「 蓋 が 保 冷 剤 」というシンプ ルさ
蓋の内部に保冷剤が特殊な技術で封入されており、
蓋ごと冷凍庫で凍らせて使います。
保冷剤だといざ使うときに、冷凍庫の中でぐにゃりと曲がってしまい、
使いにくいストレスを感じることがありますが、
GEL - COOL だとそういったストレスとは無縁です。
※実用新案取得済み

保冷効果比較

テクノロジーは 蓋 に 宿る

※スクエア L のデータです

〈 温度 〉

4 時 間 後でも
15 ℃ をキープ

22.0

保冷蓋無
11.0

保冷蓋有
5.5

0.0

0

100

200

COOL KEEP

16.5

〈分〉

室温 25℃の部屋に放置し、4 時間後に本体に充填された GEL の温度を測定する

食 の 安 心を守ります
朝 8 時にご飯を詰めて、4 時間後の12 時でも15 度の温度をキープします。
食中毒の原因の一つと言われる、雑菌が繁殖しやすくなるのは、25 度以上言わ
れており、食中毒のリスクを減らすことができます。
活躍するのは夏場だけではありません。冬場でも移動の車内やオフィスなど、
暖房システムが張り巡らさせている現代では、思わず温度が高くなっている
空間がたくさんあります。冬場でもGEL-COOL は活躍するのです。

Brand site

http://brand.gel-cool.jp

札幌営業所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 18丁目1-27 山京大通ビル5F

TEL

Official site

011-776-7727

FAX

www.miyoshi-ss.com
011-776-7746

facebook

www.facebook.com/gelcool.jp/

東京営業所 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-33-15 EN 代官山ビル11F

※消費税法により製品には消費税率がかかります。※カタログの内容については販売店または当社にお問い合わせください。※製品のデザイン、
価格については、
変更となる場合があります。※製品の色はカタログと若干異なる場合があります。※製品のサイズ表記はおおよそとなります。
※無断転載を禁じます。2018 年 1月作成

TEL

03-6416-4500

FAX

03-6416-4501

パーツ・消耗品のご購入について

大阪営業所 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町 4-6-17 第三丸米ビル2F

TEL

06-6227-8361

FAX

06-6227-8362

パッキンやフタなどはご使用にともなって傷んできたり、内容物のにおいが付着する場合がありますので、定期的な交換をおすすめします。汚れが目立ってきたり、ゆるくなったり、においが気になってきましたら、
商品お買い上げの販売店または右記 QR コードまたはホームページよりお買い求めの上、交換してください。

http://gel-cool.jp
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600ml

900ml

milk white

300ml

4571214981820

0101-0131

4571214981882

0101-0137

4571214981943

0101-0126

4571214981837

0101-0132

4571214981899

0101-0138

4571214981950

0101-0127

4571214981844

0101-0133

4571214981905

0101-0139

4571214981967

4571214981912

0101-0140

4571214981974

ドーム型で盛り付けをしっかりキープ

フタをそのまま冷凍庫へ

保冷剤一体型の保冷ブタ

蓋の内側をドームにすることで

homard blue

macaroon pink

mango yellow

0101-0125

0101-0128

保冷剤

ボリュームある盛り付けも潰さずキープします。

洗いやすい形状の

四隅のない小判形
4571214981851

0101-0134

しっかり蓋と本体をホールドしながらも
開けやすいバックルなど充実した機能が満載。
300ml のキッズ、
デザート用から900ml の大容量まで

フワッと綺麗な盛り付けをしっかりキープ

ドーム型のフタの内側

お子様でも外しやすい

バックル機構

olive green

片手でも持ちやすく、隅まで洗いやすい小判型。

0101-0129

4571214981868

0101-0135

4571214981929

0101-0141

4571214981981

0101-0130

4571214981875

0101-0136

4571214981936

0101-0142

4571214981998

caviar black

みんなが選べるラインナップです。

女性でも片手で OK

持ちやすい本体

GEL-COOL dome S
¥1,200＋税

GEL-COOL dome M
¥2,300＋税

GEL-COOL dome L

｜本体サイズ｜ W115×D92×H68mm、約

｜本体サイズ｜ W193×D92×H68mm、約

｜本体サイズ｜ W227×D108×H68mm、約

300ml、130g
絶妙な凹凸の噛み合わせにより、力をあまり入れなくても開けや

小判型をしているため、四隅が洗いやすく、汚れを落としやす

清潔に長く使うには、洗うときにパッキンも取り出してしっかりと洗

すいバックル。閉じるときには「カチッ」
という気持ちの良い音が鳴

い形状です。S サイズとM サイズは女性が手に持っても食べ

うことが大切です。GEL-COOL dome にはパッキンを取り出し

ります。
まだ力の弱いお子様にもお使いいただくことができます。

られるサイズです。

やすい窪みがついていて、
パッキンの着脱が苦になりません。
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｜素材｜本体・留め具：ポリ

プロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷

600ml、230g

｜素材｜本体・留め具・仕切

¥2,600＋税

900ml、300g

｜素材｜本体・留め具・仕切り：

り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、

ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷

ブタ：ABS 樹 脂（ 耐 熱 60℃、耐 冷 -20℃）、

保冷ブタ
：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、

ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッ

パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具のみ

パッキン：シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りの

キン：シリコンーゴム ※本体・留め具・仕切りのみ

電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

み電子レンジ、
食器洗浄機の使用可。

電子レンジ、食器洗浄機の使用可。
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発売から10 年以上経つ定番弁当箱
220ml

