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　クリスマス･シールは、1904 年、デンマークの郵便局員であったエイ
ナー・ホルブル氏 -Einar Holboel- のアイデアで印刷が始まりました。 
　それは、クリスマスカードなどに貼る素敵なシールを販売し、その
収益金で、結核で苦しむ子供達の為の療養所を建てよう！というもの
でした。 
　それから毎年、クリスマス・シーズンになると素敵な 1904 年デザイ
ンのクリスマスシールが、デンマークの郵便局で発行されています。

　デンマークの郵便局で古くから発行されているクリスマス・シールのご紹介です。
　郵便アイテムというとニッチな商品と思われがちですが、ここでご紹介するデンマーク郵政のクリスマス・
シールはそのイメージを大きく覆すものだと思っております。
　このデンマーククリスマス・シールは 1904 年から毎年発行されており、発行年によって異なるデザイン
のシールをコレクションしたり、誕生年や記念の年を大切な人に贈るギフトとしても使われています。
　また、そのデザイン性の高さから絵画や写真のように壁面に飾ったり、お手紙の封函シール替わりやコラー
ジュ用のパーツ等に使われるという新たな需要も生まれています。
　郵政アイテムファンは女性を中心に潜在的に多くいらっしゃいますので、新たな商品カテゴリーとしてご
提案下さい。

　エイナー・ホルブル氏は 1865 年 12 月 20 日コペンハーゲンで生まれ、 20 歳からデ
ンマークの郵便局員として仕事をスタートしました。
　1900 年当時、ヨーロッパを中心に結核が猛威を振るい多くの子供達が苦しんでいま
した。  
　ある時、ホルブル氏は、クリスマス・カードを送る時、切手の横に貼る安価なシー
ルを販売すれば、子供達を救えるのではないかと考えました。
　1903 年にホルブル氏のこのアイデアが採用され、 1904 年からデンマーク郵便局にて
クリスマス・シールが創作、販売されることになりました。  1927 年に彼はそのアイデ
アと功績が認められ、郵便局長に就任しました。 
　1905 年、次期の国王であったフレデリック 8世は国王の住居近くゲントフテ市シャ
ルロッテンルンドの郵便局長にと、 ホルブル氏を奨励しました。
　1907年のクリスマス・シールモチーフは､そのフレデリック8世とルイーズ王妃です。 
　1907 年にエイナー・ホルブル氏は、1927 年 2月 23 日、自宅にて逝去されました。 
　彼の功績を称え、1927 年のクリスマス・シールのモチーフは、彼の肖像画が採用さ
れました。

クリスマス・シールのデザインは、1904
年から 1950 年まで、同じ図柄のモチーフ
が 50 枚、１シートとして制作されていま
したが、1951 年以降は、シート全体を 1
デザインとして制作されるようになりま
した。 
毎年、画家、絵本作家、イラストレーター
から現デンマーク女王陛下・・・等々、様々
なアーティストがこのプロジェクトに参
加をしています。

“アザラシ貯金箱” 第三弾の予約開始です！

クリスマス・シールとは？ 

エイナー・ホルブル氏とは？ 

クリスマス・シールのデザイン

 1928 年 のクリスマスシール  1974 年 のクリスマスシール
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1904 年　ルイーズ王妃 サイズ：35×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1904 年、世界で最初のクリスマス・シー
ルのモチーフは、クリスチャン 9世の
王妃であるルイーズです。ルイーズ王妃
は、1898 年に他界しましたが、クリス
マス・シール財団委員会は、社会からは
み出した人々の為に、彼女が貢献した仕
事等を尊敬し、1904 年のモチーフとし
て選びました。 

1905 年　春を待つ少年少女 サイズ：35×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1905 年のクリスマスシールは、他のシー
ルの半分程度のサイズ、一番小さなクリ
スマス・ シールです。  
聖なる井戸の周りで遊ぶ、少年少女が描
かれています。 
北欧の寒い冬の中での春への想いが、井
戸水を飲む少年少女から伝わってきま
す。
1905 年は 500 万枚発行されました。 

1906 年　国王クリスチャン 9世 サイズ：35×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1906 年は、国王クリスチャン 9世です。 
1863 年、フレデリック 7世の後を継い
だクリスチャン 9世は、1818 年に生ま
れました。1906 年 1月 29 日 87 歳でに
コペンハーゲンで亡くなり、ロスキレ大
聖堂に葬られました。クリスチャン 9
世は、” ヨーロッパの法律の父” と呼ば
れました。
1906 年は 500 万枚が発行されました。 

1907 年　国王フレデリック 8世とルイーズ王妃 サイズ：35×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1907 年のモチーフは、国王フレデリッ
ク8世とルイーズ王妃です。フレデリッ
ク 8世は、クリスマス・シールを発案
したエイナー・ホルブル氏を郵便局長に 
  奨励しました。 
1906 年、国王に在位したフレデリック
8世は、わずか 6年後の 1912 年に亡く
なりました。
1907 年は 500 万枚が発行されました。 
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1908 年　クリスマス・シール財団の家 サイズ：26×36mm（シール）、193×126mm（シート）

1908 年は、デンマーク、ユトランド半
島の南部にある都市、コールディングに
建設されたクリスマス・シール財団の家
がモチーフに選ばれました。 
この家は結核撲滅協会であるクリスマ
ス・シール財団の最初の収益金で建設さ
れました。1911 年、結核撲滅協会に手
渡されました。1908 年は 500 万枚が発
行されました。 

1909 年　少女の写真 サイズ：36×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1909 年クリスマス・シールのモチーフ
は、初めて当時の少女の写真が使われま
した。少女の写真の頭上にクリスマス・
スターを、そして少女を囲むようにクリ
スマス・ローズが写真の縁取りとして描
かれています。 キリストが咲かせた花と
いわれているクリスマス・ローズがモ
チーフに使われました。1909 年は 500
万枚が発行されました。 

1910 年　少女の写真 サイズ：35×29mm（シール）、193×126mm（シート）

1909 年に続き、この年のクリスマス・
シールのモチーフも、幼い女の子の写真
が使われました。少女の写真の縁取りに
描かれている花はクリスマス・ローズで
す。この花は、キリストが咲かせた花と
いわれており、クリスマス・シールのモ
チーフとして採用されました。 
1910 年は 750 万枚が発行されました。 

