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　Månses Design（モンセスデザイン）は、2007年にデザイナーのMalin Eliasson Sahlinが、バルト海に面したスウェーデン中部のSöderhamn(セーデルハムン）
で立上げたテーブルウェアブランドです。
　食卓を皆で囲み、楽しく有意義な時間を過ごすこと、これはMånses Designの商品作りの大事なコンセプトです。食器棚の中に並べられ、特別な日だけに使うので
はなく、日々の生活をより楽しむ為の日常使いが出来る食器を…テーブルクロスやナプキンを気軽に替えるように、食器だって環境や気持ちに合わせた物を使いた
い、そんな気持ちを込めて商品作りをしています。また食べ物を盛った時に、それらが一番栄えるデザインを心掛けています。
本来のシンプルで落ち着きあるスカンジナビアンデザインに留まらず、より新しい成長を遂げるブランドでありたいというヴィジョンを持ち続け、日々コレクションの創
作に取り組んでいます。
 また2016年には、Söderhamnの港町Stugsund(ストゥーグスンド)に、レストランをオープンしました。学校を改装した広 と々した空間で、Månses Designの食器を
使用した、見た目にも美しくおいしい料理が頂けると、連日多くの人で賑わっています。

OVANÅKER

STUGSUND

OVANAKER
Söderhamnと同じGävleborgs（イェヴレボリ）県にある、市の名前から名付け
られた、磁器製のOVANÅKER(オーバノーケル)シリーズ。ハンドペイントのカ
ラーリング、幅の広い持ち手…もともと陶芸を学んでいたMalinだからこその
視点で生み出された、温かみのある食器です。陶器を彷彿とさせる釉薬を探し
出し、地模様は独特で自然な風合いを演出しました。縁はハンドペイント、持ち
手は塗料に浸して色付けされています。陶器のようなデザインを、より使い勝手
の良い磁器で演出したかったのです。生産地には、技術が優れているスリランカ
を選びました。一点ずつ個性があり、一つとして同じ物が無いのも魅力的。食洗
器・電子レンジ・オーブンでも使用可能です。
沢山の時間を過ごす食卓を、この食器と共に過ごしてみてはいかがでしょうか。

STUGSUND
　2018年に発表された、新コレクション”STUGSUND”（ステューグスンド）は、
Månses DesignのレストランもあるSöderhamnの港町から名付けられました。
OVANÅKERシリーズと同じく地模様のある食器に、全面にブラウンの釉薬を施
したシリーズです。ヴィンテージ食器のような風合いを表現するために、スリラン
カの工場へ出向き、試行錯誤を重ね生まれました。釉薬の掛かり方によって、1点
ずつ表情も異なり、更に味わい深いテーブルコーディネートをお楽しみ頂けます。
ダークブラウンとライトブラウン、2種類のブラウンからお選び下さい。

・素地のランダムな黒点は、商品デザインの一部です。またカラーリングは、ハンドペイントの為、濃淡や風合いに個体差がございますが、商品の特性としてお楽しみ下さい。
・表面に僅かな凹凸やスポット、色むら等が生じる場合がございますが、品質上の問題はございません。

＜Månses Design　磁器製品の特性について＞



“The dinner table is the heart of the home: this is where we break bread and actually talk to each other. 
This is why setting a table should be enjoyable ‒ it is too important not to be.” 

by Malin Eliasson 



< STUGSUND > 
\3,630  (本体価格 \3,300)

MD985C    ライトブラウン
MD985D    ダークブラウン

MD945A

MD141+142A

MD940A

コーヒーカップ with ソーサー
スモール

MD940B

コーヒーカップ with ソーサー

MD940C MD940D

カップ　約Φ9×H6.5cm / 約250ml 
ソーサー　約Φ16cm
lot.6

< OVANAKER > 
\3,190    (本体価格 \2,900)

MD940A    ブラウンライン
MD940B    ブルーライン

< STUGSUND > 
\3,740    (本体価格 \3,400)

MD940C    ライトブラウン
MD940D    ダークブラウン

MD945B

MD945C MD945D

マグ
約Φ9×H8cm / 約300ml
lot.6

< OVANAKER >
\2,420    (本体価格 \2,200)

MD945A    ブラウンライン 
MD945B    ブルーライン 

< STUGSUND > 
\2,750    (本体価格 \2,500)

MD945C    ライトブラウン
MD945D    ダークブラウン

MD141+142B

カップ　約Φ6.5×H5.5cm / 約150ml
ソーサー　約Φ14.5cm
lot.6

< OVANAKER > 
\2,640    (本体価格 \2,400)

MD141＋142A    ブラウンライン
MD141＋142B    ブルーライン

ボウル　ミディアム
約Φ15.5×H8.5cm / 約750ml
lot.6

< OVANAKER > 
\2,640  (本体価格 \2,400)

MD990A    ブラウンライン
MD990B    ブルーライン

MD990A MD990B

MD991A MD991B

MD991C MD991D

ボウル　スモール
約Φ12×H7cm / 約350ml 
lot.6

< OVANAKER > 
\1,980  (本体価格 \1,800)

MD991A    ブラウンライン
MD991B    ブルーライン

< STUGSUND > 
\2,200  (本体価格 \2,000)

