
NEW STORE OPEN　

t-b-d（ティービーディー）は、現代の視点でインテリアとして楽しめる北欧のアートセラミック、工藝品、クラフト感が残るプロダクトの他、既に現
代の生活の中で親しまれ北欧の食器や家具などと調和のとれる、日本でつくられたアイテムを中心に取扱うショップです。毎月テーマをもってイベ
ントを開催。作家やブランドの紹介にとどまらず、これらのアイテムが誕生した土地の民族性や地域性、生産背景など、それぞれが持つ魅力を新た
な視点から紹介します。 １０月９日（金）より紹介するのは、t-b-d を始めるにあたりこの夏、フィンランド、スウェーデンを廻り集めてきたヴィン
テージアイテム。「COLLECTiON ~ARABIA & Höganäs ART CERAMICS~」（コレクション ~アラビア & ホガナス アートセラミックス）と題し、
50~70 年代の ARABIA と Höganäs のアートセラミック作品を中心にご紹介していきます。
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Scandinavian Vintage, Objects, Ceramics, Crafts, Products, etc....

t-b-d  EVENT 　vol. 1 2015.10.9 （fri） 〜 11.3 (tue)

2015 年 10 月 1 日　南青山にオープン！　: 港区南青山 5-3-8 パレスミユキ 301
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Shop Information
店名　　　：t-b-d （ティービーディー）
　　　　　　東京都港区南青山 5-3-8 パレスミユキ 3F　〒 107-0062
　　　　　　p. 03-6712-5492　info@t-b-d.net
　　　　　　www.t-b-d.net （10 月 2 日開設予定）
オープン日  ：2015 年 10 月1日（木） 　
営業時間　：12:00 〜19:00　水曜定休
展開商品　 ：北欧を中心とした新旧のアートセラミック、工芸品、プロダクトなど
　　　　　　ZUAN & ZOKEI by Makoto Kagoshima

about　biotope
ビオトープは、ヨーロッパの輸入品を中心として、現代の衣食住、空間や時間を豊かにしてくれる、背景をしっかり持ったアイテムを扱っ
ている会社です。2004 年に、北欧の 50-70 年代におけるモノ作りや生活スタイルの豊かさを現代の生活に新しい提案として再現したい、
という思いをもって北欧のヴィンテージアイテムを扱うショップ「biotope」を世田谷区にオープン。 2010 年には、biotope の一旦の
閉店とともに、外苑前に「doinel」をオープンしました。doinel では、北欧に限らないヨーロッパのアイテムを中心に、「プロダクトと
して成立する最小単位」という背景を持った、生活の中での感性を豊かにしてくれる雑貨や服飾雑貨、自然派ワインや食料品などのアイ
テムをご紹介しています。また、2011 年 3 月から、biotope は伊勢丹新宿店本館 5F に出店し、ヴィンテージアイテムを中心とした定
期的な展示や催事を行っております。

【GENERAL CONTACT】
株式会社ビオトープ　t-b-d　戎愛子　p. 03-6712-5492　e-mail. ebisu@biotope.biz

【PRESS CONTACT】
デイリープレス　山本真澄　m.p. 090-4062-6361　p. 03-6416-3201　e-mail. masumiyamamoto@dailypress.org
※本件に関するご取材、また、商品及び画像のお貸し出しに関するお問合せは、山本までご連絡ください。
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株式会社ビオトープ （biotope） は、北欧のもの作りの背景、豊かなライフスタイルを様々なプロジェクトを通して提案しています。 2004 年
から 2011 年まで世田谷区で店舗を展開していた時に引き続き、定期的に現地へ買い付けに足を運び、多くのヴィンテージアイテムの他、作家、
作り手、 文化など多くのものに触れ、北欧の方々とのコミュニケーションを取り続けてきました。その出会いから発展した企画は、自店以外
へのディストリビューションやイベントなどで紹介しておりました。

この度、新たに店舗をオープンするにあたりまずは現地を訪れました。t-b-d (to be determined = 後日決定 ) の名の通り、テーマを決めず
に心に響いたもの、美しさに触れたものを一期一会の出会いの中から選んできています。ここでは、北欧デザインの特徴としてあげられる、
機能美やシンプル、サスティナブルというキーワードだけではなく、風土や民族性がより強く影響しているものや、作家の個性が光るものを
中心に集めました。北欧のライフスタイルやものづくりが日本の暮らしに浸透した今だからこそ、より深く楽しめるものたちです。

現代の視点でインテリアとして楽しめる北欧のアート、セラミック、工藝品、クラフト感が残るプロダクトの他、既に私たち日本人の生活の
中で親しまれている北欧の食器や家具などと調和がとれるような、日本でつくられたクラフトやプロダクトを中心に取り扱っていきます。

築地 雅人（バイヤー、biotope 代表）



Event Informaton
タイトル：COLLECTiON~ARABIA&Höganäs ART CERAMICS~
会期：2015 年 10 月 9 日（金）ー 11 月 3 日（火）

この夏にフィンランド、スウェーデンを回って集めてきたヴィンテージアイテムをご紹介いたします。
t-b-d.（後日決定）という店名のとおり、コンセプトを決めずに買付けに行ってきました。集めていく中で選ぶポイントが少しづつ出てきて、今回は
風土や民族、作家性がより強く出たものを選んでいます。多くはプロダクトではなく、手のあとが残るヴィンテージの作品なので必然的に数は少なく
なり、時代性も強く反映されたものばかり。道具としてよりも飾ったり、眺めたりとインテリアとして楽しんでいただける、50~70 年代の ARABIA
と Höganäs のアートセラミックを中心にご紹介していきます。