1911 年　少女の写真 サイズ：35×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1909 年 1910 年に続き、この年のクリ
スマス・シールのモチーフも、幼い女の
子の写真が使われました。
少女の写真の頭上にクリスマス・スター
を、そして少女を囲むようにクリスマス・
ローズが写真の縁取りとして描かれてい
ます。縁取りは 1909 年と色違いの同じ
図柄です。
1911 年は 750 万枚発行されました。 
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1912 年　国王クリスチャン 10世とアレキサンドリーヌ王妃 サイズ：26×36mm（シール）、193×126mm（シート）

1912 年は国王クリスチャン 10世とア
レキサンドリーヌ王妃がモチーフです。 
国王クリスチャン 10世は、1870 年 9
月 26 日に生まれました。1912 年フレ
デリック 8世の後を継ぎ、1947 年まで
デンマーク国王として、 また 1918 年か
ら 1944 年まではアイスランドの国王も
兼務しました。
1912 年は 800 万枚発行されました。

1913 年　クリスマス・エンジェルとニッセ サイズ：32×31mm（シール）、193×126mm（シート）

1913 年は、椅子に座っている『エンジェ
ル』と『ニッセ』がモチーフです。
『ニーセ』は北欧で家の守り神として昔
から屋根裏部屋に住み、動物たちとだけ
話をする妖精として親しまれてきまし
た。 呼び名も様々で『ピクシー』、『トロー
ル』などなど地域により異なります。 
1913 年は 850 万枚発行されました。 

1914 年　鳩に餌をあげる少女 サイズ：31×34mm（シール）、193×126mm（シート）

1914 年のクリスマス・シールは少女が
鳩に餌をあげているモチーフです。 
1914 年悲しいことに、この年はヨーロッ
パで第一次世界大戦が勃発しました。
そのような社会背景もあり、平和の象徴
である聖霊の鳩と少女がこの年のモチー
フとして選ばれました。 
1914 年は 500 万枚発行されました。

1915 年　芝生の上の少女 サイズ：35×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1915 年のクリスマス・シールは芝生の
上でポーズをとる少女がモチーフです。 
ここに写っている女の子はクリスマス・
シール財団がバックアップをして元気に
生活をしている少女です。第一次大戦中
でしたが、中立を守るデンマークは比較
的平和が保たれていたようです。
1915 年は 850 万枚発行されました。 
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1916 年　輝く太陽と母子 サイズ：35×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1916 年のクリスマス・シールは母と子
供が  太陽の光を、体いっぱいに受けて
いる姿がモチーフです。
太陽は第一次世界大戦という暗い時代の
中では光と希望の象徴でもありました。
その太陽を背景に、母と子供の願いはも
ちろん平和であったことでしょう。
1916 年は 900 万枚発行されました。 

1917 年　ベルを鳴らすエンジェル サイズ：32×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1917 年のクリスマス・シールはエンジェ
ル達がベルを鳴らしているモチーフで
す。キリストの降臨を知らせる役のエン
ジェル達が鳴らすクリスマス・ベル。
キリスト教では迷子になった私たちを導
きだし、正しい場所に連れ帰ってくれる
神様からの音だそうです。
1917 年は 1,000 万枚発行されました。

1918 年　ホルンを吹くエンジェル サイズ：32×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1918 年のクリスマス・シールはホルン
を吹いているエンジェル達と、下部には
半円が描かれています。シールの下部に
ある半円の中の波模様は、デンマークを
取り囲むエレスンド海峡、ビック・ベル
ト海峡、スモール・ベルト海峡の三つの
海峡を表しています。
1917 年は 1,000 万枚発行されました。

1919 年　デンマークの国旗 サイズ：31×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1919 年は、デンマークの国旗がモチー
フです。1219 年エストニアのタリン近
くでの戦争、通称「リヴァルの戦い」の
時にデンマークの国旗が奇跡的な勝利を
もたらしたという伝説が、デンマークに
あり、国旗を大切にしてきました。
それから 700 年経った記念に国旗がモ
チーフとして使われました。 
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1920 年　デンマークに伝わるゴールデン・ホルン サイズ：32×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1920 年はデンマークに伝わるゴールデ
ン・ホルンがモチーフです。
世界の差し迫った終焉から回避する為の
装置として西暦 400 年頃製造されたと
伝わるゴールデン・ホルン。
現在、デンマークの国立博物館に長短 2
本のゴールデン・ホーンのコピーが収蔵
されています。

1921 年　デンマーク領グリーンランドの少女 サイズ：32×26mm（シール）、193×126mm（シート）

1921 年はデンマーク領グリーンランド
の少女がモチーフです。グリーンランド
の国家コスチュームを身に纏う少女が氷
上でポーズをしています。
クリスマス・シールの下部左側には、グ
リーンランド、右側にはデンマークの盾
形紋章がそれぞれ描かれています。
1921 年は 1400 万枚が発行されました。

1922 年　トレーニング船 “コペンハーゲン” サイズ：30×40mm（シール）、193×126mm（シート）

1922 年はデンマークのトレーニング船
「コペンハーゲン」がモチーフです。 
1921 年スコットランドにて造船された
この船は、1928 年にアルゼンチン沖で
難破するまで 9回出港 235,000 マイル
を航行しました。 デンマーク最大のト
レーニング船として訓練だけでなく、荷
物の運搬にも使われました。
1922 年は 1400 万枚が発行されました。

1923 年　デンマーク領フェロー諸島のボート サイズ：30×42mm（シール）、193×126mm（シート）

1923 年はフェロー諸島のボートがモ
チーフです。14世紀頃ノルウェー（当
時デンマークに支配されていた）のバイ
キングがフェロー諸島を占拠した頃の
ボートです。クリスマス・シールの左側
上部にはデンマーク、下側はフェロー諸
島の盾形紋章です。
1923 年は 1200 万枚が発行されました。
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1924 年　デンマークのポストマン サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1924 年はデンマークポストマンのユニ
フォームがモチーフです。
デンマークの郵便事業が始まったは
1624 年。1924 年はそれから 300 周年
記念の年。左側のポストマンが17世紀、
右側が 20世紀初頭のポストマン。それ
ぞれ当時のユニフォーム姿が描かれてい
ます。
1924 年は 1200 万枚が発行されました。 

1925 年　デンマークの冬景色 サイズ：28×36mm（シール）、193×126mm（シート）

1925 年はデンマークの冬景色がモチー
フです。
デンマークは北欧に位置しており、東側
はバルト海、西側は北海に面しています。  
北欧の中にあって比較的温暖です。しか
し、冬はとても風が強く、風景のように
寒々とした感じがします。
1925 年は 1400 万枚が発行されました。