400ml

500ml
milk white
S
L
SG

0101-0001

0101-0011

0101-0017

4571214980069
4571214980267
4571214980465

0101-0018

4571214980076
4571214980274
4571214980472

corn yellow

0101-0013

0101-0019

4571214980083
4571214980281
4571214980489

gorgonzola blue

0101-0014

0101-0020

4571214980090
4571214980298
4571214980496

0101-0021

olive green
S
L
SG

4571214980120
4571214980328
4571214980502

0101-0022

4571214980137
4571214980335
4571214980557

apple red

0101-0007

0101-0111

0101-0023

4571214980144
4571214980342
4571214980564

0101-0008

0101-0112

0101-0024

4571214980359
4571214980571

S
L
SG
0101-0113

0101-0025

4571214980168
4571214980366
4571214980588

S
L
SG
0101-0010

0101-0114

GEL-COOL square S ¥1,000＋税
｜本体サイズ｜ W110×D94×H55mm、約 220ml、133g
｜ 素 材 ｜ 本 体・留め具：ポリプロピレン
（ 耐 熱 140℃、耐 冷
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0101-0026

4571214980441

0101-0118

4571214980373
4571214980595

0101-0037

0101-0047

0101-0038

0101-0048

｜素材｜

0101-0052

4571214980779

4571214980250
4571214980458
4571214980700

chocolat brown
S
L
SG

REAL BROWN

4571214981714

0101-0123

4571214981592
4571214981639
4571214981677
0101-0039

0101-0119

0101-0040

0101-0120

0101-0041

0101-0121

oyster gray
S
L
SG

4571214981608
4571214981646
4571214981684

LIGHT GRAY

0101-0124

4571214981721

sesame gray
S
L
SG

4571214981615
4571214981653
4571214981691

Double Cool

caviar black
S
L
SG

Top Only

Single Only

4571214981622

ボリューム満点の2 段タイプは上下段ともひんやりの『Double

4571214981660

Cool』、下段の保冷ブタをはずした
『Top Only』、バンドを掛け
替えた1段の『Single Only』の3通りで、使い分けが可能です。

4571214981707
0101-0042

GEL-COOL square L ¥1,900＋税
｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、約 400ml、202g

4571214980175

BLACK

4571214980694

0101-0117

asparagus green

0101-0046

4571214980243

0101-0116

pumpkin orange

0101-0009

4571214980687

berry blue
S
L
SG

tomato red
4571214980151

4571214980762

4571214980434

0101-0115

S
L
SG

0101-0051

4571214980236

0101-0032

S
L
SG

GRAY

onion purple
S
L
SG

cherry pink

0101-0016

0101-0045

4571214980670

0101-0031

S
L
SG
0101-0006

0101-0035

4571214980748

4571214980427

0101-0036

macaroon pink

0101-0015

0101-0044

0101-0049

4571214980229

0101-0030

S
L
SG
0101-0005

0101-0034

NAVY

homard blue
S
L
SG

0101-0029

S
L
SG

0101-0043

S 4571214980199
L 4571214980397
SG 4571214980663

mango yellow

0101-0004

4571214980601

0101-0028

S
L
SG
0101-0003

4571214980380
0101-0033

biscuit beige

0101-0012

4571214980182

0101-0027

S
L
SG
0101-0002

avocado green
S
L
SG

0101-0122

GEL-COOL square SG ¥2,100＋税
｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、約 500ml、260g

｜素材｜本体・仕切り
：ポリ

GEL-COOL square MEN'S

¥3,300＋税

｜本体サイズ｜ W178×D87×H120mm、約 500ml×2、547g

｜素材｜

本体・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱140℃、耐冷-20℃）、保冷ブタ：ABS樹脂

本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保

プロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、

-20℃）
、
保冷ブタ
：ABS 樹脂（耐熱 60℃、
耐冷 -20℃）
、
パッキン
：

冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴム

中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レー

熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー

シリコーンゴム ※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

ヨン・ポリエステル・ラバー

仕切り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

※本体・仕切り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐
※本体・
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maison
de
lunch

メゾン ド ランチ
WHITE
0601-0001 4571214974105

RED
0601-0002 4571214974112

『おにぎり』
と
『おかず』が上下段に分けて
収納できる家型ランチボックス！
上段には2 個分の〝おにぎり〟
を、
下段には十分な
〝おかず〟が
収められるので、おにぎりの
型くずれを防ぎ、おかずと一緒に
安心して持ち運べる全 6 色です。
PINK
0601-0003 4571214974129

GREEN
0601-0004 4571214974136

鮮度が見えるサラダケース
GEL-COOL 唯一の透明 &まんまる! 水切り用のすのこもついて、使いやすさアップ。
ヘルシー派にはサラダ、
ガッツリ派にはお弁当など、
メニューの幅や使い方のアイデアが広がるレシピ付き。
BLUE
0601-0005 4571214974143

PURPLE
0601-0006 4571214974150

BENTO STORE maison de lunch
¥2,300＋税
｜ 本 体 サイズ｜ W110×D110×H130mm、おにぎり2 個＋約 350ml 、
210g

｜素材｜本体：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、上ブタ：

ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラス

milk white

トマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラ

corn yellow

0101-0053 4571214980786

バー

0101-0054 4571214980793

※本体・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

本体が二重構造になっているため、外気の干渉を受けにくく、
保 冷 効 果がとても高いケースです。透 明ケースで、中に何が
入っているのかも一目瞭然です。

すのこは
取り外し
OK!

apple red

asparagus green

0101-0055 4571214980823

0101-0056 4571214980830

GEL-COOL round ¥2,100＋税
｜本体サイズ｜φ120×H79mm、約 400ml、240g
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｜素材｜本体・水切りすの

こ：飽和ポリエステル樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱

付属のすのこを使うことで、余分な水分やドレッシングが下に

60℃、耐冷 -20℃）、
パッキン：シリコーンゴム ※電子レンジ、食器洗浄機の使用不可。

落ちて、野菜がベチャベチャになりにくくなっています。
※ 本体、
中ぶたのみ電子レンジ、
食器洗浄機の使用可。
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NEW

