエイタードーヴ パフボール※

145  100 mm 110  75 mm 130  85 mm 160  110 mm 70  50 mm
クランベリー

ヨタカ ケイパーカイリ※ ブルフィンチ（アカウソ）※ ダイシャクシギ※ サギ※

130 70 mm 275  180 mm 150  80 mm 350    195 mm 140    220 mm

トキ（緑）※

205  165 mm

バトラー※

110  260 mm

コマドリ クランベリー

200  125 mm

マリ※

115  110 mm

オオハクチョウ ホワイト※

330  210 mm

クーラス レイン※

140  90 mm

クラース セビリアオレンジ※

140  90 mm

フクロウ（大）※

160  260 mm

フクロウ（親）

100  155 mm

フクロウ（子）

75  105 mm

メンフクロウ ヒナ

45 65 mm

Birds by Toikka
Oiva Toikka 1972
バード バイ トイッカ
オイバ・トイッカ 1972

ガラスの性質を知りつくした
オイバ・トイッカが想像力を
自由にはばたかせ、イッタラ
のガラス吹き職人がその要求
にみごとに応えた – こうして
奇跡のような小さな鳥たちが
誕生しました。自然を愛し、
アートガラスに情熱を燃やす
トイッカは、40年間に400点
以上のガラスの鳥たちを生み
だしてきました。すべての鳥
は手吹き技法で作られている
ので、2つとして同じものは
ありません。それがコレク
ターにとっての魅力でもあり
ます。
※はお取り寄せ商品
本製品は個体により若干のサイズ差
異がございます。
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Vitriini
Anu Penttinen 2010
ビトリーニ
アヌ・ペンティネン 2010

ビトリーニは大切な小物を
ディスプレイするのにぴっ
たりです。ガラス、木といっ
た素材のコレクションと自
由に組みあわせてください。
気分や個性に応じた「見せ
る収納」の可能性が無限に
広がります。
※はお取り寄せ商品

トレー※

256  72 mm

オーク材

378  133 mm

オーク材

ボックス※

60  60 mm

クリア・クリア／オーク・ウォーターグリーン・グレー

ボックス※

108  108 mm

ペールピンク・クリア・クリア／オーク・ウォーターグリーン・シーブルー・グレー

ガラス部分

オーク部分

キャンドルホルダー

64 mm

エメラルド・レイン・クリア・フロスト・レモン・アップルグリーン・ウォーターグリーン・グリーン・ライトブルー・ターコイズ・
シーブルー・ペールピンク・サーモンピンク・セビリアオレンジ・ラベンダー・サンド・グレー・クランベリー・デザート

Kastehelmi
Oiva Toikka 1964
カステヘルミ
オイバ・トイッカ 1964

カステヘルミはフィンランド語
で「しずく」という意味。ガラ
スにぐるりとちりばめた小さな
粒から名づけられました。水と
火という2つの要素がひとつに
なったこのホルダーは、キャン
ドルをともすと美しい光の反射
が生まれます。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません

キャンドルホルダー

60 mm

シーブルー・フロスト・クリア・レモン・アップルグリーン・グリーン・エメラルド・ウォーターグリーン・ライトブルー・ターコイズ・
レイン・ペールピンク・サーモンピンク・セビリアオレンジ・ラベンダー・サンド・グレー・クランベリー

Kivi
Heikki Orvola 1988
キビ
ヘイッキ・オルヴォラ 1988

小さくてカラフルな光の宝石。
ガラスを知りつくしたイッタラ
ならではの製品です。ガラスの
厚みと色がキャンドルの光を豊
かに演出し、炎のきらめきを増
幅してくれます。豊富なカラー
バリエーションのなかから、季
節ごとに、そして大切な日のた
めに、あなただけの組みあわせ
を見つけてください。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません

Maribowls
マリボウルは、マリメッコの創業者
であるアルミ・ラティアが、あるガ
ーデンパーティーの為に作らせた
ことをきっかけに、1960年代から
生産されています。
クラシカルなデザインとカラーバリ
エーションが特徴で、装飾品とし
てはもちろん、器としても使うこと
ができます。
※はお取り寄せ商品