1926 年　イルカに乗った少年 サイズ：35×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1926 年はクリスマスのモチーフではな
く、当時ヨーロッパで人気の高かったリ
アリスティックなイメージです。
このモチーフは 1644 年に出版された書
籍 Iconologica uytbeeldingen に掲載さ
れていたモチーフと類似していることが
当時デンマークとオランダで話題になり
ました。1926 年は 1400 万枚が発行さ
れました。 

1927 年　エイナー・ホルブル氏の肖像画 サイズ：36×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1927 年はクリスマス･シールの発案者で
あるエイナー・ホルブル氏の肖像画です。
ホルブル氏は 1865 年 12 月 20 日にコペ
ンハーゲンで生まれ、20歳から郵便局
員として仕事をスタートしました。
1927 年 2月 23 日自宅にて逝去するま
で郵便の仕事に従事しました。彼の功績
を讃え、この年のモチーフは彼の肖像画
が採用されました。 
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1928 年　クリスマスカードを投函する子供達 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1928 年はクリスマス・カードを投函す
る子供たちがモチーフです。
クリスマスシールが始まって 25周年。
モチーフである郵便ポストの形状は現在
使用されているものと同じ形状のもので
す。さらに古いタイプは、四角い形状の
上部に王冠を模ったものが乗せてありま
す。1928 年は 1400 万枚が発行されま
した。

1929 年　クリスマス・ツリーと子供 サイズ：33×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1929 年はクリスマス・ツリーを持つ子
供のモチーフです。
全身真っ白なジャケットとパンツに身を
包み、マフラーと帽子を着込んだ子供が
大切なクリスマス・ツリーを握りしめて
います。背景のブルーとホワイトが調和
して、さらに縁どりに金彩を使ったセン
スが素晴らしい。1929 年は 1400 万枚
が発行されました。 

1930 年　マッチ売りの少女 /アンデルセン サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1930 年はマッチ売りの少女がモチーフ
です。デンマークで最も有名な童話作家
であるハンス・クリスチャン・アンデル
セン。 アンデルセンの生誕 125 周年にあ
たる 1930 年。この年はアンデルセンの
残した数ある童話の中の一つ、「マッチ
売りの少女」がクリスマス・シールのモ
チーフに選ばれました。1930 年は 1400
万枚が発行されました。

1931 年　クリスマスツリーの傍らの親子 サイズ：36×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1931 年はクリスマス・ツリーの傍らで
母親に抱かれて眠る子供がモチーフで
す。
クリスマス・ツリーの傍らに椅子を置き、
そこに座る母親に抱かれて穏やかに眠っ
ている子供の姿が印象的です。シールの
左上部分にはデンマークの国旗が描かれ
ています。
1931 年は 1500 万枚が発行されました。 
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1932 年　妖精人形と子供 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1932 年はクリスマスの妖精人形と子供
がモチーフです。
スカンジナビアに伝わる妖精「ニッセ」
の人形を抱きかかえている子供が描かれ
ています。1929 年のデザインも手掛け
たアーティストであるスベン・ヘンリッ
クセンによりほのぼのとした雰囲気で描
かれています。
1932 年は 1600 万枚発行されました。 

1933 年　クリスマス・ツリーを運ぶ天使 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1933 年はクリスマス・ツリーを大切に
運ぶエンジェルがモチーフです。
アーティストのジャイス・ニールセンは
ロイヤルコペンハーゲンでも活躍した人
で、この時期はフリーランスでフレスコ
画・ステンドグラス等のデザインを中心
に活躍していました。
1933 年は 1650 万枚発行されました。 

1934 年　クリスマス・シール財団の家【Lindersvold】 サイズ：28×34mm（シール）、193×126mm（シート）

1934 年はクリスマス・シール財団のハ
ウスがモチーフです。
このシールは写真をもとに制作されまし
た。1928 年にクリスマス・シール財団
がこの建物「Lindersvold」を購入しま
した。その後 1971 年に児童青少年サー
ビスに移管されました。
1934 年は 1650 万枚発行されました。 

1935 年　聖母マリアと幼いイエス サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1935 年は聖母マリアと幼いイエス・キ
リストがモチーフです。
聖母マリアがイエス・キリストと共に三
日月と星のある夜空に描かれています。
デザインをしたウッツオン・フランクは
古典を得意とする画家であり、彫刻家と
しても知られていました。
1935 年は 1650 万枚発行されました。 
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1936 年　天使と黒羊 サイズ：34×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1936 年は天使と黒羊がモチーフです。
アーティストのクリスティーヌ・ドルフ
によりデザインされました。
モチーフの黒羊は西洋では慈悲を象徴す
るとされており、エンジェルと共に描か
れています。1936 年は 11 月 15 日に最
初のシールが発行。1750 万枚が発行さ
れました。

1937 年　クリスマス・スターを見上げる子供 サイズ：33×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1937 年はクリスマス・スターをベッド
から見上げる子供のモチーフです。
真っ赤なストライプのベッドの下にはデ
ンマークの伝統的なハート形のオーナメ
ント柄のマット。
ベッドの中から、クリスマス・スターを
眺める子供の姿がモチーフです。
1937 年は 1775 万枚が発行されました。 
 

1938 年　雪だるまをクリスマスツリーで飾る少年 サイズ：33×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1938 年は雪だるまをクリスマスツリー
で飾る子供がモチーフです。
オレンジ色のジャケットとパンツに帽子
を被り、真っ白なマフラーを巻いた小さ
な子供が、雪の中でスノーマンにクリス
マス・ツリーを持たせて飾り付けをして
いるモチーフです。
1938 年は 1900 万枚が発行されました。

1939 年　母と子 サイズ：28×33mm（シール）、193×126mm（シート）

1939 年は母と子がモチーフです。
デザイナーのアクセル・ヨーエンセンは
画家であり、グラフィックアーティスト
でした。1920 年からデンマーク王立芸
術アカデミーの教授として、デンマーク
のグラフィック界に大きな影響を与え、
弟子の中に Bjorn Winblad Ib Spang 
Olsen らがいます。
1939 年は 2000 万枚が発行されました。
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1940 年　オリーブの枝を咥える鳩 サイズ：33×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1940 年はオリーブの枝を咥える鳩がモ
チーフです。
1940 年にデンマークはヒットラー・ド
イツに侵略されました。
このような社会的背景から平和の願いを
込めてオリーブを咥えた鳩のモチーフが
描かれました。
1940 年は 2050 万枚が発行されました。