Arabia Artdepartment  [ アラビア・アートデパートメント ]
1932 年にフィンランドのアラビア社内に設立された芸術部門。量産を目的とせずデザイナーが自由に創作活動をする場
として作られた。そのため、デザイナーの個性が発揮された芸術性の高い作品が多くその分生産数が少ない。
設立直後の 1930 年代にはミラノトリエンナーレで注目を集め、1937 年のパリ万国博覧会では国際的な評価を得た。
1951 年のミラノトリエンナーレでは多くの賞を受賞する。現在も石本藤雄や Heini Riitahuhta（ヘイニ・リータフフタ）
など才能豊かな 8 名のアーティストが在籍している。

展示アイテム紹介

Höganäs Keramik [ ホガナス ケラミック ]
1909 年に石炭業の Hoganas 社の新規事業として、南部スウェーデン、スコーネ地方に轆轤職人の Johannes 
Olofsson（ヨハネス・オーロフソン）と釉薬職人の Sigfrid Johansson（シグフリッド・ヨーワンソン）によって設立
される。一年後に Johannes Olofsson が工場を去ったため、近くで陶芸の仕事をしていた Karl Andersson（カール・
アンデション）が参加し社名も変更された。Signe Persson-Melin（シグネ・ペーション＝メリーン）や Ake Holm（オー
ケ・ホルム）などが制作を行った。創業時からホガナスで採れる良質な土を使用している。

Raija Tuumi［ライヤ・トゥーミ］　1923-　フィンランド
陶芸家。1950 年に Arabia 社に入社しアートデパートメントで 1974 年まで勤務。彼女の作品の大部分は、石器とシャ
モットとよばれる耐火性陶土を高温で一度焼いて細かく砕いた粒状の素材が使われた。そのため、表面に土の荒い表情
が残る作品が多い。ろくろによる手仕事のあとが残るどっしりとしたフォルム、それを生かす巧みに色分けられた釉薬
の力強さも彼女の作品の特徴である。

Francesca (Mascitti-) Lindh  ［フランチェスカ・マスティッティ＝リンド］1931-　フィンランド
陶芸家。イタリア生まれ。1955 年に Arabia 社に入社、アートデパートメントに 1989 年まで在籍。素朴な花瓶やポッ
ト、そして水彩画のような表現が見られる作品など一点ものの陶芸作品の作者として知られている。1950 年代と 1960
年代には、ろくろを回して形を作り、それをカットしてつなぎ合わせるなど多くの技法を試した。また、違う種類の粘
土を組み合わせることで多くのレパートリーを生み、より豊富な表現へと発展した。フィンランド国内や海外で 20 回ほ
ど展示会を行っており、ミラノトリエンナーレなどを受賞している。

Annikki Hovisaari　［アンニッキ・ホヴィサーリ］　1918-2004　フィンランド　
陶芸家。Arabia の装飾部門に 1949 年 -1963 年、アートデパートメントに 1963 年 -1975 年の間在籍。アートデパー
トメントに移ってからはろくろで挽かれた大皿、ボウル、壷など魅力的な作品を多数制作した。比較的荒めのシャモッ
ト、磁器、石器などを使い土そのものの表情を強調した部分と、釉薬で色つや良くなめらかに仕上げた部分を組み合わ
せたデザインも良く見受けられる。1950 年代と 60 年代には活発に国際的な展示会に参加し、1962 年にはイタリアの
Gualdo Tadino Ceramic Contest（グアルド・タディーノ陶芸展）で一位となっている。

Yngve Blixt　［イングヴェ・ブリクスト］  1920-1981　スウェーデン
陶芸家。ホガナスに生まれ、1949年にHoganas Keramikでキャリアをスタートさせる。それと同時に自身の工房を設立、
彼の作品の特徴の一つとなる釉薬の実験を重ねながら独特のアイテムを制作した。
ろくろで形作られたユニークなフォルム、時に複雑な表情を見せる斑入りの釉薬、石のような形のオブジェ、また作品
によっては土の質感を大きく残すなど独特の作風で知られている。また、幾何学的なパターンを用いた大小さまざまな
ベース類は彼の作品として良く知られている。

Henning Nilsson［ヘニング・ニルソン］　1907-1993　スウェーデン
陶芸家。レンガ工場近くに生まれ、その生産を見ながら育つ。彫刻家や陶芸家の Signe Persson-Melin（シグネ・ペーショ
ン＝メリーン）と出会ったことから陶芸に興味を持ち、小さな電気釜で仲間と陶器作りをはじめた。そこで釉薬の実験
を頻繁に行い、“oxblood glaze”（牛血釉：牛の血のように鮮やかな釉薬）をマスターした人物として知られる。1954
年ホガナスファクトリー近郊に引越し、Hoganas Keramik の炉を使用して制作する。1967 年に国立美術館賞を受賞。

Raija Tuumi　¥60,000-

Francesca（Mascitti-）Lindh
¥56,000-

Annikki Hovisaari
¥50,000-

Yngve Blixt　¥30,000-

Henning Nilsson　¥75,000-
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-Manufacture-

-Desginers-

Toini Muona　価格未定


