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TOVE SLOTTE
 
アラビアのムーミンシリーズには、デザイナーのトー
ベ・スロッテが童話やコミックなどをもとに描きあげ
たイラストが使われています。スロッテは1990年代は
じめからアラビア製品のためにムーミンのイラストを
描いてきました。トーベ・ヤンソンのオリジナルを参
考に、器の形状に合わせてイラストを仕上げます。ムー
ミンたちは、トーベ・スロッテの心のそばにいつも寄
りそっていました。「ふだんの暮らしのなかで、ムー
ミンの哲学を少しでも感じとってもらえたら」彼女は
そんな言葉でムーミンの存在の大きさを語ります。

TOVE JANSSON
  
作家でアーティストのトーベ・ヤンソン（1914～
2001）によって誕生したムーミンたちの物語は、長年
にわたって世界中の人びとをとりこにしています。最
初の作品『小さなトロールと大きな洪水』が出版され
たのは1945年。それ以来ムーミンの人気は高まるばか
り。作者トーベ・ヤンソンは、ムーミンの物語とイラ
ストを通じてこのうえなく美しい世界を創造しまし
た。アラビアとムーミンのコラボレーションは1950年
代から続いています。

WELCOME TO THE MOOMINVALLEY!
 
ムーミン谷では、胸がわくわくすることがいつ
も起こっています。ここにはムーミン一家のほ
かに、ミムラ、ヘムレン、フィリフヨンカ、そ
れにクニットやホムサといった小さな生き物も
暮らしています。外の世界は危険や冒険がいっ
ぱいで、ときには災害も起こりますが、仲間た
ちと出かける遠足や、楽しいパーティの舞台に
もなります。ムーミンハウスの扉はいつも開い
ていて、帰ってきたムーミンたちや、さすらい
の旅人、お客さまを迎えいれます。そんなムー
ミンの楽しい世界にようこそ！
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ムーミンたちはいつも人生をまっすぐ生きています。
自然と調和した暮らしのなかで、訪問者があれば歓迎
し、身のまわりに起こる驚きを素直に受けいれます。
ときに旅や冒険に出かけるのも、安心して帰れる家が
あればこそ。ムーミンたちはパーティーを開くのも大
好き。そんな彼らのアイテムが、毎日の生活に喜びを
もたらしてくれます。
ムーミンの生き方には、子どもだけでなく大人も魅了
されます。子どもたちはムーミン谷の住人たちが繰り
ひろげる冒険に夢中になり、大人はストーリーやキャ
ラクターが持つ意味に思いを馳せます。トーベ・ヤン
ソンが語る物語は、どこから見ても豊かな魅力にあふ
れています。

MOOMIN
CREATED TO BRING JOY TO EVERYDAY MOMENTS
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1945年に最初のムーミン物語『小さなトロールと大き
な洪水』が出版されました。ムーミンとムーミンママ
が行方不明のムーミンパパを探すための旅に出かけ、
ムーミン谷へたどり着くまでの様子が書かれていま
す。これがムーミン物語の始まりです。

MOOMIN STORY
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NEW!

NEW!

スナフキン（SNUFKIN）2015 
哲学者スナフキンは、夏は小川のそばのテントで暮らし、秋になるとお
さびし山を越えて南に旅立ちます。根っからの自由人で孤独を好む彼で
すが、ムーミンの親友でもあります。 

ご先祖さま（ANCESTOR）2016
小さくて毛むくじゃらのご先祖さまはムーミン屋敷のリビングにあるス
トーブの中に住みついています。静かでミステリアスなご先祖さまは夜
になると家具を動かしたり、壁の絵を差し替えたりと、居心地の良いよ
うに部屋の模様替えのため動き始めます。

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

ちびのミイ（LITTLE MY）2015 
ミムラの末の妹。ムーミン一家と一緒に暮らしています。とても小さくて、
スナフキンの帽子にも座れるほどですが、彼女に怖いものはありません！
いつも怒り顔ですが、誰にも縛られず幸せに生きています。