1941 年　馬に乗るクリスチャン 10世 サイズ：33×28mm（シール）、193×126mm（シート）

1941 年は馬に乗るクリスチャン 10世
と少女のモチーフです。
デンマーク国王クリスチャン 10世は
1870 年 9月 26 日生まれ。1912 年から
1947 年までデンマーク国王でした。
シールの左上部には国王のマークが描か
れています。1941 年は 2200 万枚が発
行されました。

1942 年　女王マルグレーテ 2世 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1942年は 2歳のプリンセス、マルグレー
テがモチーフです。1940 年 4月 16 日
生まれ。30年後の 1972 年に女王「マ
ルグレーテ 2世」になります。
彼女は 1970 年のクリスマス・シールの
デザインを手がけるなど文化事業にも積
極的に力を入れています。
1942 年は 2500 万枚が発行されました。

1943 年　少女とクリスマス・ローズ サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1943 年は小さな少女がモチーフです。
少女がクリスマスローズの花を手入れし
ている様子が描かれています。
1943 年のシールに使用された黄色みが
かったペーパーはいわゆるウォー・ペー
パー（戦争の紙）です。
 別バージョンも発行されました。
1943 年は 3300 万枚が発行されました。 
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1944 年　松の枝の上のキャンドル サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1944 年は松の枝の上のキャンドルがモ
チーフです。
パイン（松）の枝の上に飾られたキャン
ドルに火を灯すと、それはクリスマス・
スターのように、ひと際輝きが増します。
この年のデザイナーは陶芸家としても良
く知られているアン・バーンです。
1944 年は 3750 万枚が発行されました。 

1945 年　デンマーク国旗 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1945 年はデンマークの国旗がモチーフ
として選ばれました。
この年は長く続いた第二次世界大戦がよ
うやく終りを告げ、デンマークは 5月
にドイツの支配から解放されました。
このような背景から国民の気持ちが込め
られたデンマークの国旗
「Dannenbrog」がモチーフです。1945
年は 4500 万枚が発行されました。

1946 年　降臨節のリース サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1946 年は降臨節のリースがモチーフで
す。キリスト教の降臨節の儀式では 11
月 30 日から最も近い日曜日に 1本目の
キャンドルを灯し、第 2、第 3、第 4と
週を追うごとに火を灯すキャンドルを増
やしていくという習慣があります。常緑
樹の枝を輪型にまとめ、4本のキャンド
ルをたてます。1946 年は 5000 万枚が
発行されました。

1947 年　国王フレデリック 9世とイングリッド王妃 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1947 年は国王フレデリック 9世とイン
グリッド王妃がモチーフです。
国王フレデリック 9世は 1899 年 3月
11 日生まれ。この 1947 年からクリス
チャン 10世のあとを継ぎ、1972 年 1
月 9日に亡くなるまでの 25年間、国王
として社会福祉制度の発展等に大きく貢
献しました。 1947 年は 5100 万枚が発行
されました。
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1948 年　妖精の帽子を被った少年 サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1948 年は少年が妖精の帽子を被ってい
るモチーフです。
クリスマス・ツリーの傍らで、少年はニッ
セ（妖精）が被るターバンの帽子を被り
嬉しそうに微笑んでいるモチーフです。
クリスマス・ツリーにはデンマーク国旗
のオーナメントが飾られています。
1948 年は 5100 万枚が発行されました。 

1949 年　クリスマスツリーの周りでダンス サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1949 年はクリスマス・ツリーの周りで
ダンスを踊る家族がモチーフです。
デンマークではクリスマスの時にツリー
の周りに集まり、家族みんなで手をつな
ぎ輪になってダンスを踊るという伝統的
な行事があります。その暖かな家族の様
子が描かれています。
1949 年は 5500 万枚が発行されました。 

1950 年　ポインセチア サイズ：34×27mm（シール）、193×126mm（シート）

1950 年はポインセチアがモチーフです。
ポインセチアはトウダイグサ科トウダイ
グサ属の植物で、メキシコ原産とされて
おり、メキシコでは「ノーチェ・ブエナ
（聖夜）」 と呼ばれています。
包葉の色が真っ赤で緑色の葉色とのコン
トラストからクリスマスの花としてイ
メージが強いです。
1950 年は 6000 万枚が発行されました。

1951 年　クリスマス・デコレーション サイズ：68×56mm（シール 4枚）、290×192mm（シート）

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1951 年はデンマークの伝統的な 4つの
クリスマス・デコレーションがモチーフ
です。代表的なのはハート形のデコレー
ションで、デンマーク国旗のカラーであ
るレッドとホワイトを組み合わせて作り
ます。クリスマス・ツリーに飾る時、中
にクッキーを入れて、子供達は楽しみま
す。 その他は、一般的な円錐形、丸型の
デコレーション、そして欠かすことの  
  出来ないクリスマス・キャンドルです。 
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1952 年　クリスマス・スターに向かうエンジェル

1952 年はクリスマス・スターに向かうエ
ンジェルがモチーフです。
1904 年にクリスマス・シールのデザイン
がスタートしてから、この年に初めて 50
枚全て異なるシールでデザインされまし
た。この 50枚 1シートで一つの絵として
デザインされるものが、1952 年以降数多
く発行されるようになりました。
すべてのシールに、「DANMARK」と「JUL 
1952」の文字が入っています。 

1953 年は太陽の光を受ける世界の子供達
がモチーフです。デンマーク、スゥェーデ
ン、グリーンランド等のヨーロッパからア
ジアは中国、インド、ベトナム、そして南
米アフリカ、メキシコ等々・・・
世界の子供たちが、各国の民族衣装を纏い、
手を取り合っている元気な姿が描かれてい
ます。1904 年にクリスマス・シールがス
タートしてから、50枚目になります。

1953 年　手をつなぐ世界の子供達

1954 年　鳩と戯れる子供達

1955 年　クリスマスの稲穂と小鳥

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1955 年はクリスマスの稲穂と小鳥がモ
チーフです。クリスマスにゴールドの稲
穂を求める真っ白な小鳥達が描かれてい
ます。この年も 50枚がそれぞれ異なっ
たデザインになっています。
紺を背景に全部で 16本のゴールドの稲
穂が描かれ、一枚に一羽の鳥がバランス
良く配置された全体的に落ち着いた印象
です。1955 年は 6000 万枚発行されま
した。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、267×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1954 年は鳩と戯れる子供たちのモチーフ
です。
冬の身支度をした子供たちが楽しそうに鳩
に餌をあげたり、鳩と戯れています。
50枚のシールの周りにもクリスマス・カー
ドを、咥えた鳩が飛んでいます。
薄いグレーを基調にグリーンと落ち着いた
朱色を配した色遣いは、とてもセンスの良
いデンマークならではのデザインです。 