メッセージカードも付属の
可愛い弁当箱

ミルクチョコレート
0101-0149 4571214984272

可愛らしいチョコレートのグラフィックの
お弁当箱です。
日々のお弁当ライフを楽しくしてくれそうです。
メッセージカードも付属で
ギフトにもオススメです。

ホワイトチョコレート
0101-0150 4571214984289

GEL-COOL SG チョコレート
¥2,200＋税

｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、約 5 0 0 m l、2 6 0 g
｜ 素 材 ｜ 本 体・仕 切り：ポリプロピレン
（ 耐 熱 140℃、耐 冷

500ml

-20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブ
タ：SEBS 樹 脂 熱 可 塑 性 エラストマー（ 耐 熱 120℃、耐 冷
-60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切
り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

ストロベリーチョコレート
0101-0151 4571214984296

NEW

江戸小紋をモチーフにした
大容量オードブルボックス
花菱形

人気のGEL-COOL に行楽や

0101-0143 4571214984210

お正月のお重として使える
オードブルボックスが登場。
江戸小紋をモチーフにしながらも、
モダンなグラフィックが特徴的です。
七宝
0101-0144 4571214984227

GEL-COOL OJU オードブルボックス
¥3,800＋税
｜ 本 体 サイズ ｜ W178×D178×H60mm、約 1100ml、550g

1100ml

｜素材｜本体：ABS 樹脂（耐熱 110℃、耐冷 -20℃）、仕切り：
ポリプロピレン
（耐熱140℃、耐冷-20℃）、保冷ブタ：ABS樹脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラ

桜
0101-0145 4571214984234

10

ストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨン・ポリ
エステル・ラバー

※本体・仕切り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗

浄機の使用可。
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機能性も追い求めた贅沢なお弁当箱

高知県産の土佐古代杉とコラボレーションしたランチボックス「 mWood < ムード> 」。
贅沢に土佐古代杉を使った本体と木蓋には、無垢の木の風合いを保ちつつ、
水分が染み込みにくいプレポリマー加工が施されています。
また、
中蓋に樹脂を用いることで、汁漏れしにくい構造です。
保冷剤内蔵の蓋も付属されていて、季節や用途によって蓋の使い分けをしていただけます。
まさに古代杉の持つ風合いと機能性を両立させた贅沢なお弁当箱といえるでしょう。

高知県産土佐古代杉
古代杉は樹齢が100 年以上になると樹木そのものの狂いが少なく、
ランチボックスに適した木材となります。
また木の特性上 100 年育った木は、伐採後も100 年生きているといわれます。
古くからある樹木を使用した建築物は、長い年月に耐えているものが少なくありません。
生きているからこそ、湿度の調節機能も生きています。
ランチボックスに加工した後も湿度の調整機能が続き、ほのかな杉の香りが楽しめます。

白

0401-0001

4571214980977

白

0401-0003

4571214984180

茶

0401-0002

4571214980984

茶

0401-0004

4571214984197

mWood ランチボックス SG
¥9,000＋税

mWood ランチボックス お重 保冷ブタ付
¥15,000＋税

｜本体サイズ｜ W179×D87×H60mm、

｜本体サイズ｜ W179×D179×H60mm、

約 500ml、木製ブタ時 196g、保冷ブタ時

約 1100ml、木製ブタ時 331g、保冷ブタ

270g
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保冷ブタ付

｜素材｜本体・木製ブタ・仕切り
：

時 507g

｜素材｜本体・木製ブタ・仕切

木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラスト

り
：木、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラス

マー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバン

トマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバ

ド：レーヨン・ポリエステル・ラバー、保冷ブ

ンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー、保冷

タ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）

ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）

※ 木製ブタに保冷機能はありません。 ※ 電子レンジ、
食器洗浄機の使用不可。 ※ 使用後は湯または水で洗って柔らかい布で拭き取り、
直射日光等を避けて保管してください。
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ワンプッシュマグボトル 300

¥2,700 ＋税

｜本体サイズ｜φ60×H187mm、
300ml、
180g
｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ：ポリプロピレン、
パッキン：

ライトブルー

シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

1402-0002 4571214985736

どれも可愛く思わず手に取ってしまいそうです。

ホワイト
1402-0003 4571214985743

GEL-COOL dome S
¥1,500 ＋税

デザイナーのカミーラ・ルンドステンが2009 年に設立した
スウェーデンの注目ライフスタイルブランドの「Littlephant（リトルファント）」。
カミーラ自身が出版した絵本の「リトルファント」に出てくるキャラクターをフューチャーした商品は、

イエロー
1402-0001 4571214985729

｜本体サイズ｜ W115×D92×H68mm、約 300ml、
130g

｜ 素 材 ｜ 本 体・留め具：ポリプロピレン
（耐

ライトブルー

熱 140℃、耐 冷 -20℃）
、保 冷ブタ：ABS 樹 脂
（耐熱

1401-0005 4571214985767

60℃、耐冷-20℃）
、
パッキン：シリコーンゴム ※本体・留
め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

イエロー

ホワイト

1401-0004 4571214985750

1401-0006 4571214985774

GEL-COOL square L
¥2,100 ＋税
｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、約 400ml、
202g

｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン

ライトブルー

（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐

1401-0008 4571214985798

熱 60℃、耐冷 -20℃）
、パッキン：シリコーンゴム ※本
体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

イエロー

ホワイト

1401-0007 4571214985781

1401-0009 4571214985804

GEL-COOL square SG
¥2,300 ＋税
｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、約 500ml、
260g

｜ 素 材 ｜ 本 体・仕 切り：ポリプロピレン
（耐

熱 140℃、耐 冷 -20℃）
、保 冷ブタ：ABS 樹 脂
（耐熱

ライトブルー

60℃、耐冷 -20℃）
、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラ

1401-0011 4571214985828

ストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）
、
ゴムバンド：レーヨ
Camilla Lundsten（カミーラ・ルンドステン）