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

おしゃまさん（TOO-TICKY）2016
ムーミン一家の良き友人。分別のある賢い人で、地に足のついた常識的
な判断で多くの問題を解決します。仕事の手も速く、ムーミン家がいつ
もきれいできちんとしているのはおしゃまさんのおかげ。
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ムーミン（MOOMINTROLL）2013
ムーミンはいつも前向きで、世界を発見する旅をしています。
さすらいの旅人スナフキンにあこがれるものの、自分のベッドで眠るの
も大好き。

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

ムーミンママ（MOOMINMAMMA）2014 
ムーミンママは一家の柱。どんな疑問や不満にも答えや解決策を見つけ
だします。ムーミンママにとっては、おばあさん秘伝の調合書で薬をつ
くるのも、スグリの実をムーミンパパの帽子いっぱいに摘むのも当たり
前のことなのです。 

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

スノークのおじょうさん（SNORKMAIDEN）2013
ムーミンのガールフレンドであるスノークのおじょうさんは美人で気分
屋。女らしくロマンチックな性格ですが、思慮深い一面も持っています。

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

ムーミンパパ（MOOMINPAPPA）2014
トップハットをかぶり、冒険を好むムーミンパパは、回想記のなかで波
乱万丈の少年時代について書いています。荒れ狂う海でも、静かなポー
チでも同じようにくつろげる、それがムーミンパパなのです。

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円
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ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

コーヒースプーン ムーミン
税抜 2,000円

コーヒースプーン スノークのおじょうさん
税抜 2,000円 ボウル φ15cm

税抜 5,000円
マグ 0.3L

税抜 3,000円
コーヒースプーン スティンキー

税抜 2,000円

スニフ（SNIFF）2008
スニフはミイと同じくムーミン家に同居しています。ムーミン家の人びと
がやることに何でも加わりたがりますが、とても怖がりなので危ないこ
とは嫌いです。お行儀が良いスニフは、宝石や光るものが大好き。値段
が高ければ高いほど良いようです。お金持ちになる計画をいつも考えて
いますが、実現することはほとんどありません。 

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ロッドユール（MUDDLER）2010
古いコーヒー缶に住んでいるロッドユールは支離滅裂な性格です。ボタ
ン集めが趣味ですが、コレクションを整理することはできません。恥ず
かしがりやで忘れっぽく、いつもなくし物をします。だらしのない格好で、
なべを帽子がわりにかぶっています。ムーミンパパと旅をしているときに
妻のソースユールと出会いました。息子のスニフはムーミンの良き友とな
り、ムーミン家で暮らしています。

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ソースユール（FUZZY）2011
ソースユールはロッドユールの奥さんです。二人はお互いに夢中で、結
婚式の招待客が到着するよりも早く式を済ませてしまったほどです。

スティンキー（STINKY）2001
いたずらばかり考えている小さくて不機嫌な生き物。騙しや盗みが大好
きで、ムーミン谷の住人に悪事を働いてばかりですが、いつも捕まって
しまいます。盗み聞きや妨害もやり、署長さんにすりよることもあります。
悪者である自分にプライドを持っていて、悪いことにベストを尽くします。

ベビーセット
ムーミン＆スティンキー

税抜 6,500円
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ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

スプーン ムーミン
税抜 2,200円

スプーン 
スノークのおじょうさん

税抜 2,200円

モラン（GROKE）2005
黒くて怖い生き物。行くところに恐怖をまきちらします。呼ばれて
もいないところに顔を出しますが、言葉は発しません。彼女のまわ
りの空気は氷のように冷たく、足元の地面は凍りつきます。正体不
明のモランですが、誰のことも好きではなく、誰にも好かれていま
せん。

ニョロニョロ（HATTIFATTENERS）2007
おばけのような生き物。集団で音もなく移動します。興味があるのは旅
することだけで、地平線の向こうにでも行ってしまいます。真っ白で顔
のないニョロニョロは話したり聞いたりもできず、眠ったり、食べたりす
る必要もありません。集団でいるときも、身を寄せあって震えているだけ。

