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フィンランド雑貨買付け特派員企画 オークション商品入札価格 

オークションNo.1     

BR： Latimeria     

商品名：ぐるぐるのお皿        

オークションNo.5     

BR ： Amders Eklund        

商品名：鍋敷き ククサ クリップ         

オークションNo.9     

BR ： Viivi Varesvuo        

商品名：スクエアプレート         

オークションNo.13     

BR ： Paateron  
      keramiikkaverstas        

商品名：キャンドルホルダー         

オークションNo.2     

BR ： Valona        

商品名：モビール        

オークションNo.6     

BR ： Viaminnet        

商品名：ピアス         

オークションNo.10     

BR ： Anneli Sainio        

商品名：プレート 星形ボウル         

オークションNo.14     
BR ： Paateron  

      keramiikkaverstas        

商品名：ピアス         

オークションNo.3     

BR ： Kimalainen        

商品名：木の入れ物       

オークションNo.7     

BR ： Viaminnet        

商品名：ピアス         

オークションNo.11     

BR ： Anneli Sainio        

商品名：カップ コースター         

オークションNo.15     

BR ：  Paateron  

      keramiikkaverstas       

商品名：ブローチ         

オークションNo.4     

BR ： Saija Halko        

商品名：LOKALの小物入れ        

オークションNo.8     

BR ： Saija Halko        

商品名：小物入れ          

オークションNo.12     

BR ： Ari Turunen        

商品名：ブローチ         

オークションNo.16     

BR ：  Päivi Rintaniemi       

商品名：ミニボウル         

買付：生平さん       買付：田代さん       買付：生平さん       買付：田代さん       

買付：田代さん      買付：生平さん       

買付：田代さん     買付：田代さん      買付：田代さん     

買付：田代さん     買付：田代さん      買付：田代さん     

買付：生平さん       

買付：田代さん       

買付：田代さん      

買付：田代さん    

落札金額： ￥3,500 落札金額： ￥3,000 落札金額： ￥12,000 落札金額： ￥1,000 

落札金額： ￥10,700 落札金額： ￥2,100 落札金額： ￥3,000 落札金額： ￥3,800 

落札金額： ￥3,500 落札金額： ￥3,300 落札金額： ￥1,005 落札金額： ￥3,000 

落札金額： ￥1,000 落札金額： ￥3,600 落札金額： ￥1,000 落札金額： ￥2,100 

http://www.tapio.jp/
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フィンランド雑貨買付け特派員企画 オークション商品入札価格 

オークションNo.17     

BR： Takopaja     

商品名：鍛冶細工の日用品       

オークションNo.21     

BR ： Bianco Blu       

商品名：ガルフのオブジェ         

オークションNo.25     

BR ： Paateron  
     keramiikkaverstas        

商品名：どこにでもスプーンが当たる 
       子ども用のお皿         

オークションNo.29     

BR ： Annika  

      Baarman-Sundblom           

商品名：ベビー靴下         

オークションNo.18     

BR ： Riitta Talonpoika        

商品名：マグカップ        

オークションNo.22     

BR ： Mika Sarasjoki        

商品名：はっぱ柄のジャー         

オークションNo.26     

BR ： Bianco Blu       

商品名：ガラスのオブジェ5個セット         

オークションNo.30     

BR ： no brand        

商品名：バッチ         

オークションNo.19     

BR ： Erja Huovila        

商品名：ウォールクロック       

オークションNo.23     

BR ： Jenni Mikkonen        

商品名：鳥の人形         

オークションNo.27     

BR ： Bianco Blu        

商品名：ガラスの花のオブジェ         

オークションNo.31     

BR ： Arabia  
         (Andreas Alariesto)       

商品名：絵皿（トナカイ、冬）         

オークションNo.20     

BR ： Erja Huovila       

商品名：方位磁石        

オークションNo.24     

BR ： Anneli Sainio       

商品名：白い大きいお皿         

オークションNo.28     

BR ： Jalo        

商品名：ピアス         

オークションNo.32     

BR ：  no brand     

商品名：ブローチ ネックレス         

買付：田代さん     

買付：田代さん    買付：田代さん      買付：田代さん       

買付：生平さん       買付：生平さん       

買付：生平さん       買付：生平さん       買付：生平さん       

買付：生平さん       買付：生平さん       買付：生平さん       

買付：生平さん       

買付：生平さん       

買付：田代さん     

買付：生平さん       

落札金額： ￥1,580 落札金額： ￥6,000 落札金額： ￥3,500 落札金額：￥1,700 

落札金額： ￥10,500 落札金額： ￥3,100 落札金額： ￥1,000 落札金額： ￥3,000 

落札金額： ￥1,150 落札金額： ￥11,111 落札金額： ￥4,000 落札金額： ￥4,000 

落札金額： ￥2,100 落札金額： ￥8,000 落札金額：5,005 落札金額： ￥6,800 

http://www.tapio.jp/
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フィンランド雑貨買付け特派員企画 オークション商品入札価格 

オークションNo.33    

BR： Arabia  
       (Hilkka-Liisa Ahola)    

商品名：花柄のお皿       

オークションNo.37     

BR ： Arabia  
    (Raija Uosikkinen)       