ン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切り・中ブタのみ電子レ

1972 年生まれ。スウェーデン在住のアー

ンジ、食器洗浄機の使用可。

ティスト。ストックホルムを拠点にグラフィッ
クデザインをはじめ、インテリアデザイン、プ
ロダクトデザイン、イラストレーションなど、幅

イエロー

ホワイト

広い 分 野で活 躍。 2015 年、雑 誌「Elle

1401-0010 4571214985811

1401-0012 4571214985835

Decor」のテキスタイル部門でデザイナー
オブ・ザ・イヤーを受賞。
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なりゆきサーカスは、関西在住のプロのイラストレーター6 人で構成されたクリエイティブユニットです。
「レジャー」をテーマに、各イラストレーターの描き下ろし作品をお弁当箱とステンレスボトルにいたしました。
どれも一筋縄ではいかない、ストーリー性溢れる楽しい作品になっています。
こだわりの商品を探している方に是非オススメの商品です。

中川貴雄
1979 年 和歌山に生まれる。2004 年
クッキング

フィッシング

1501-0010 4571214988508

1502-0004

4571214988447

大阪デザイナー専門学校イラストレーショ
ン学科卒業。2004 年より関西、
関東、
海外へと活動の場を広げながら、
展覧会や
アートイベントなど精力的に活動中。

タケウマ
1981年大阪府吹田生まれ京都市在住。
パレード
1501-0007 4571214988478

パレード
1502-0001

4571214988416

2004年大学卒業後フリーのイラストレー
ターに。海外の雑誌、
広告媒体で仕事をす
ることが多い。趣味は野球観戦。
だいたい
いつもスケッチしてます。

ノダマキコ
ドライブ

ショッピング

1501-0011 4571214988515

1502-0005

4571214988454

兵庫県神戸生まれ。主に、
企業広告、
雑
誌、
書籍などのイラストワークで活動中。
動きのある線で描くイラストmapが得意。

トヨクラタケル
1978 年 大阪生まれ。 2003 年大阪総
合デザイン専門学校卒業。在学中にフェ
ダイビング
1501-0008 4571214988485

ミュージック
1502-0002

4571214988423

ルトと紙を使ったイラストレーションを中心に
活動を始める。
自著に
「フェルトでつくるイラ
スト練習帖」（誠分堂新光社）
がある。国
内、海外で個展、
グループ展多数開催。

生駒さちこ
セツ・モードセミナー卒、
神戸在住。広告、
シング

サイクリング

1501-0012 4571214988522

1502-0006

4571214988461

サタケシュンスケ
1981 年 大阪府枚方市生まれ 兵庫県
キャンプ

ピクニック

1501-0009 4571214988492

1502-0003

4571214988430
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神戸市在住。広告制作会社勤務のグラ
フィックデザイナーを経て2007 年に独立、
以後フリーランスのイラストレーターとして
活動を続けています。

挿画、
雑誌などでお仕事させていただいて
います。水彩絵具を使った空気感のある絵
が得意。鉛筆によるドローイングにも力をい
れています。

KEEP ワンプッシュマグボトル 300 ¥2,900 ＋税
｜本体サイズ｜φ60×H187mm、
300ml、
180g

｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ：ポリプロピレン、
パッキン：
シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

GEL-COOL dome M ¥2,600 ＋税
｜本体サイズ｜ W193×D92×H68mm、
約 600ml、
230g

｜素材｜本体・留め具・仕切り
：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、
耐冷 -20℃）
、
保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、
耐冷 -20℃）
、
パッ

キン：
シリコーンゴム ※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

17

S c a n d i n a v i a n P a t t e r n C o l l e c t i o n は 、さまざまな 分 野 で 活 躍 する北 欧 デ ザイナーたちによるデ ザインコレクションです 。
デ ザインの 背 後 に デ ザイナーの 気 もちがあり、デ ザインの 向こうに 人 々 の 暮らしがある
デ ザインは 特 別 な 人 のためではなく、みんなのもの
い つでもどこでも北 欧 デ ザインがあり それらを個 々 のライフスタイル に 取り入 れることで
一 人 ひとりの 暮らしが 少しず つ 豊 かになっていく
一 つ ひとつ の デ ザインにこめられたデ ザイナーの 思 い 、デ ザインの 中 に ひそむ 北 欧 の自 然 や 人 々 の 暮らしを感じて 下さい 。

Anna Lindsten

Fyran

アンナ・リンドステン

フィーラン

0302-0021
0302-0012
0302-0013
0302-0023

Lingonberries
Happy apples
Rutor-garden

スウェーデンとイギリスのクライアントを中心に生活雑貨、文房具、書籍、子ども用
マカジンのイラストやデザインを数多く手がける。森や動物からストーリー性のあ

0302-0030
0302-0042
0302-0043

Mormorsruta
Flinga
Snowball
Lo

フィンランド北部のスウェーデン語圏の街ヤコブスタッドを拠点とする4 名の若手

デザイン集団。幾何学的なパターンに、活力を与える洗練された色彩で表現。
フィン

るイラストを展開し、人々の想像力をかき立てて笑顔にさせるデザインが特徴で、色

ランドの伝統デザインとスウェーデンに影響を受けた北欧パターンを手がける。オ

使いには時間をかけてていねいに仕上げる。オリジナルブランドではポスター、カー

リジナルブランドのペーパープロダクトは、地元の環境に優しい素材と印刷技術を

ド、
ノートブック、クッショントレイなどを展開。

使って制作。

Jenny Wallmark

ジェニー・ヴァルマルク

Johanna Högväg

ヨハンナ・ヘグヴェグ

0302-0029
0302-0025
0302-0048

Klic
Knak

コミュニケーションデザイン、イラスト、本の装丁など、グラフィックデザインの全般
を手がける。植物や動物をモチーフにし、グラフィカルな形で表現したパターンが得

0302-0031
0302-0047

Blom
Alfabet
Petronella

アートとデザインを学び、オリジナルデザインのポスターやカードを展開するブラン
ド HighwayDesign を設立。あまり真剣に考えずに人生を精一杯楽しむことがモッ