署長さん（INSPECTOR）2009
ムーミン谷の治安維持を受けもつ署長さんですが、谷はとても平和な場
所なので、やることはあまりないようです。汚いスティンキーを目の敵に
していますが、スティンキーが深刻なトラブルを起こしたことはありませ
ん。

トフスランとビフスラン（THINGUMY AND BOB）2005
2人はいつも一緒。手に手をとって歩き、不思議な言葉を話します。そ
の言葉を理解できるのは、最初はヘムレンだけでした。スニフは外国
語だと思っていたほどです。好奇心いっぱいの小さな2人組は、引き出
しの中や敷物の下などに隠れるのが大好き。誰に対しても気さくですが、
ちょっとした秘密をつくりたがります。

コーヒースプーン ちびのミイ
税抜 2,000円
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ベビーセット
スノークのおじょうさん&ちびのミイ

税抜 6,500円

ミムラ（MYMBLE）2008
ミムラはミイのお姉さんで、スナフキンとは父親ちがいのきょうだいです。
いちばん年上のミムラは、お母さんを助けて弟妹の面倒を見ています。
気さくで働き者のミムラはミイによく似ていますが、身長はミイより高い
です。 

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

チルドレンセット
ファミリー

税抜 8,000円

ミムラ夫人（MYMBLE'S MOTHER）2012 
ミムラ夫人はミムラ、ミイ、スナフキンをはじめたくさんの子どもたちの
お母さん。陽気な性格で、いつも目の前のことにかかりきりです。

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

マグ 0.3L
税抜 3,000円

コーヒースプーン ラブ
税抜 2,000円

ピンク（LOVE）1996
スノークのおじょうさんとムーミンは相思相愛で、いつも一緒。けれど
もスノークのおじょうさんと恋人同士になったムーミンは、愛はときに
切なく、悲しいものだということを学びます。
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クニットはとても無口で恥ずかしがり屋。勇気がないので友達
を作るのが苦手です。ある日クニットはボトルに入った手紙を
海辺で見つけます。その手紙を書いたひとりぼっちの女の子を
探しに行き、ついに彼女を見つけ、友達になるのです。

フレンドシップ 2016

ピッチャー 1L
税抜 8,500円

ジャー 1.2L
税抜 9,000円

ケーキリフター
税抜 5,500円

コーヒースプーンセット
税抜 8,000円

サービングプレート 30cm
税抜 8,000円

サービングプラター 26cm
税抜 7,500円

サービングボウル
税抜 8,500円

（2016年11月～）

（2016年11月～）
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ジャー 1.2L
税抜 8,500円

ジャー 0.7L
税抜 7,500円

ピッチャー 1L
税抜 7,000円

マグ 0.3L
税抜 3,500円

プレート φ19cm
税抜 4,500円

ボウル φ15cm
税抜 5,000円

チルドレンセット
税抜 8,000円

アドベンチャー ムーブ 2013
おさびし山の天文学者から、もうすぐムーミン谷に彗星が落ちてくると
教えられたムーミンたち。それを聞いて、仲間たちは大慌て。みんな、
自分の大切な荷物を両手いっぱいに抱えて逃げていきます。

ムーミン カトラリー 2014
陶磁器のシリーズとお揃いの単品や、プレゼン
トにも喜ばれるセット品がございます。

パッケージはフォトフレームとしても使えます。
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タンブラー 21 cl  
水に浮かぶちびのミイ

税抜 1,500円

タンブラー 21 cl  
浜辺のムーミンママ

税抜 1,500円

タンブラー 21 cl  
舵を取るムーミンパパ　

税抜 1,500円

タンブラー 21 cl  
釣りをするムーミン

税抜 1,500円

タンブラー 21 cl  
パラソルをさしたスノークのおじょうさん

税抜 1,500円 

ムーミン グラス 2013

表 裏 表 裏

表 裏

表 裏

表 裏
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