MD991C    ライトブラウン
MD991D    ダークブラウン

MD985A

MD985B

MD985C

MD985D

スーププレート
約Φ24.5×H5.5cm / 約600ml 
lot.6

< OVANAKER > 
\3,190  (本体価格 \2,900)

MD985A    ブラウンライン
MD985B    ブルーライン



MD705C

MD705A MD705B

スモール プレート
約Φ16×H2.3cm                  lot.6

< OVANAKER > 
\1,870  (本体価格 \1,700)

MD705A    ブラウンライン
MD705B    ブルーライン

< STUGSUND > 
\2,090  (本体価格 \1,900)

MD705C    ライトブラウン
MD705D    ダークブラウン

チョッププレート
約Φ34×H3cm
lot.6

< OVANAKER > 
\4,730  (本体価格 \4,300)

MD960A    ブラウンライン
MD960B    ブルーライン

MD705D

サイド プレート
約Φ22×H2.5cm                  lot.6

< OVANAKER > 
\2,530  (本体価格 \2,300)

MD700H    ブラウンライン 
MD700I    ブルーライン

< STUGSUND > 
\2,970  (本体価格 \2,700)

MD700J    ライトブラウン
MD700K    ダークブラウン

MD700H MD700I

MD700J MD700K

プレート
約Φ28×H2.5cm                  lot.6

< OVANAKER > 
\3,300  (本体価格 \3,000)

MD800H    ブラウンライン
MD800I    ブルーライン

< STUGSUND > 
\3,740  (本体価格 \3,400)

MD800J    ライトブラウン
MD800K    ダークブラウン

MD800H MD800I MD800J MD800K

MD960A MD960B



MD970A

プラッター オーバル

MD970B

約W42×H4×D32cm
lot.1

< OVANAKER > 
\8,470  (本体価格 \7,700)

MD970A    ブラウンライン 
MD970B    ブルーライン

ビッグボウル
約Φ31×H9cm / 1400ml
lot.1

< OVANAKER > 
\6,820  (本体価格 \6,200)

MD980A    ブラウンライン 
MD980B    ブルーライン

MD980A

MD980B

ミルクジャグ
約W16×D12.5×H14cm / 750ml
lot.1

< OVANAKER > 
\6,380  (本体価格 \5,800)

MD995A    ブラウンライン
MD995B    ブルーラインMD995A

MD995B

スモールジャグ
約W13×D9.5×H10cm / 350ml
lot.1

< STUGUSND > 
\5,060  (本体価格 \4,600)

MD996C   ライトブラウン
MD996D    ダークブラウン

MD996C MD996D

約W25×D15×H13cm / 1300ml
lot.1

< OVANAKER > 
\6,820  (本体価格 \6,200)

MD975A    ブラウンライン
MD975B    ブルーライン

MD975B

スモール ティーポット
約W18.5×D11×H10.5cm / 350ml
lot.1

< STUGSUND > 
\6,160  (本体価格 \5,600)

MD976C   ライトブラウン
MD976D    ダークブラウン

MD976C MD976D

ティーポット

MD975A



　味わいあるグラスアイテム。アンティークの薬瓶のような、ノスタルジックな風合いを再現しました。
深いアンバーの色味が、ダイニングをより大人な空間に演出してくれることでしょう。
OVANAKERや STUGSUNDのテーブルウェアとも相性も抜群です。
深海のようなブルーのタンブラーもございます。

Glass Products

グラスカップ スモール
　　　　　-ダークアンバー
約Φ7.5×H8cm / 約170ml　　lot.6
\1,430  (本体価格 \1,300)

MD1720

グラスタンブラー -ダークアンバー
約Φ8×H10.5cm / 約350ml　　lot.6
\1,540  (本体価格 \1,400)
　

MD1715 MD1745

グラスタンブラー -ブルー
約Φ8×H10.5cm / 約350ml　　lot.6
\2,090  (本体価格 \1,900)

ワイングラス -ダークアンバー
約Φ8×H10.5cm / 約300ml　　lot.6
\1,650  (本体価格 \1,500)
　

MD1725

ビアグラス -ダークアンバー
約Φ7.5(口径6.5)×H18.5cm
約450ml / 　lot.6
\2,530  (本体価格 \2,300)

MD1735

MD1710

グラスボウル スモール
　　　　　-ダークアンバー

約Φ9×H2cm / 約20ml　　lot.6
\1,210  (本体価格 \1,100)
　

グラスボウル ミディアム
　　　　　　-ダークアンバー
約Φ18.5×H5cm / 約260ml　　lot.6
\2,310  (本体価格 \2,100)

MD1740

ショットグラス -ダークアンバー

約Φ5×H7.5cm / 約50ml　　lot.6
\1,540  (本体価格 \1,400)

MD1730



グラスジャー　S
約Φ10×H22cm / 約1000ml
lot.1

MD1750D ダークアンバー 
\3,080  (本体価格 \2,800)

MD1750D

グラスジャー　L
約Φ13×H27cm / 約2500ml
lot.1

MD1750C ダークアンバー 
\5,280  (本体価格 \4,800)

MD1750C

＜Manses Design グラス製品の特性について＞
・商品特質上、僅かな色むら気泡、黒点や線キズ・凹凸やゆがみ等が見受けられる場合がございます。
・ガラスのよれやシワが生じる場合がございます。
・高さや厚み、ステムの太さ、重さ等に多少の個体差がございます。