マリボウル

155 mm

クリア・グレー・ライトブルー・ウォーターグリーン・アップルグリーン・
レイン※・フロスト※・ペールピンク※・サーモンピンク※・クランベリー※
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キャンドルホルダー※

107 mm

ホワイト・ブラス・
ダークグレー・ブルー・キョウトレッド
(上記3色は2016年11月〜）

183 mm

ブラス・ホワイト・
キョウトレッド・ダークグレー・ブルー
(上記3色は2016年11月〜）

キャンドルホルダー※

90 mm

ホワイト

110 mm

ホワイト

Nappula
Matti Klenell 2012
ナップラ
マッティ・クレネル 2012

キャンドルホルダーのナップラ
は、デザイナーのマッティ・ク
レネルが、ヌータヤルヴィのガ
ラス博物館でおもしろい脚の
テーブルに一目ぼれしたことが
きっかけで生まれました。ブラ
ス素材のほか、パウダーコーティ
ングスチールの4色が揃います。
モダンなフォルムへの愛着が表
現されたキャンドルホルダーは、
実用的でありながら、すでにひ
とつの象徴としての風格を漂わ
せています。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません

キャンドルホルダー※

141115 mm

グレー・デザート・サンド・クランベリー
Mouth-blown glass

600 mm

ホワイト・クリア

キャンドルホルダー※

250 mm

クリア・コッパー

Lantern
Harri Koskinen 1999 
ランタン
ハッリ・コスキネン 1999

ハッリ・コスキネンの作品は国
際的にも高い評価を集めてきま
した。彼が手がけたキャンドル
ホルダーのランタンは、透明で
まっすぐなラインが特徴。手吹
きガラスのフォルムは完璧なバ
ランスを保ち、まるで光が空中
に浮いているような視覚効果を
もたらします。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません

Kaasa
Ilkka Suppanen 2011
カーサ
イルッカ・スッパネン2011

フィンランドの海上で水夫を導
く光、カーサからインスピレー
ションを得た、同じネーミングの
ティーライトキャンドルホル
ダー。自身も船に乗るというイ
ルッカ・スッパネンがデザインし
ました。象徴的でエレガントなラ
ウンドシェイプは、リビングルー
ムやディナーの食卓に穏やかな
光を映す、小さく詩的な彫像を思
わせます。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません

プレート※

26 cm

コースター4枚入り※

9 cm 42 cm32 cm

Sarpaneva Steel
Timo Sarpaneva 1971
サルパネヴァ スチール
ティモ・サルパネヴァ 1971

サルパネヴァ スチールプレート
は、1971年から変わらず親しま
れてきたデザインアイコン。ディ
ナーテーブルでのアンダープレー
トにしたり、トレイとして果物や
シャンパングラス、キャンドルを
のせたり、インテリアのポイント
にしたりと使い道は無限大。時代
を超えたデザインで、その魅力は
尽きません。
※はお取り寄せ商品

Fire
Nathalie Lahdenmäki 
2001
ファイア
ナタリー・ラーデンマキ 2001

氷のランタンを思わせるファイ
ア。独自のセラミック素材を通
して広がる暖かな光は、他のキャ
ンドルホルダーにはない照明効
果をもたらします。穏やかで心
休まるファイアの光は、1年を通
じてリラックスできる雰囲気を
つくりだしてくれます。
※はお取り寄せ商品
●キャンドルは附属しません
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ホームバッグ※

300 x 250 x 150 mm

グレーフェルト

350 x 300 x 200 mm 400 x 500 x 250 mm

Meno
Harri Koskinen 2013
メノ
ハッリコスキネン 2013

メノは丈夫なフェルト素材の
ホームバッグ。家の中のあら
ゆるものを美しく整理して収
納したいという考えから生ま
れました。フィンランド語で
“go”を意味するメノは、必要
な時にどこにでも持ち運ぶこ
とができます。サイズは3種類。
書類や雑誌、新聞から洗濯物
まで、用途に応じて選べます。
※はお取り寄せ商品