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）
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1956 年　クリスマス・デコレーション

1956 年はクリスマス・デコレーションの
モチーフです。
デンマーク・カラーであるレッドとホワイ
トを基調にしたハート形とコーン型のデコ
レーションと農夫妻を模ったクッキーのデ
コレーションが描かれています。
ゴールドの背景にグリーンでツリーを描
き、そこに 4つの異なるデコレーション
を交互に並べて配置したクリスマスらしい
デザインです。

1957 年はデンマークのフェリーと小さな
ボートがモチーフです。
雪の降る海を航海するボートが描かれてい
ます。
ボートのマストにはクリスマスツリーが描
かれ、家路を急ぐ様子が伝わってきます。
5つのボートのデザインで構成されていま
す。 

1957 年　デンマークのフェリーと小さなボート

1958 年　サンタクロース

1959 年　デンマーク地図

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

1959 年は北欧の冷たく深い海を連想さ
せるミッドナイトブルーをバックに、薄
いグレーがかったブルーでデンマークの
地図が描かれています。
中央から左側半分がデンマークのユラン
ド半島、フュン島、シェラン島。右側部
分はデンマーク領フェロー諸島と、グ
リーンランドになります。冬のデンマー
クの代表的な風景、動物、建物、船舶等
がイラストで描かれています。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×48mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1958 年はサンタクロースのモチーフです。
1958 年は 1955 年と同じデザイナーがデ
ザインしました。
紺をベースに朱色と真っ白な髭のサンタク
ロースが描かれ、背中にゴールドのプレゼ
ントが入った袋を背負っています。
デザインは、体を右側と左側に傾けている
サンタクロースだけで構成されています
が、シンプルですっきりとした印象に仕上
がっています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）
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1960 年　デンマークの樹 “オーク”

1960 年はデンマークの樹「オーク」がモ
チーフです。
デンマークの樹「オーク」を中心に冬の風
景、海景と共に動物達が描かれています。
シートの上部左側にはコペンハーゲン市に
ある島、シェラン島の北部に位置するクロ
ンボー城が描かれています。
デンマークらしいほのぼのとした冬の情景
で、額装するとより一層映えるデザインで
す。

1961 年　屋外と室内のクリスマスツリー

1962 年　デンマークの風景

1963 年　クリスマスツリーの周りの妖精たち

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1961 年は左半分が屋外、右半分が室内の
クリスマス・ツリーがモチーフです。
左側のツリーは雪に覆われ、鳥や森の動物
達が描かれています。屋内のツリーにはク
リスマスのデコレーション、足元にはプレ
ゼントとデンマークの国旗が華やかさを盛
り上げています。
シルバー・グレーの落ち着いた色調を背景
にデンマークらしい華やかなカラーのクリ
スマス風景が描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1963 年はイングリッド・アナセンがデ
ザインをした子供の妖精たちです。
薄いグリーンを背景として、中央には
真っ白なクリスマス・ツリーが飾られて
います。その周りで子供の妖精たちが飾
り付けをしたり、シーソーやソリで遊ぶ
子供がいたり、とても賑やかな光景です。
一番下の段には男の子と女の子が仲良く
手をつないでいて、クリスマスの楽しさ
が伝わってきます。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×48mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1962 年はデンマークの街中の風景が描か
れています。
デンマークの風景、伝統的な建物が描かれ、
パン屋、魚屋、靴屋、鍵屋、時計屋等の庶
民のショップ看板から民宿ホテル (KRO)、
税関のトレードマークに至るまで、デン
マークらしいデザインセンスのあるモチー
フが描かれています。
デンマーク王国全体のイメージがここに凝
縮されています。 ※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）
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1964 年　デンマークにある 50の教会

1964 年はデンマーク国内にある教会がモ
チーフとして使われています。ブルー・グ
レーの背景に50の教会が描かれています。
シェラン島に現存する唯一のロスキレ大聖
堂をはじめ、オルガン教会として知られる
ボーンホルム島のウスターラース教会、建
築家クリント親子２代によって建築された
グルンビュー教会等々。
また、教会の絵の下に名称と場所が書かれ
ています。 

1965 年　デンマークの冬の鳥

1966 年　雪の結晶

1967 年　50 の星座

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1965 年はデンマークの冬の鳥がモチーフ
です。表題にはクリスマスの忠実なゲスト
たちと付けられ、冬に訪れる鳥たちが描か
れています。
デザイナーは 1964 年と同じヘンリー・テ
ランダー氏。落ち着いた色使いで繊細に描
かれています。
1965 年はクリスマスシールの父であるエ
イナー・ホルブル氏の生誕 100 周年でも
あります。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1967 年は 50 の星座がモチーフです。
濃紺の背景に星座は淡いブルーで表現し
ています。
デザイナーは 1966 年と同じボエ・ウイ
ルムセン。
1950 年代は工業デザイナーとして、そ
の後広告業界の仕事を中心に美術、シイ
ラスト等、様々なジャンルで活躍する。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×48mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1966 年は雪の結晶がモチーフです。
シートの背景はレッドを使っていますが、
行ごとにグラデーションを付けて赤でも微
妙な違いが美しく表現されています。雪の
結晶も 50枚、それぞれ異なるデザインが
素晴らしい出来栄えです。デザイナーのボ
エ・ウイルムセンは、1950 年代は工業デ
ザイナーとして、その後広告業界の仕事を
中心に美術、イラスト等、様々なジャンル
で活躍しました。 ※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、177×262mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1968 年　クリスマスパーティ

1968 年はペインターのビヨン・ウインブ
ラッドがデザインしました。「クリスマス
パーティ」と題し、妖精達の楽しそうな姿
が描かれています。彼は画家であり、様々
な素材のデザイナーであり、そしてグラ
フィックデザイナーとして活躍しました。
中でも、ドイツ・ローゼンタールのテーブ
ル・ウエア、「Romance」シリーズが有名
です。また、アパレル関連ではバレエの衣
装も手がけました。