意。◯△□を、独自の感覚でパターンに組み込んだデザインが特徴。オリジナルブラ

トーで、フィンランド北部の暮らしを切り取った遊び心のあるカラフルで幾何学的

ンドでは、
トレイ、ポストカード、クッションなどを展開。

なパターンを手がける。グラフィカルで手描き風コラージュも得意。

Linda Svensson Edevint

リンダ・スヴェンソン・エデヴィント

Maria Bergström

マリア・ベリストレム

温度を保つ（KEEP）
という意味が込められた
『KEEP〈キープ〉』はボトルブランドです。
さまざまなデザイナーとのコラボレーションで
生み出されたデザインボトルの中から、
お気に入りの1 本を見つけませんか。

0302-0014
0302-0020
0302-0027

In the shadow
Red berries
Dahlia

スウェーデンのグラフィックデザイナー。シンプルな色使いとモダンでユニセックス
なパターンが特徴。手描き風のパターンなど、クライアントに合った仕事もこなす。
コンストファック美術工芸大学在籍中の2001 年に起業し、イケアにデザインしたテ

キスタイルが成功を収める。イケアのテキスタイルデザインを手がける他、エケルン

0302-0015
0302-0019
0302-0028

Drops
Swan
Garden walk

H ＆ M での勤務経験があり、ファッション関連のパターンコーディネートやコレク

ション提案が得意。動物をモチーフにしたキャラクター提案も手がける。色使いは

シンプル＆マイルドで、甘過ぎないパステル調がメイン。自然、花、葉からインスピ
レーションを受けた抽象的なパターンが得意。

ド、クリッパン、日本のアスクルなど、大手企業のクライアントを持つ。

My Floryd Welin

ミー・フロリド・ヴェリン

0302-0016
0302-0017
0302-0032

Cherry blossom
Swedish flower, Linnéa
Raspberry cloudberry

Johanna Örn

ヨハンナ・エーン

0302-0044
0302-0045
0302-0046

Bukett
DotDot
Stella

北欧らしいモチーフをかわいい色使いのパターンに仕上げるのが得意。カラフルで

スウェーデンのテキスタイルデザイナー。窓辺の景色をスクリーン上に表現した
「ウィ

ヴィヴィッドな色と大人かわいいテイストは、特に女性に人気が高い。オリジナルブ

ンドウスクリーン」が北欧で大ヒット。窓辺の花や草花や落ち葉など身近にある自然

ランド Floryd では、ダーラナホース、花柄クルビッツ、ブルーベリー、ミッド サマー、

をモチーフにしたシンプルなパターンをマイルドな色で表現。紗を入れて質感を軽く

北欧スイーツなどスウェーデンを代表するモチーフをアレンジしたコースター、カー

するなど、ひと工夫あるデザインが特徴。
マリア・ベリストレムとのオリジナルブランド

ド、トレイ、キッチンタオルなどを展開。

BY MAY では、クッション、壁紙、和綴じノート、テーブルマットなどを展開。
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リンゴンベリー