450 x 230 x 300 mm

ナチュラル・ホワイト

ボックス※

450 x 150 x 300 mm

ナチュラル・ホワイト

スツール※

406 x 409 mm 

ナチュラル・ホワイト

Plektra
Ineke Hans 2015
プレクトラ
イネケ・ハンス 2015

プレクトラはサイドテーブルで
ありスツールでもある、家の中
での優れたお手伝いさんです。
高品質の合板製で、様々な目的
に使える機能性を備えることに
よりイッタラのインテリアコレク
ションは完全に整いました。積
み重ねることのできるプレクト
ラはソファやベッドのサイド・
テーブルとして、子供用の踏み
台として、ちょっとしたスツー
ルとして、どこでもお使いいた
だけます。オランダのデザイ
ナーであるイネケ・ハンスは「機
能性は、製品に耐久性を与え、
長い寿命をもたらします。」と述
べています。
※はお取り寄せ商品

Vakka
Aalto+Aalto 2013
ヴァッカ
アアルト＋アアルト 2013

「蓋つきの箱」という意味の
ヴァッカは、シンプルなプラ
イウッドの収納ボックス。プ
ロダクトを専門とするフィン
ランドのデザインオフィス、
アアルト＋アアルトがデザイ
ンを担当しました。積み重ね
ればちょっとしたサイドテー
ブルとしても活躍します。サ
イズは2種類。 
天然バーチ材を使っているの
で使い込むほどに風合いが増
し、自分だけの特別な日用品
になってゆきます。
※はお取り寄せ商品

シンプッカ※

 110  108 mm

アネモネ※ 

110  93 mm

コラッリ※

 64  89 mm

Aarre
Aalto+Aalto
Anu Penttinen
Markku Salo 2015
アーッレ
アアルト+アアルト
アヌ・ペンテルネン
マルック・サロ2015

個性的なマウスブローのデコラ
ティブウォールは、ご家庭の小さ
なアートギャラリーの特別な作品
となり、同時に持ち物を掛けるノ
ブとして実用的な役割も果たしま
す。家とは、自分自身に意味のあ
る物で囲まれたいと願う、最もパー
ソナルな場所です。アーッレ (フィ
ンランド語で「宝物」の意)は、パー
ソナルな物を飾る新しい可能性を
生み出します。アーッレは、フィ
ンランドガラス界の巨匠オイバ・
トイッカへの賛辞として作られま
した。
耐荷重5kg、簡単に取り付けられ、
丸いパッケージは、特別な方への
完璧なギフトとなるでしょう。
※はお取り寄せ商品

ケンタウリ※

 100  58 mm

パパヴェル※

 110  93 mm

セセリ※

110  73 mm

サツルヌス※

 100  58 mm

タフティスム※

 100  58 mm
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Iittala X Issey 
Miyake Collection
2016
イッタラ×イッセイミヤケ
コレクション 2016

世界の両側にあるフィンラン
ドと日本、二人のタイムレス
なデザインの巨匠。共通する
理念は「調和のある家」です。
イッタラとイッセイミヤケの
ユニークなコラボレーション
による高い品質を持つ陶磁
器、グラス、テキスタイルと
いったコレクションは、あな
たを立ち止まらせ、時間を楽
しませてくれることでしょう。
※はお取り寄せ商品

キャンドルホルダー※

70mm

ホワイト

プレート※

1111 cm

ダークグリーン・
ピンク・ホワイト

テーブルフラワー※

15cm

ライトグレー・ピンク
ポリエステル100%

テーブルフラワー※

20cm

エメラルド
ポリエステル100%

テーブルフラワー※

27cm

ダークグレー
ポリエステル100%

カップ※

0,19 L

ピンク・ホワイト・
ダークグリーン

プラター※

2120 cm

ホワイト・
ダークグリーン

プラター※

2035 cm

ホワイト

ベース※

180mm

クリア・ダークグレー

40 40 40

ナプキン※

5140 cm

ライトグレー・
ダークグレー・
ピンク・エメラルド
ポリエステル100％

クッションカバー（ヘリンボーン）※

35cm

エメラルド
ポリエステル100％

クッションカバー（ランダムプリーツ）※

50cm

ピンク・ダークグレー
ポリエステル100％

クッションカバー（ジグザグ）※

50cm

ライトグレー
ポリエステル100％

プレイスマット※

3648 cm

ピンク・
ライトグレー
ポリエステル100％

インテリアテキスタイル※

2m

ダークグレー
ポリエステル100％

40 40 40

40 40 40
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Teema
Origo
Taika
Tanssi
Sarjaton
Kastehelmi
Aino Aalto
Kartio
Lempi
Essence
Senta