1969 年　子供達が描く天使と神様

1970 年　お城でクリスマスの準備をする天使

1971 年　ベツレヘムのスター

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1969 年は子供達が描いた天使と神様がモ
チーフとして選ばれました。
ドイツと陸続きになっているデンマーク・
ユトランド半島の国境に近い南部の街
Horup（フーラップ）の小学校の 1,2,3 年
生達により描かれた天使そして神様。
なんとも微笑ましい天使達です。
明るく雲ひとつない青空のような背景を
キャンバスに見立てて描かれ、心を和ませ
てくれます。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1971 年はベツレヘムの星またはクリス
マスの星がモチーフです。
これは東方の三博士「別名＝東方の三賢
者」にイエス・キリストの誕生を知らせ
に、ベツレヘムに導いたキリスト教徒に
とって宗教的な星がモチーフとして描か
れています。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1970 年はデンマークの女王陛下であるマ
ルグレーテ 2世がデザインを手がけまし
た。天使達が空の城でクリスマスの準備を
している様子が描かれています。
現在のデンマーク女王陛下マルグレーテ 2
世は、1942 年の 2歳の時に写真がモチー
フで使われました。
デンマークの文化事業に積極的に参加をす
る王女は、画家としても活躍しています。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×261mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1972 年　女王マルグレーテ 2世とヘンリック王配殿下

1972 年フレデリック 9世が亡くなり、マ
ルグレーテ 2世は女王陛下に即位しまし
た。
女王即位を記念して、ヘンリックと二人の
写真がこの年のモチーフとして採用されま
した。
女王マルグレーテ 2世は 1970 年、2003
年のクリスマスーシールのデザインも手掛
けています。

1973 年　黄色いクリスマス用ディッシュと猫

1974 年　デンマークのポストマン

1975 年　アンデルセンの切り絵

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

1973 年は猫が黄色いクリスマス用ディッ
シュを前にしているモチーフです。
数あるクリスマス・シールの中で最も人気
の高い年代の一つがこの猫のモチーフで
す。
クリスマス用スペシャル・ディッシュのミ
ルクは、きっといつもより美味しいことで
しょう。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×261mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×261mm（シート）

1974 年はデンマークの郵便事業が始まっ
た 1624 年から 350 周年です。
これを記念してポストマンがモチーフとし
て選ばれました。
前回の 1924 年には 300 周年として当時の
ユニフォームがモチーフでしたが、1974
年の今回は自転車、車、飛行機、舟などな
ど現代の乗り物でクリスマス・カード、ギ
フトなどを運ぶポストマンがモチーフとし
て描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1975 年は童話作家として世界的に有名な
ハンス・クリスチャン・アンデルセンの切
り絵がモチーフです。
アンデルセンはクリスマス・イブに子供達
とクリスマスツリーに装飾をする為の切り
絵をカットしました。
今もオーデンセにある彼の生家にはオリジ
ナルの切り絵が残っています。1975 年は
没後 100 年ということで、アンデルセン
の切り絵がモチーフとして選ばれました。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1976 年　クリスマス・スターを目指す子供達

1977 年　クリスマス・オーナメント

1978 年　伝統的な妖精のオーナメント

1979 年　地球の子ども達

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1978 年はデンマークの伝統的な妖精ニッ
セがモチーフです。
今年で 75周年を迎えたクリスマスシール
のデザイナーはグラフィック・デザインが
専門であるエリック・エレガード・フレデ
リクセンです。
1977 年にはデンマーク貨幣協会のメダル
を受賞しました。
シャンパン・ゴールドをバックに、赤、白、
黒で見事に表現しました。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1976 年はクリスマス・スターを目指す子
供達がモチーフです。
デンマークの国旗を持った子供達が犬を連
れ、新聞紙で作った帽子を被りクリスマス・
スターを目指し、スターが自分に輝いてく
れることを願っています。
イラストレーターであるフレディ・ポール
センは、柔らかいブルーをバックに満天の
スターを散りばめ子供達を描きました。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1977 年はクリスマス・オーナメントがモ
チーフです。
クリスマス・オーナメントはハート、ス
ター、鳥のモチーフから、太鼓、ラッパ等
の楽器、エンジェルや猫等・・・。
オーナメントのモチーフを朱色、金色、白
色などで表現し、クリスマスツリーのグ
リーンと共にバックに使われている赤紫と
の色のバランスが絶妙です。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1979 年は世界の子ども達がモチーフとし
て描かれています。
この年は国際連合が国際児童年として宣言
した年でもあります。
国際児童年は 1959 年に国連総会が採択し
た「児童権利宣言」の 20周年を記念して
改めて世界の子供の問題を考えようと宣言
されたものです。
世界各地の民族衣装を着た子どもたちがモ
チーフとして描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1980 年　自然や動物との触れ合いを楽しむクリスマス

1981 年　太陽の光とクリスマス

1982 年　妖精の子供達による林檎の飾りつけ

1983 年　デンマークのクリスマス・ソング

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

1982 年は妖精の子ども達が林檎を飾り付
けしているモチーフです。
妖精のデザインをしたルス・クリステンセ
ンは筆を持つことが出来ない障害がありま
すが、アーティストとして、画家として、
またテキスタイル・デザイナーとしての
キャリアを確立しました。
ここに描かれた笑顔の妖精たちは、きっと
彼女の優しい人柄から生まれてきたので
しょう。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1980 年は自然や動物との触れ合いを楽し
むクリスマスというテーマで描かれていま
す。ペパーミント・グリーンを背景に暖か
そうなピンクのジャケットを身にまとう家
族がモミの木のまわりで動物たちと楽しそ
うに穏やかな時間を過ごしている様子が描
かれています。
白で描かれた星、鳩が爽やかな印象で、全
体としてシンメトリーな図柄です。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1981 年は太陽と母子がモチーフとして描
かれています。
イラストレーターのカンマ・スヴェンソン
は、ドイツで育ちデンマークで活躍しまし
た。1970 年代後半からはデンマークの中
心にありヨーロッパで最も歴史のあるチボ
リ公園のポスターデザインを担当するなど
人気がありました。
落ち着いたトーンのグリーンと赤紫を背景
に使用しています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1983 年はデンマークに古くから伝わるク
リスマス・ソングのモチーフです。
クリスマス・シールの縁の余白のところに
はぐるりとひとまわり、歌詞が書かれてい
ます。
そのクリスマス・ソングの歌詞に合わせて
クリスマスツリーを飾ったり、ウインドー
ショッピングを楽しんだり、子供たちはソ
リに乗ったりしている華やかな街の様子が
描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1984 年　クリスマス・フラワー