アップル

シャドウ

ドロップ

ガーデン

ブロム

スノーフレーク

アルファベット

©Anna Lindsten

©Anna Lindsten

©Linda Svensson Edevint

©Maria Bergström

©Maria Bergström

©Johanna Högväg

©Fyran

©Johanna Högväg

0302-0012

0302-0013

0302-0014

0302-0028

0302-0015

0302-0031

4571214975294

4571214975300

4571214975317

4571214975447

4571214975454

4571214975461

4571214975478

サクラ

リネア

スワン

レッドベリー

ベリー

スノウボール

オオヤマネコ

ブーケ

©My Floryd Welin

©My Floryd Welin

©Maria Bergström

©Linda Svensson Edevint

©My Floryd Welin

©Fyran

©Fyran

©Johanna Örn

0302-0017

0302-0019

0302-0020

0302-0032

0302-0042

0302-0043

0302-0044

4571214975324

4571214975331

4571214975355

4571214975362

4571214975485

4571214981752

4571214981769

4571214981776

クロシェット

ボックス

クリック

ダリア

ドットドット

ステラ

カラフル

ウッドフロア

©Fyran

©Anna Lindsten

©Jenny Wallmark

©Linda Svensson Edevint

©Johanna Örn

©Johanna Örn

©Johanna Högväg

©Jenny Wallmark

0302-0021

0302-0023

4571214975379

0302-0025

4571214975393

0302-0045

0302-0027

4571214975416

Lingonberries

リンゴンベリー

Happy apples

アップル

長靴下のピッピの物語に登場するような遊び心
のあるカラフルなリンゴをイメージしました。

Cherry blossom

Swedish ﬂower,Linnéa

サクラ

リネア

北欧の人々にとって、春の訪れは待ち遠しいも
の。鳥がさえずり、桜が咲くと、幸せな気持ちに
なります。

鳥のさえずりと風のざわめく音だけが聞こえる
森の中で、リネアの小さな 花 が 太 陽の光 線で
光っています。

Mormorsruta

Rutor-garden

クロシェット

祖母の格子という編み模様の名称で、孫のため
に時間をかけて温かい毛布を編んでくれた祖母
への感謝の気持ちです。

ボックス

格子のガーデンという意味を持ち、カラフルで
温かみのあるカラーコンビネーションを作りま
した。

In the shadow

シャドウ

Drops

ドロップ

光が当たると表れる影の形に魅了され、さまざ
まな色合いで描いてみました。影を描くことで、
不思議な世界が広がります。

雨の露に光が当たると、いろいろな色に変化を
します。雨が実はカラフルであることを表してい
ます。

Swan

Red berries

スワン

レッドベリー

白鳥はつがいでいつも一緒に過ごし、子育てをし
ます。末長く仲良く暮らす様子を描いています。

北欧の森には、レッドベリー、レッドカラント、ク
ランベリーなど、いろいろな種類のベリーが実り
ます。森に実るベリーを描いています。

Klic

Dahlia

クリック

子どものころによく食べた北欧の黒いお菓子リ
コリスがモチーフです。ほどよい甘さと面白い形
が大好きだったのを思い出します。

Garden walk

ガーデン

夕方に花の咲くガーデンを歩くのが好きで、ベ
ンチに腰かけてはその様 子をスケッチします。
散歩で描いた花や鳥、蝶、
フルーツなどを集めて
みました。

かばんに入れても邪魔にならず持ち歩きがらくちん。

スウェーデンの森でルビーのように輝くリンゴ
ンベリー。たくさん摘んでジャムを作ります。

0302-0046

4571214981783

4571214975430

総柄のデザインを中心に取り揃えたスカンジナビアン・パターン・コレクションシリーズのワンプッシュボトルは軽くてコンパクト！

※ 食器洗浄機の使用不可。

0302-0030

4571214975287

0302-0016
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0302-0029

ダリア

幼いころよく訪ねた祖母の家の庭には素敵な花
壇がありました。その中でも大きく花開くダリア
は印象的で、その時の思い出を描いています。

Raspberry cloudberry

ベリー

0302-0047

4571214981790

Blom

ブロム

秋が近づくと、北欧の森ではベリーがたくさん
実ります。北欧の秋は自然の恵みにあふれる季
節です。

Snowball

スノウボール

秋になるとスウェーデンの森にたくさん実るラ
ズベリーとクラウドベリーがモチーフです。

白くて冷たくてフワフワした雪でスノウボールや
雪だるまを作るのは、北欧の子どもたちの冬の楽
しみです。雪が降ると最高の遊び場となります。

DotDot

Stella

ドットドット

様々な形が生み出せる点からインスピレーショ
ンを得て、常に形を変える波のように、点で濃淡
を表現してみました。

ステラ

太いラインから細いラインへと形を変えていく
姿を、遊び心のある幾何学模様で表現してみま
した。

0302-0048

4571214981806

Flinga

スノーフレーク

4571214981813

Alfabet

アルファベット

広い大地に立つ納屋がモチーフで、ひとつひと
つが家の形をしています。それを太陽のように、
または雪の結晶のように並べてみました。

まるで踊っているかのように、ページの上を舞う
アルファベット。言葉を作りだしてストーリーが
生まれます。

Lo

Bukett

オオヤマネコ

フィンランドにいる唯一の野生の猫であるオオヤ
マネコをモチーフに、グラフィカルなデザインを
描いてみました。

Petronella

カラフル

スウェーデンの一般的な女性の名前です。元気
な彼女たちのように、人生を楽しむ様子をカラ
フルに描いてみました。

ブーケ

Bukett はスウェーデン語でブーケを意味しま

す。ガーデンから草花や花を摘んで、ダイニング
テーブルに飾るのが好きです。

Knak

ウッドフロア

プラハを訪れた時の建物の美しい色と構造から
インスピレーションを受け、古いウッドフロアの
上を歩く時に聞こえる音をタイトルにしました。

KEEP SPC ワンプッシュマグボトル 300 ¥2,900 ＋税
｜本体サイズ｜φ60×H187mm、
300ml、
180g

｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ：ポリプロピレン、
パッキン：
シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
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RED
0801-0001

RED

4571214971906

BLUE
0801-0002

0801-0004

WHITE

4571214971913

0801-0003

BLUE

4571214971920

0801-0005

GEL-COOL SG size ¥2,400 ＋税
｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、約 500ml、260g

4571214974983

WHITE

4571214974990

0801-0006

4571214975003

Slim Cutlery ¥1,200 ＋税
｜素材｜本体・仕切り：ポリプ

｜本体サイズ｜ W177×D56×H22mm、99g

｜素材｜本体：ABS 樹脂
（耐熱

ロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）
、中ブタ：

60℃、
耐冷 -20℃）
、
箸・先割れスプーン：PBT 樹脂
（耐熱 140℃）
、
ゴムバンド：レー

SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）
、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエス

ヨン・ポリエステル・ラバー ※電子レンジの使用不可、箸・先割れスプーンのみ食器洗浄機

テル・ラバー ※本体・中ブタ・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

の使用可。

Stainless Tumbler ¥2,800 ＋税
｜本体サイズ｜φ65×H195mm、
350ml、
245g ｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ・
氷留：ポリプロピレン、
パッキン：
シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

RED

THE FAMOUS DANISH CHARACTER

0802-0007

4571214976338

BLUE
0802-0008

4571214976345

BLUE
0802-0011 4571214977366

デンマークの 作 家 ハンセン夫 妻 によって生 み出された、パンケーキが 大 好きなクマのキャラクターです。
１９５１年 に 新 聞で漫 画 連 載としてスタートし、世 界 中 の１２０以 上 の 新 聞で連 載されるほど人 気を博しました。

Lunch Bag ¥2,500 ＋税

その 絵 本 は２１ヶ国で２０００万 部 以 上 の 販 売 実 績を誇ります。
１９９７年 にテレビアニメ化もされ、今なおデンマーク国 民に 愛され続けています。
１８４３年 に 開 園したデンマークにある世 界 最 古 のテーマパーク「チボリ公 園 」のマスコットでもあります。