Decanter
Aarne
Ultima Thule
Tapio
Scandia
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Dining.
　Iittala製品は単独でも十分個性的で
すが、異なるシリーズや素材の無限の
組みあわせでさらに世界を広げてくれ
ます。時代を超えて愛されるテーブル
ウェアやグラスウェア、カトラリーの
中から、自分だけの組みあわせを選ん
でください。どんな場面にもぴったりの、
個性輝くテーブルセッティングができ
あがります。さあ、リラックスして家
での食事を楽しみましょう。



 
 

カップ＆ソーサー スクエアプレート*

0.22 L / 15 cm

ホワイト
(カップ※とソーサーの別売りも
ございます）

16  16 cm

ホワイト

ボウル*

21 cm

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

ボウル

15 cm

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

ティーポット

1 L 

ホワイト

トライアングルプレート* ※

12 cm

ホワイト

スクエアプレート* ※

12  12 cm

ホワイト

ミニサービングセット※

ホワイト

プレート*

17 cm

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

プレート*

21 cm

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

プレート

23 cm

ホワイト

プレート

26 cm

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

Teema
Kaj Franck 1952
*Design Heikki Orvola

ティーマ
カイ・フランク 1952

無限の組みあわせが広がる
ティーマは、食事のニーズが
どれほど変化しても対応でき
ます。ティーマの皿はオーブ
ン対応なので、調理にも使え
ます。もちろんできあがった
料理を供するのにもぴったり
で、保存や冷凍も可能。本質
的なデザインという理念を反
映して、円、正方形、長方形
という3種類の基本的なフォ
ルムで構成されています。カ
イ・フランク自身が語ってい
るように「必要な装飾は色だ
け」なのです。
※はお取り寄せ商品

マグカップ

0.3 L

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

マグカップ*

0.4 L

ホワイト・ブラック・
ターコイズ・パールグレー

ボウル*※

2.5 L / 30 cm

ホワイト

プラター*※

16  37 cm
ホワイト

ボウル※

3.4 L

ホワイト

プラター※

24  32 cm

ホワイト

ボウル※

1.65 L

ホワイト

Origo
Alfredo Häberli 1999
オリゴ
アルフレッド・ハベリ 1999

ストライプパターンが色のアク
セントとなり、はっきりとした
構成とリズムがどんなテーブル
セッティングも華やかにしてく
れます。多色使いなので他のイッ
タラのテーブルウェアとも好相
性。シンプルなフォルムは、ま
さに時代を超えたデザインの典
型です。
※はお取り寄せ商品

マグカップ

0.25 L

オレンジ・ベージュ

マグカップ（ハンドル付）

0.4 L

オレンジ・ベージュ

スナックボウル

0.15 L

オレンジ・ベージュ

デザートボウル

0.25 L

オレンジ・ベージュ

ボウル

0.5 L

オレンジ・ベージュ

サービングボウル

2.0 L

オレンジ・ベージュ

カップ

0.05 L

オレンジ・ベージュ

プレート

20 cm

オレンジ・ベージュ

プレート

26 cm

オレンジ・ベージュ

ペーパーナプキン※

33 cm

オレンジ
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マグカップ

0.4 L

ホワイト・ブルー・
ブラック

コーヒーカップ＆ソーサー

0.2 L / 15 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

エスプレッソカップ＆ソーサー※

0.1 L / 11 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

タンブラー

38 cl

クリア

ソースプレート※

9.5 cm

ホワイト

プレート

22 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

プレート

27 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

プレート※

30 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

ピッチャー※

0.5 L

ホワイト・ブルー・
ブラック

サービングプレート※

41 cm

ホワイト・ブルー・ブラック

ボウル※

2.8 L

ホワイト・ブルー・
ブラック

サービングボウル※

1.45 L

ホワイト・ブラック

ディーププレート※

20cm

ホワイト・ブラック

ディーププレート※

22 cm

ホワイト・ブラック

ボウル

0.6 L

ホワイト・ブルー・
ブラック

ボウル

0.3 L

ホワイト・ブルー・
ブラック

Taika
Pattern by  
Klaus Haapaniemi 2007 
Design by  
Heikki Orvola 2006
タイカ
パターン：クラウス・ハーパニエミ 2007
フォルム：ヘイッキ・オルヴォラ 2006