1985 年　クリスマス・ビールを運ぶ列車

1986 年　森でクリスマス・ツリーを運ぶ人々

1987 年　デンマークのホワイト・クリスマス

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×261mm（シート）

1986 年は森の中でクリスマス・ツリーを
選ぶ人々のモチーフです。
デザイナーのイブ・スパン・オールセンは
コペンハーゲンでグラフィックを学び、学
校の先生をした後、挿絵作家として数々の
賞を受賞します。
1972 年には HCアンデルセン賞を受賞。
登場する人物、サンタクロース、動物はも
ちろんのこと、モミの木まで繊細で緻密に
描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1984 年はクリスマス時期に咲く花がモ
チーフです。描かれている花はクリスマス・
スター、ヒヤシンス、クリスマス・ローズ、
クリスマス・サボテン、クリスマス・チュー
リップ、シクラメンの 6種類です。
ポインセチアはクリスマスの花としてクリ
スマス・スターと呼ばれています。
クリスマス ( デンマーク ) サボテンは、北
欧で改良されたシャコバサボテンです。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1985 年はクリスマスビールを運ぶ列車が
モチーフです。
白い貨物に赤文字で書いてあるユール・ウ
ルは、クリスマス・ビールのことです。
デンマークではクリスマス時期にアルコー
ル度の高いビールが飲まれます。
貨車の上ではビールを飲んでいる青年がい
ます。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

1987 年は「デンマークのホワイト・クリ
スマス」と題して、ウインター・スポーツ
を中心に雪の中の生活が描かれています。
デンマークは高い山が全く無く、国土のほ
とんどが平坦な国なので、スケートで遊ん
でいる様子を中心にクリスマス・ツリー用
のモミの木を家族で運んだり、ソリや雪だ
るまで遊ぶ子供達が描かれています。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×177mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1988 年　天使が飾るクリスマス・スター

1989 年　クリスマス・デコレーション

1990 年　幸せな子供たちのクリスマス

1991 年　森で遊ぶ鳥と妖精たち

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、262×179mm（シート）

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×261mm（シート）

1988 年は天使が飾るクリスマス・スター
がモチーフです。
光り輝く天空でゴールドの翼を付けた天使
が、クリスマス・スターの装飾をするデザ
インです。二人の天使がシンメトリーにデ
ザインされていますが、髪型、髪色、衣装
のデザインは異なります。
印刷技術の発達により、ゴールドの色合い
も大変良くなり、華やかな天使がより浮き
立つようです。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1989 年はクリスマス・デコレーションが
モチーフです。
クリスマス・デコレーションとしてハート、
スター、バード等がクリスマス・カラーで
あるグリーンとゴールドをベースにレッド
とホワイトのアクセントがきいています。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

1990 年は「幸せな子供たちのクリスマス」
をテーマに描かれたモチーフです。
クリスマス・ツリーを切って運んだり、ソ
リで遊んだり。
屋外の風景は雪が降っていて、オーナメン
トの飾りを制作したり、おもちゃで遊んだ
りと幸せが満ち溢れています。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

1991 年は森の中で遊ぶ小鳥たちと、妖精
のニッセがモチーフです。
一本の大きな木に妖精たちと小鳥や兎が遊
んだり隠れたり、くつろいでいたりする姿
が描かれています。
背景には深みのあるブルーが使われていて
妖精の服や帽子を引き立たせています。

※シール 4枚は切り取り位置により、
柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：58×47mm（シール 4枚）、178×262mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、191×259mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1992 年　幸せの羽を持つ天使達

1993 年　伝統的なクリスマス

1994 年　アンデルセン童話の「クリスマスと冬の風景」

1995 年　戯れる妖精たち

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

1992 年は幸せの羽を持つ天使たちがモ
チーフです。
黄金のリングを付け、幸せの羽を付けた天
使たちは皆、必ずハートのモチーフを身に
つけています。オーナメントの飾り付けを
したり、クリスマス・プレゼントを用意し
たり、楽しそうにクリスマスの準備をして
いる様子が描かれています。背景のブルー
にペパーミントグリーンと朱色がマッチし
ています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1993 年は「太陽と星」というテーマでデ
ンマークの伝統的なクリスマスの様子が描
かれています。
1993 年は 1986 年と同じデザイナー、挿
絵作家のイブ・スパン・オールセンが描い
ています。いつものクリスマスの様子から
キリストの生誕まで描かれています。
また、中央部分には大きなクリスマスツ
リーが描かれ、家族が皆で飾り付けをして
いる様子が描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1994 年はアンデルセンの童話がモチーフ
です。この年のデザイナーは絵本作家であ
るスヴェン・オットーです。1978 年 HC
アンデルセン・アワードのイラスト部門賞
を受賞しています。イラスト部門では
1993 年のデザインをしたイブ・スパン・
オールセンについでデンマーク人では二人
目の受賞になります。
童話作家だけに、繊細で緻密な作品に仕上
がっています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1995 年は北欧でニッセと呼ばれている妖
精がモチーフです。
いつもは家の守り神として人前に姿を現す
ことのない妖精達です。
動物たちとだけ話をすることが出来るとい
う言い伝えがあり、馬や猫がモチーフとし
て使われています。同じモチーフのデザイ
ンが何パターンかありますが、手袋の色や
ジャケットの色を変え、それぞれ異なった
印象を与えています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×192mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

1996 年　雪で遊ぶ子供達

1997 年　子供と天使達によるクリスマス・コンサート

1998 年　デンマークの古い歌

1999 年　ハートの中のクリスマス

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×194mm（シート）

1996 年は子供たちが雪の中で遊んでいる
姿がモチーフです。子供たちが雪だるま、
ソリなどで遊んでいる中、様々な動物の他
にクリスマス・オーナメントのキャラク
ターであったり、豚の貯金箱のモチーフが
出てきたり、大きなキャンドルを運んだり、
童話の中に入り込んだような、不思議な世
界が描かれています。
ドローイングはフランツ・フッセルがデザ
インしています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1997 年は子供と天使たちによるクリスマ
ス・コンサートがモチーフです。
子供たちは楽器を吹いたり、弾いたり、歌
を歌ったりしています。
空では天使たちがホルンを吹いていたり、
鳥たちがさえずっています。
それに合わせるかのように動物達もこのク
リスマス・コンサートを楽しんでいる様子
が、微笑ましいイラストによって描かれて
います。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1998 年はデンマークに古くから伝わる歌
の譜面がモチーフです。
この歌は 1917 年にヨハネス・V. イエンセ
ンが作詞、ヨハネス・アナセンが曲を書い
たものです。
ミッドナイトブルーの背景に真っ白な音符
と歌詞を、それ以外の、五線譜と
DANMARK，JUL，1998 の文字にはゴール
ドが使用されたシンプルでありながら印象
的なモチーフです。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

1999 年は大きな真っ赤なハートの中にク
リスマスの風景が描かれています。
家族、恋人、友人たちがハートに包まれ、
クリスマスをむかえる幸せいっぱいの愛情
をお互いに分かち合っている姿が描かれて
います。
デザイナーのエンス・ハッゲは 1993 年に
カールスベア財団主催のイラストレーター
展で “The Golden Drawing Pin” を受賞す
る。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