｜本体サイズ｜ W310×D135×H200mm、

RED
0802-0010 4571214977359

140g

｜素材｜本体・持ち手：綿帆布、
内断

熱材：アルミニウム

WHITE
0802-0012 4571214977373
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GEL-COO ま オス・メス 各 ¥1,200 ＋税
｜本体サイズ｜ W110×D94×H55mm、
約 220ml、
133g
｜素材｜本体・留め具：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保
冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリコーンゴ
ム
オス

メス

0201-0001 4571214973085

0201-0002 4571214973092

※本体・留め具のみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

GEL-COO ま ボス ¥2,000 ＋税
｜本体サイズ｜ W150×D94×H60mm、
約 400ml、
202g
｜素材｜本体・留め具・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷
-20℃）、保冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、パッキン：シリ
コーンゴム

※本体・留め具・仕切りのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

ボス
0201-0003 4571214973108

GEL-COO ま ツインズ ¥2,200 ＋税

可愛くて、使いやすさも抜群の『GEL-COOまシリーズ』は、

｜本体サイズ｜ W178×D87×H60mm、
約 500ml、
260g

ランチボックスやマグボトル、バッグなど多彩な商品がラインナップ。

｜素材｜本体・仕切り：ポリプロピレン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）、保

全国的に続々とファンが急増中です！

冷ブタ：ABS 樹脂（耐熱 60℃、耐冷 -20℃）、中ブタ：SEBS 樹脂熱
可塑性エラストマー（耐熱 120℃、耐冷 -60℃）、
ゴムバンド：レーヨ
ン・ポリエステル・ラバー ※本体・仕切り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄
機の使用可。

ツインズ
0201-0004 4571214973504

GEL-COO ま ファミリー

ファミリー２段

¥3,800 ＋税
¥5,900 ＋税

｜本体サイズ｜〈ファミリー〉W178×D178×H60mm、約 1100ml、
550g〈ファミリー2 段〉
W178×D178×H120mm、
約 1100ml×2、
1100g
｜素材｜本体：ABS 樹脂
（耐熱 120℃、
耐冷 -20℃）
、
仕切り：ポリプロピ
レン
（耐熱 140℃、耐冷 -20℃）
、保冷ブタ：ABS 樹脂
（耐熱 60℃、耐
冷 -20℃）
、中ブタ：SEBS 樹脂熱可塑性エラストマー
（耐熱 120℃、耐
冷 -60℃）
、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー、
２段専用ラバー
ファミリー
0201-0005 4571214973511

ファミリー 2 段

バンド：ラバー ※本体・仕切り・中ブタのみ電子レンジ、食器洗浄機の使用可。

0201-0006 4571214973528

ホッキョクグマを守りたい。その想いから『 GEL-COO ま』は誕 生しました。
北海道札幌市にある札幌円山動物園は、市民の憩いの場であるとともに絶滅が危惧されているホッキョクグマ

の繁殖、育成に成功した数少ない動物園のひとつです。私たちは、種の保存と環境育成に力を注いで様々な取り
組みを行なっている札幌円山動物園を応援したいとの想いから、『 GEL-COO ま』の売上の一部をホッキョク

グマのエサ代として、札幌円山動物園に寄贈させて頂いております。そして、『 GEL-COO ま』を通じ、手に取っ

てもらう方々にホッキョクグマたちをもっと身近に大切に感じてもらいたいという思いが込められています。

札 幌円山動 物 園オフィシャル
ショップでは、商品の売上の一
部を通して、円山動物園でのホッ
キョクグマの自然繁殖と保護活
動を支援しています。
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折りたためるサンドイッチケースです。

フタの開け閉めでくーまが目を覚まします。
マルチポルタく〜ま ¥1,900 ＋税

サンドイッチく〜ま ¥1,200 ＋税

｜本体サイズ｜ W310×D135×H200mm、140g

W150xD160xH10mm、約 900ml、50g

｜素材｜本体：ポリプ

おもて

ロピレン
（耐熱温度 140℃、耐冷温度 -20℃）、プラホック：ポリオキ

サンドイッチくーま

うら

マルチポルタく〜ま

シメチレン、ゴムバンド：レーヨン、ポリエステル、ラバー ※本体のみ電

0201-0017 4571214982001

｜素材｜本体・

持ち手：綿帆布、内断熱材：アルミニウム

｜本体サイズ｜ 組 立 時 W151xD105xH65mm、折 畳 み 時 約

0202-0014 4571214977144

子レンジ、食器洗浄機の使用可。

へんし〜ん

く〜ま へんしんグラス フリー・タンブラー

ランチョンく〜まット ¥1,000 ＋税
｜本体サイズ｜ W510×D510mm、
30g

¥800 ＋税

｜素材｜本体：綿

｜本体サイズ｜〈フリー〉
φ72×H93mm、180g〈タンブラー〉
φ60×
H116mm、180g
ランチョンくーまット

フリー

タンブラー

0201-0011 4571214976024

0201-0018 4571214973535

0201-0019 4571214973542

｜素材｜本体：ソーダガラス

うらには目を覚ました
く〜まがいるよ

人気のワンプッシュタイプです。
おもては安眠用、
うら発熱時用。用途に合わ

ワンプッシュボトルく〜ま オス ¥2,300 ＋税
ボス ¥2,600 ＋税
｜本体サイズ｜〈オス〉
φ67×H171mm、350ml、202g〈ボス〉
φ67×
H215mm、
480ml、
245g

｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ：ポリプ

ロピレン、パッキン・底面：シリコーンゴム
オス

ボス

0202-0015 4571214981738

0202-0016 4571214981745

せて使い分けられる２WAY タイプ。

オス

0201-0009 4571214975188

じぇるく〜まくら オス・メス ¥1,800 ＋税

※食器洗浄機の使用不可。

｜本体サイズ｜ W258×D170×H23mm、
535g

｜素材｜外装：ポリ

エチレン、内容物：水・高吸水性ポリマー多価アルコール

メス 0201-0010 4571214975195

マグボトルく〜ま メス ¥1,600 ＋税
オス ¥1,800 ＋税

オスはカッチリ固まるハードタイプ。
メスは冷

えてもやわらかソフトタイプ。

｜本体サイズ｜〈メス〉
φ55×H180mm、250ml、205g〈オス〉
φ65×
H195mm、
350ml、
245g

｜素材｜本体：ステンレス鋼、
フタ・氷留：

ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム

※食器洗浄機の使用不可。

ぽけっとく〜ま オス・メス ¥280 ＋税

メス
0201-0008 4571214975027

｜本体サイズ｜W125×D75×H9mm、
80g
オス
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メス

オス

0202-0013 4571214976048

0202-0012 4571214976031

0201-0007 4571214975010

｜素材｜外装：ナイロン・

ポリエチレン、
オス内容物：水・高吸水性ポリマー、
メス内容物：水・高
吸水性ポリマー・多価アルコール
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1301-0002

4571214985378

1301-0005

4571214985408

1301-0003

4571214985385

1301-0006

4571214985415

マカロック ドレス

Scotland the Brave

DC ダルグリーシュ

DC ダルグリーシュ

フラットランチボックス

フラットサンドイッチケース

¥1,600＋税

¥1,600＋税

｜本体サイズ｜ W175×D80×H50mm、約

｜本体サイズ｜ W151×D105×H65mm、約

600ml、
約 70g

｜素材｜フタ・本体、仕切：ポ

900ml、約 50g

バクスター

1302-0007

1302-0010

1302-0013

4571214985422

4571214985453

4571214985484

1302-0008

1302-0011

1302-0014

4571214985439

4571214985460

4571214985491

1302-0009

1302-0012

1302-0015

4571214985446

4571214985477

4571214985507

DC ダルグリーシュ ステンレスボトル 250ml ¥1,800＋税
｜本体サイズ｜φ58×H167mm、約 250ml、約 160g

｜素材｜フタ・氷留：ポリプ

ロピレン、本体：ステンレス鋼、
パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

ン、
ゴムバンド：レーヨン・ポリエステル・ラバー、

ル・ラバー、
ブラホック：ポリオキシメチレン ※本

ブラホック：ポリオキシメチレン ※本体のみ電

体・フタ・仕切りのみ電子レンジ、
食器洗浄機の使用可。

子レンジ、食器洗浄機の使用可。

4571214985545

1302-0020

4571214985552

1302-0021

4571214985569

DC ダルグリーシュ ランチバッグ
¥2,900＋税

｜本体サイズ｜ W345×D120×H320mm、190g
｜素材｜本体表地：綿、本体裏地：ポリエステル、
持ち手・ストラップ：綿、金具：合金

｜素材｜本体：ポリプロピレ

リプロピレン、ゴムバンド：レーヨン・ポリエステ

1302-0019

マカロック ドレス

4571214985392

MacCulloch Dress

1301-0004

スコットランド ザ ブレイブ

Baxter

バクスター

4571214985361

スコットランド ザ ブレイブ

Baxter
MacCulloch Dress
Scotland the Brave

1301-0001

DC ダルグリーシュ ステンレスボトル 290ml ¥2,200＋税
｜本体サイズ｜φ58×H187mm、約 290ml、約 190g

｜素材｜フタ・氷留：ポリプ

ロピレン、本体：ステンレス鋼、
パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。

DC ダルグリーシュ ステンレスボトル 390ml ¥2,500＋税
｜本体サイズ｜φ58×H233mm、約 390ml、約 220g

｜素材｜フタ・氷留：ポリプ

ロピレン、本体：ステンレス鋼、
パッキン：シリコーンゴム ※食器洗浄機の使用不可。
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食べ終わったらコンパクトに折り畳んで、持ち帰ることができます。
また、開くとシートになる

食べ終わったらコンパクトに折り畳んで、持ち帰ることができます。
また、開くとシートになる

ので、
とても洗いやすく清潔に保てます。

ので、
とても洗いやすく清潔に保てます。
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バクスター

Baxter

1302-0016

4571214985514

「DC DALGLIESH」の創業者で、タータンの専⾨家としても
有名なDixon Colton Dalgliesh ⽒は、
1947 年に、
「DC DALGLIESH」のタータンのミル ( 織物⼯場 ) を

セルカークは、織物産業の町として古い歴史を誇っており、

マカロック ドレス

MacCulloch Dress

スコットランドのセルカークに設⽴。

「DC DALGLIESH」は、⽊製のシャトル織り機を使⽤してタータンを織っている、
この地⽅最後のミルです。
2011 年、スコットランド製の様々なアイテムを販売する
ウェブサイト「Scotweb」を運営していたニック・フィデス⽒が、

スコットランドの伝統あるタータンミル「DC DALGLIESH（DC ダルグリーシュ ）が

4571214985521

1302-0018

4571214985538

「DC DALGLIESH 」のタータンは著名⼈や英国王室との繋がりが深く、
最近ではキャサリン妃も「DC DALGLIESH 」のシルクスカーフを使っています。

DC ダルグリーシュ ピクニックシート
¥2,500＋税

保有する10,000 種類以上の過去のタータンの記録の中から「Baxter」「MacCulloch
Dress」「Scotland the Brave」の3 つを選び、ランチアイテムを作りました。
スコットランドらしい可愛いだけではない、品の良いタータンチェックが大人の雰囲
気を漂わせます。
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1302-0017

スコットランド ザ ブレイブ

Scotland the Brave

同ブランドとミルを買い取りました。

｜本体サイズ｜ W1700×D1300×H5mm、約 540g
｜素材｜表地：アクリル、裏地：ポリエチレン酢酸ビ
ニール

パイピング・ハンドル：ポリエステル
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