タイカとはフィンランド語で「魔
法」という意味です。大胆さが魅
力の幅広いラインナップから自由
に選んでください。ハーパニエミ
のイラストが想像力を刺激して、
世界にひとつだけのストーリーを
紡ぎだします。幻想的なデザイン
のディテールがだんだんと浮かび
あがり、使う人にとっていくつも
の意味を持ちはじめるでしょう。
※はお取り寄せ商品

ペーパーナプキン※

33 cm

ホワイト・ブルー

マグカップ※

0.4 L

ボウル※

0.6 L 

コーヒーカップ＆ソーサー※

0.2 L / 15 cm

プレート※

22 cm

プレート※

27 cm

ペーパーナプキン※

33cm

Tanssi
Pattern by
Klaus Haapaniemi 2015
Design by
Heikki Orvola 2006
タンシ
パターン：クラウス・ハーパニエミ 2015
フォルム：ヘイッキ・オルヴォラ 2016

ダンスへの招待状。クラウス・ハ
ーパニエミがデザインしたタンシ
には、神秘的な森のカラフルな住
人たちがあふれています。デザイ
ンは、動物と人間が共存する世
界、永遠の輪廻転生を描いた悲し
くも美しいチェコのオペラ『利口
な女狐の物語』に着想を得ていま
す。細かなイラストは、持つ人を
様々な世界へと誘います。

※はお取り寄せ商品
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マグカップ

0.36 L

レッティオールドローズ・レッティホワイト・
メッツァホワイト・ヴァルプホワイト※

ボウル※

0.33 L

レッティホワイト
ヴァルプホワイト

ボウル

0.68 L

ヴァルプホワイト※・レッティホワイト・
レッティパールグレイ・
レッティオールドローズ※

プレート

22 cm

レッティパールグレイ

ディーププレート

22 cm

レッティホワイト

プレート

26 cm

メッツァ

Sarjaton
Harri Koskinen , 
Lotta 0lsson 
& Musuta 2012
サルヤトン
ハッリ・コスキネン&
ロッタ・オルソン＆ムスタ 2012

フィンランド語で「シリーズでは
ない」という意味のサルヤトンに
は、使い捨てとは対極にある本質
的なアイテムが揃っています。
自由な柔軟性をさらに押しひろげ
たこれらの品々は、単独でも組み
あわせても使うことができます。
エンボス加工のグラスに指で触
れ、柔らかく落ち着いた色合いや
伝統的なパターンを目で楽しみな
がら、あなただけの組みあわせを
見つけてください。
※はお取り寄せ商品

ボウル※

35 cl

デザート・レイン・クリア・フロスト・ライトブルー・アップルグリーン・
レモン・サーモンピンク・サンド・グレー

ケーキスタンド

315 mm

クリア

ケーキスタンド※

248 mm

クリア

ボウル

1.4 L

クリア

タンブラー

30 cl

エメラルド・レイン・クリア・グレー・
ライトブルー・デザート

ジャー※

116 ╳ 57 mm
レイン・ライトブルー・クリア・
デザート・グレー

トレー※

35 cm

ライトグレー

ペーパーナプキン※

 33 cm

ライトグレー

蓋:

ジャー※

116 ╳ 114 mm
ライトブルー・レイン・クリア・
デザート・グレー

蓋:

ボウル

23 cl

クリア・ライトブルー・グレー

プレート

248 mm

グレー・クリア・ライトブルー

プレート※

315 mm

クリア・ライトブルー・グレー

プレート

170 mm

ライトブルー・クリア・グレー

Kastehelmi
Oiva Toikka 1964
カステヘルミ
オイバ・トイッカ 1964

カステヘルミはフィンランド
語 で「し ず く」と い う 意 味。
ガラスにぐるりとちりばめた
小さな泡粒から名づけられま
した。実験精神が旺盛なオイ
バ・トイッカがフィンランド
の自然に触発され、朝日を浴
びてきらめく、たくさんの真
珠のような草露から斬新なデ
ザインを発案しました。特徴
的な表面は光を反射して美し
い効果をもたらし、生命感が
躍動します。
※はお取り寄せ商品
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ピッチャー※

120 cl / 172 mm

クリア

タンブラー

22 cl

グレー・クリア・アップルグリーン・
ウォーターグリーン・ライトブルー

ボウルS

35 cl / 165 mm

クリア

プレートS

175 mm

クリア

ハイボール

33 cl 

クリア・アップルグリーン・
ウォーターグリーン・グレー
ライトブルー

タンブラー

21 cl 

エメラルド・クリア・ウォーターグリーン・
アップルグリーン・ライトブルー・シーブルー・レイン・
サンド・グレー

ピッチャー

95 cl

クリア・ライトブルー※・グレー※

ハイボール*

40 cl

レイン・クリア・ウォーターグリーン・
アップルグリーン・ライトブルー・シーブルー・
エメラルド・サンド・グレー

Aino Aalto
Aino Aalto 1932
アイノ・アアルト
アイノ・アアルト 1932

水 の 波 紋 を 思 わ せ る グ ラ ス は
1932年に誕生し、本質的なデザ
インは流行に左右されないことを
教えてくれます。シンプルで積み
重ねのできるデザインは使い道が
広く、収納場所を取りません。同
様のすべての製品の出発点となっ
たのが、このアイノ・アアルトで
す。アイノ・アアルトのグラスウェ
アは80年以上の歴史を誇り、い
まもイッタラのデザイン理念の原
動力となっています。
※はお取り寄せ商品

Kartio
Kaj Franck 1958
カルティオ
カイ・フランク 1958

*Design Heikki Orvola

カルティオグラスは、カイ・フ
ランクが手がけた中で最も純度
が高い作品と言えるでしょう。
素材と幾何学的なフォルムのバ
ランスは完璧で、シンプルであ
りながらふだん使いできる耐久
性も充分です。カイ・フランク
が完成させたこのベーシックな
グラスは、どんなトレンドも超越
した伝説的なデザインです。合
わせやすい多彩なカラーバリ
エーションは、色つきガラスを
知りつくしたイッタラならではの
ものです。
※はお取り寄せ商品

グラス

34 cl 

クリア

4pcセット※

34 cl 

クリア

タンブラー※

35 cl

クリア

シェリー（スイートワイン）※

15 cl

クリア

シャンパン

21 cl

クリア

カクテルボウル※

31 cl

クリア

レッドワイン

45 cl

クリア

ホワイトワイン

33 cl

クリア

カラフェ※

100 cl

クリア

ビアグラス※

48 cl

クリア

Lempi
Matti Klenell 2012
レンピ
マッティ・クレネル 2012

肩の凝らないひとときから華や
かなイベントまで、どんな場面
にもしっくり納まるグラスです。
積み重ねができるので収納場所
も取りません。くっきりしたフォ
ルムと柔らかみのある形は気ど
りがなく、朝食のテーブルにも、
オフィスのデスクにもぴったり。
パーティでいつものワイングラ
スの代わりに使ってみては？
※はお取り寄せ商品

 （手洗いをおすすめします）

Essence
Alfredo Häberli 2001
エッセンス
アルフレッド・ハベリ 2001

種類を問わずお気に入りのワイン
に使えるグラスとカラフェが揃っ
ています。並べたときに意外なほ
どバランスが取れているのは、ス
テムとベースの大きさを揃えてい
るから。思わず触れて、手に持っ
てみたくなる魅力で、良質のワイ
ンがさらに味わい深くなります。
※はお取り寄せ商品
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Ultima Thule
Tapio Wirkkala 1968
ウルティマ ツーレ
タピオ・ヴィルカラ 1968