2000 年　クリスマスに家へ

2001 年　楽しいクリスマス、素敵なクリスマス

2002 年　甘いクリスマス

2003 年　ハートの中のデコレーション

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、259×191mm（シート）

サイズ：63×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）

2000 年はクリスマスに家路を急ぐ家族の
姿が描かれています。
クリスマスになると家族が集まる為、飛行
機、列車や舟などで遠くから帰ってきます。
また、お互いのクリスマス・プレゼントを
持帰る家族も、車や自転車で家路を急ぎま
す。
どの家族たちも皆とてもうれしそうな表情
をしていてクリスマスの楽しさが伝わって
きます。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2001 年はエンジェル達がクリスマス・ツ
リーにキャンドルの飾り付けをしているモ
チーフです。この年は「ハッピー・クリス
マス、素敵なクリスマス」という表題のと
おり幸せいっぱいのエンジェルたちがクリ
スマス・ツリーに明るい灯火の飾り付けを
しています。
背景にレッドを使用せず、グリーンとダー
クブルーという配色がクリスマスとしては
新鮮な印象です。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2002 年は子供たちがクリスマス・マーケッ
トなどで楽しむ姿が描かれています。
冬の屋外でのクリスマス・マーケットや教
会、屋外で普段では味わえない自由で楽し
い時間を仲間たちと共に過ごす甘いクリス
マスの時間です。
この年のイラストは2000年と同じジョン・
アナセンが担当し、子供たちの明るい笑顔
が生き生きと印象的に描かれています。

※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2003 年はハートの中にクリスマス・デコ
レーションが描かれています。1904 年に
クリスマス・シールが始まってから 2003
年でちょうど 100 枚目という記念の年で
す。この年のデザインは 1970 年にもデザ
インをしているデンマークの女王陛下マル
グレーテ II 世が描きました。
ハートの中にエンジェル、ベル、白い鳥な
どをデザインして、シンプルで優しいデザ
インが特徴です。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

2004 年　デンマークの冬の木の実

2005 年　アンデルセンの切り絵

2006 年　オーナメント

2007 年　クリスマス・スター

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、246×190mm（シート）

2004 年はデンマークの冬の木の実がモ
チーフです。
デンマークの雪景色と、少し薄雲がかった
ようなどんよりとした空の色調は冬のデン
マークらしさを表現しています。
そこにハナミズキ、アイビー、ホリー、ス
ノーベリー等々が描かれています。
シール下側の「DANMARK」と書かれた横
にスカイブルーで、それぞれの名称がデン
マーク語で書かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2005 年は H.C. アンデルセンの切り絵がモ
チーフです。世界的に有名な童話作家であ
るハンス・クリスチャン・アンデルセン。
2005 年は彼の生誕 200 年記念の年。
グリーンを背景に松の枝をあしらい、ホワ
イトとグレイの切り絵を配置した爽やかな
デザインです。
アンデルセンに関するモチーフは 1975 年
の切り絵、1994 年の童話のモチーフと度々
描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2006 年はクリスマスツリーに飾られる
オーナメントがモチーフです。ミッドナイ
トブルーを背景にレッドとグリーンをベー
スにして、パステルのオレンジ、パープル、
イエロー、グリーン等をうまく使いわけ、
クリスマスの華やかさを表現しています。
三角形に見えるオブジェは円錐形でハート
形のオブジェと共に、中にキャンディ、クッ
キー等が入っており、子供たちが楽しみに
しているものです。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2007 年は光り輝くクリスマス・スターが
モチーフです。ミッドナイト・ブルーを背
景にゴールドの縁取りと無数のスターが散
りばめられ、所々に背景と同じミッドナイ
ト・ブルーのスターも絶妙なバランスで使
われています。
また、スカイ・ブルーとホワイトのスター
がアクセントとして、華やかさを創りだし
ています。まるで、スターを模った花火の
ようなとても印象的なデザインです。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、248×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）



デンマーク　クリスマス・シール

kröne
〒248-0014　神奈川県鎌倉市由比ガ浜 2-22-32-101
 Tel：0467-38-3888　　Fax：0467-38-3899

新商品のご案内 kröne

2008 年　デンマークの冬の鳥

2009 年　クリスマス・オーナメント

2010 年　クリスマスの準備を楽しむ妖精たち

2011 年　寒い時にも暖かい心を

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）

サイズ：62×48mm（シール 4枚）、257×191mm（シート）

2008 年はデンマークの冬の鳥がモチーフ
になっています。
デンマークでよく見かけるクロウタドリを
中心に、シジュウカラ、アオガラ、キアオ
ジ、ユーラシアン・ブルフィンチ、ムネア
カヒワ、コマドリの 7種類の鳥が描かれ
ています。
2008 年は T.Vkor によりデザインされまし
たが、1965 年には「デンマークの冬の鳥」
として 50の鳥が描かれています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2009 年はクリスマス・オーナメントがモ
チーフです。
ほのぼのとした淡い色で描かれたオーナメ
ントは赤紫と青紫の 2色が使われていま
す。イラストレーター、デザイナーとして
活躍するビルギッテジット・エルス・シュ
レウダー。彼女のテーマは、「心と星」ク
リスマス・ツリーに願いを込めて、飾り付
けをされたオーナメントを優しい色合いで
表現しています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2010 年はデンマークで漫画家として、ま
たグラフィックデザイナーとしても活躍す
るスージー・ベックによりデザインされた
妖精がモチーフです。クリスマスを心待ち
にする妖精たちがスポーツやミュージック
を楽しんだり、飾り付けの準備をしたりと
大忙しです。なかには本を読んだり、クリ
スマス・カードを書いたり、静かに過ごす
妖精達もいます。きっと彼らも楽しいクリ
スマスを迎えることでしょう。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

2011 年はデンマークで古典的な妖精ピク
シーの研究家、イラストレーターとして活
躍したフレデリック・ブラミングにより描
かれた妖精「kravlenisser」がモチーフです。
この妖精は賢くて悪戯好きです。
猫、豚達と陽気に遊ぶ姿が心を和ませてく
れます。
クリスマスシーズンを活動的に思いきり楽
しんでいる妖精達の様子を躍動感あふれる
イラストで描いています。※シール 4枚は切り取り位置により、柄のデザイン内容は異なります。

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）

サイズ：62×47mm（シール 4枚）、260×191mm（シート）