商品名：クリーマー&シュガーセット         

オークションNo.41    

BR ： Aarikka        

商品名：ブローチ&ネックレス            

オークションNo.45     

BR ： no brand          

商品名：キャンドルホルダー         

オークションNo.34     

BR ： Matti Pikkujämsä       

商品名：アクリル絵の具絵画        

オークションNo.38     

BR ：Arabia (Kaj Franck)       

商品名：ピッチャー         

オークションNo.42     

BR ： Aarikka      

商品名：キャンドルホルダー         

オークションNo.46     

BR ： no brand        

商品名：キャンドルホルダー         

オークションNo.35    

BR ： Nuutajärvi 
    (Oiva Toikka)       

商品名：緑の花瓶       

オークションNo.39     

BR ：Arabia (Raija Uosikkinen) 

       ：Arabia (Inkeri Seppälä)       

商品名：コーヒーカップ&ソーサー         

オークションNo.43     

BR ： Bianco Blu        

商品名：モビール        

オークションNo.47     

BR ： no brand      

商品名：お花の花瓶         

オークションNo.36    

BR ： Nuutajärvi       

商品名：プレート2枚セット        

オークションNo.40     

BR ： Arabia       

商品名：オーナメントセット         

オークションNo.44    

BR ：Kikira       

商品名：カエルの帽子      

画像 
データ 

オークションNo.48     

BR ： Kärdi Kapp     

商品名：フットスツール         

買付：生平さん       買付：田代さん  買付：田代さん       買付：田代さん       

買付：田代さん    

買付：田代さん      

買付：田代さん    買付：田代さん       

買付：田代さん      

買付：田代さん       買付：田代さん    買付：生平さん     

買付：田代さん        

買付：生平さん       

買付：田代さん       

買付：田代さん    

落札金額： ￥7,000 落札金額： ￥21,500 落札金額： ￥9,800 落札金額：￥7,999 

落札金額： ￥15,500 落札金額： ￥8,000 落札金額： ￥8,000 落札金額： ￥10,000 

落札金額： ￥5,001 落札金額： ￥1,000 落札金額： ￥5,000 落札金額： ￥5,500 

落札金額： ￥5,000 落札金額： ￥15,000 落札金額：￥5,001 落札金額： ￥7,777 

http://www.tapio.jp/
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フィンランド雑貨買付け特派員企画 オークション商品入札価格 

オークションNo.49   

BR： Haapareppu-palapelit    

商品名：パズル       

オークションNo.53     

BR ： Riitta Talonpoika       

商品名：壁掛け花瓶         

オークションNo.57    
BR ： Iittala  

      (Helja-Liukko Sundström        

商品名：ガラスカード            

オークションNo.61     

BR ： no brand          

商品名：木のおもちゃ         

オークションNo.50     

BR ： Dewberry Design       

商品名：ストール        

オークションNo.54     

BR ：Kaarnalaiva       

商品名：カゴと根菜用ブラシ        

オークションNo.58    

BR ： Printex     

商品名：AURINGONKUKKA         

オークションNo.62     

BR ： Arabia  
     (Raija Uosikkinen)       

商品名：アラビアイヤープレート         

オークションNo.51     

BR ： Markku Kosonen       

商品名：キッズスツール       

オークションNo.55     

BR ：Arabia (Richard Lindh)      

商品名：ジャムジャー         

オークションNo.59     

BR ： Marimekko       

商品名：PRIMAVERA       

オークションNo.63     

BR ： Arabia 
     (Esteri Tomula)      

商品名：ボウル         

オークションNo.52     

BR ： Päivi Rintaniemi       

商品名：フラワーベース        

オークションNo.56     
BR ： Arabia  
     (Hilkka-Liisa Ahola)     

商品名：黄色の柄のボウル         

オークションNo.60    

BR ：Marimekko     

商品名：NEPPARI      

オークションNo.64    

BR ： Arabia  
     (Raija Uosikkinen)    

商品名：ウォールプレート         

買付：田代さん       買付：田代さん      買付：田代さん      買付：田代さん      

買付：生平さん       
買付：生平さん       

買付：生平さん       買付：生平さん       買付：生平さん       

買付：田代さん       買付：田代さん         買付：田代さん       

買付：生平さん       

買付：生平さん       

買付：田代さん         

買付：田代さん  

買付：生平さん   

落札金額： ￥14,980 落札金額： ￥9,999 落札金額： ￥4,000 落札金額：￥5,500 

落札金額： ￥2,000 落札金額： ￥5,500 落札金額： ￥3,000 落札金額： ￥8,000 

落札金額： ￥6,500 落札金額： ￥4,000 落札金額： ￥4,000 落札金額： ￥6,230 

落札金額： ￥8,500 落札金額： ￥13,557 落札金額：￥10,001 落札金額： ￥6,000 

http://www.tapio.jp/
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フィンランド雑貨買付け特派員企画 オークション商品入札価格 

オークションNo.65   

BR： Arabia    

商品名：ムーミンプレート3枚セット       

オークションNo.66     

BR ： Marimekko       

商品名：ブリキ缶       買付：田代さん        

買付：田代さん        

オークションNo.67     

BR ： テーム・ヤルヴィ作       

商品名：ポスター       

買付：田代さん        

落札金額：￥17,000 落札金額： ￥15,000 落札金額： ￥11,000 

http://www.tapio.jp/