タビオ・ヴィルカラは1960年代、
ラップランドで氷が融ける様子に
触発されて、この独特の表面をつ
くりだしました。それをガラスで
表現するには、長い時間をかけて
吹きガラスの技法を試行錯誤する
必要がありました。
※はお取り寄せ商品

コーディアル

5 cl

クリア

オールドファッション

20 cl

クリア

オールドファッションL

28 cl

クリア

ハイボール

38 cl

クリア

スパークリングワイン

18 cl

クリア

ホワイトワイン

16 cl

クリア

レッドワイン

23 cl

クリア

ゴブレット

34 cl

クリア

ビアグラス

60 cl

クリア

プレート

190 mm

クリア

プレート

250 mm

クリア

ボウル

115 mm

クリア

ボウル※

200 mm

クリア

サービングプラター※

370 mm

クリア

ピッチャー※

50 cl

クリア

ピッチャー※

150 cl

クリア

デキャンタ※

190 cl

クリア

シャンパン

21 cl

クリア

レッドワイン

38 cl

クリア

ホワイトワイン

29 cl

クリア

ビアグラス※

38 cl

クリア

オールドファッションL※

32 cl

クリア

コーディアル※
5 cl
クリア

シャンパン※

18 cl

クリア

カクテル※

14 cl

クリア

Senta
Alfredo Häberli 2004
センタ
アルフレッド・ハベリ 2004

軽くてバランスの良い印象であり
ながら、ふだん使いに耐える丈夫
なグラス。柔らかいラインとスタ
イルが特徴で、上に行くほど細く
なるステムは持ちやすく、イッタ
ラの時代を超えたデザインを象徴
しています。すべてのワイングラ
スがこんな風だったらいいのに、
そう思わせる製品です。

Decanter
Antonio Citterio &  
Toan Nguyen 2004
デキャンタ
アントニオ・チッテリオ
トアン・ヌグエン 2004

手吹きで完璧に仕上げたデキャ
ンタは、ネックの上部が少し太
くなっています。これはワイン
を充分に呼吸させ、立ちのぼる
香りを外に逃がさないため。
イッタラのどのワイングラスに
もしっくり合います。 
※はお取り寄せ商品

Aarne
Göran Hongell 1948
アールネ
ゴラン・ホンゲル 1948

1950年代にエッセンシャルなグ
ラスの流れを決定づけたグラス
のシリーズです。ガラスデザイ
ナーで、装飾アーティストのゴ
ラン・ホンゲルは、フィンラン
ドガラス工芸の伝統の先駆者で
した。アールネは1954年のミラ
ノ・トリエンナーレで金メダル
を受賞しています。
※はお取り寄せ商品

（手洗いをおすすめします）

ゴブレット※

30 cl

クリア

レッドワイン※

25 cl

クリア

ホワイトワイン※

18 cl

クリア

サケグラス（シェリー）※

9 cl

クリア

Tapio
Tapio Wirkkala 1952
タピオ
タピオ・ヴィルカラ 1952

台座のバブルは、ひとつひとつ木
のスティックを使って手作りされま
す。ガラスの温度と硬さに左右さ
れる一瞬の芸術です。
※はお取り寄せ商品

（手洗いをおすすめします）
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コーヒースプーン ラテスプーン

デザートスプーン ディナースプーン デザートフォーク

ディナーフォーク デザートナイフ ディナーナイフ

サービングセット

Scandia
Kaj Franck 1952
スカンディア
カイ・フランク 1952

カイ・フランクが毎日の
暮らしにとデザインした
シンプルで特徴的なフォ
ルムを持つスカンディア
シリーズは、1952年以来、
多くの人々の暮らしの中
で使われてきました。昔
ながらのシリーズではあ
りますが、モダンと伝統、
ど ち ら の テ ー ブ ル コ ー
ディネートにもよく合い
ます。
※はお取り寄せ商品

ディナーフォーク※

サービングセット※

コーヒースプーン※

ディナースプーン※

ディナーナイフ※

Citterio 98
Antonio Citterio  
with G.O. Löw 1998
チッテリオ 98
アントニオ・チッテリオ
グレン・オリバー・ロウ 1998

チ ッ テ リ オ を モ ダ ン ク ラ
シックの名品に押しあげた
のは、余計な飾りのないたっ
ぷりしたデザインとバラン
スでしょう。このコレクショ
ンはどのアイテムも感触が
良く、どんな手にもすんなり
納まります。マットブラッ
シュ仕上げのステンレスは、
フォーマル、カジュアルを問
わずディナーのテーブルに
調和します。

16pcセット

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各4本入

24pcセット

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各6本入

24pcセット※

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各6本入

Artik
Laura Partanen & 
Arto Kankkunen 1997
アルティック
ラウラ・パルタネン
アルト・カンクネン 1997

丸い持ち手と角度がつけられた
フォークの先端で、どっしりし
た重みが表現されています。
フォルムはシンプルそのもの。
純度を極めた洗練されたデザイ
ンを楽しんでください。
※はお取り寄せ商品

コーヒースプーン※ デザートスプーン※ ディナースプーン※

デザートフォーク※ ディナーフォーク※ デザートナイフ※

16pcセット※

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各4本入

24pcセット※

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各6本入

16pcセット※

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各4本入

24pcセット※

ディナースプーン
ディナーフォーク
ディナーナイフ
コーヒースプーン
各6本入

ディナーナイフ※ サービングセット※

コーヒースプーン※ デザートスプーン※ ディナースプーン※

デザートフォーク※ ディナーフォーク※ デザートナイフ※

Piano
Piano Design 1998
ピアノ
ピアノ デザイン 1998

フォルムと素材の調和がほどよく
取れたこのカトラリーセットは、
触れた瞬間なぜか懐かしい気持ち
を呼びおこします。素材はステン
レスでモダンですが、手に自然に
なじむデザインなので、いつまで
も持っていたくなります。
※はお取り寄せ商品

ディナーナイフ※ サービングセット※
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キャセロール※

3 .0L

Sarpaneva
Timo Sarpaneva 1960
サルパネヴァ
ティモ・サルパネヴァ 1960

木の持ち手と鋳鉄の本体で構成
されるこの鍋は、調理道具とし
て高い性能を持つだけでなく、
ダイニングテーブルに置いても
さまになります。伝統的な鋳鉄
鍋にデザインの工夫を凝らして
使いやすさを高めました。サル
パネヴァは鍛冶職人の祖父から
ヒントを得たと言われています。
※はお取り寄せ商品    

450°C/824 F

450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F

キャセロール※ キャセロール※ キャセロール※ キャセロール※

3 L/ 22 cm 4 L/ 25 cm 5 L/ 22 cm 8 L/ 26 cm

オーブンパンS※

36  24  6 cm

  

オーブンパンL※

41  37  6 cm

  

ソースパン（蓋付）※

2 L / 18 cm

ソテーパン※

1 L / 16 cm

キャセロール※

2 L / 18 cm

450°C/824 F

450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F

Tools
Björn Dahlström 1998
ツールズ
ビョルン・ダールシュトロム 1998

料理のクオリティを大切にしたい
人に、たっぷりサイズのこのシ
リーズはまたとないパートナーで
しょう。素材を知りつくしたイッ
タラがプロのシェフの助言をもと
に開発したこのシリーズは、調理
から料理を供するまでのすべての
場面で作業を容易にし、目も楽し
ませてくれます。
※はお取り寄せ商品    
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www.iittala.com

We don’t just create beautiful objects. 
We believe in timeless design that  
will never be thrown away.

お問い合せ先販売店

カタログ有効期限： 2016年10月1日〜2017年8月31日

正規販売店
株式会社 スキャンデックス
〒104-0045 東京都中央区築地4-4-12 OS築地ビル
TEL 03-3543-3453（代表）　FAX 03-3543-3451
http://www.scandex.co.jp

■カタログ写真とは、仕上げ、色、風合い等、実際の商品と異な
る場合があります。　■記載商品の価格・仕様は予告なく変更さ
れる場合がございます。　■表示価格は当社希望小売価格です。

（価格・仕様は2016年8月現在）  ■輸入品のため品切れ・製造
終了の際はご了承ください。 ■無断複写・複製・引用を禁じます。


