
庭の片隅に建つリサさんのアトリエ

リサ・ラーソン夫妻（旦那様は画家グンナル・ラーソン氏です）
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リサ・ラーソン

スウェーデンの陶芸作家
リサ・ラーソン

1931年スウェーデンのスモーランド地方・ハルルンダ
生まれの陶芸家。大学卒業後、Stig Lindberg（スティ
グ・リンドベリ）からスカウトを受け、当時スウェーデン
最大の陶芸製作会社であったGustavsberg（グスタフス
ベリ）社に入社。 26年間の在籍中に動物シリーズをはじ
めとした約320種類の優れた作品を生み出し、スウェー
デンを代表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集める。 
1979年に退社後フリーデザイナーとして活躍した彼女
は、1992 年に Keramik Studion Gustavsberg 社を
設立。やさしくかわいいコケティッシュな動物や、素朴で
温かみのある表情豊かなフィギュアは、本国スウェーデン
や日本のみならず、世界中で数多くのファンが急増してい
る。 近年は作品の復刻の他に、アートピースや新作を発
表するなど、現在も精力的に活動を続ける。

温
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ミンミレッド（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805000600　JAN4992272584875

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805000700　JAN4992272584882

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805000800　JAN4992272584899

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805002000　JAN4992272584905

ポルトガル製

マイキーレッド（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805000000　JAN4992272584752

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805000100　JAN4992272584769

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805000200　JAN4992272584776

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805001800　JAN4992272584783

ポルトガル製
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ミンミブルー（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805000900　JAN4992272584912

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805001000　JAN4992272584929

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805001100　JAN4992272584936

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805002100　JAN4992272584943

ポルトガル製

マイキーブルー（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805000300　JAN4992272584790

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805000400　JAN4992272584806

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805000500　JAN4992272584813

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805001900　JAN4992272584820

ポルトガル製

25

ポルトガル製ジャカード織りタオル
世界有数のタオル生産国ポルトガルでつくられた、品質、ボリュームに優れたタオルシリーズです。
ウォッシュタオル・フェイスタオル・バスタオル・バスマットの 4 アイテムで展開しています。

© LISA LARSON © TONKACHI

ミア（パイルジャカード・スカラップ・織りネーム）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 6805001100　JAN4992272590296

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×35cm 6805001200　JAN4992272590302

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 6805001300　JAN4992272590319

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 6805001400　JAN4992272590326

ハリエットグリーン（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805001200　JAN4992272584837

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805001300　JAN4992272584844

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805001400　JAN4992272584851

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805002300　JAN4992272584868

ポルトガル製

ライオンイエロー（パイルジャカード）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約33×36cm 8805001500　JAN4992272584950

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約33×80cm 8805001600　JAN4992272584967

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 8805001700　JAN4992272584974

バスマット 本体価格 ￥1,500  約60×50cm 8805002200　JAN4992272584981

ポルトガル製

スケッチキャット（無撚糸パイルジャカード・織りネーム）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 6805001900　JAN4992272590371

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 6805002000　JAN4992272590388

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 6805002100　JAN4992272590395

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 6805002200　JAN4992272590401
無撚糸
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庭の片隅に建つリサさんのアトリエは、ガラス張りで光が入り、とても明るい。



ガーゼフェイスタオルG A U Z E  F A C E  T O W E L

ガーゼマイキー
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
6805005300　JAN4992272652727

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

ガーゼミンミ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
6805005400　JAN4992272652734

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

ガーゼハリネズミ
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
6805005500　JAN4992272652741

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

ガーゼベイビーマイキー
（片面ガーゼ・染料プリント・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥1,200
6805005600　JAN4992272652758

フェイスタオル／約34×80cm

日本製認定番号：第2017-2322号 認定番号：第2017-2322号 認定番号：第2017-2322号 認定番号：第2017-2322号

27

※確かな品質の日本製、今治タオルです。

柔らかガーゼのフェイスタオルも
リサ・ラーソンならではの楽しいデザインです。

ベイビーマイキーシリーズB A B Y  M I K E Y  S E R I E S

無撚糸

ベイビーマイキーと仲間 
（無撚糸スチームシャーリング・ヨコ織り・織りネーム）
ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 6805004000　JAN4992272602722

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 6805004100　JAN4992272602739

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 6805004200　JAN4992272602746

ベイビーマイキーパターン
（布帛プリント・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥1,200

6805003000　JAN4992272602623

ヘアバンド／H10×W21cm（リボン部分含めず）
●綿100％

ベイビーマイキー（パイルジャカード・シェルメロー・アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥600  約25×25cm 6805002300　JAN4992272590418

ウォッシュタオル 本体価格 ￥600  約34×36cm 6805002400　JAN4992272590425

フェイスタオル 本体価格 ￥1,200  約34×80cm 6805002500　JAN4992272590432

バスタオル 本体価格 ￥3,000  約60×120cm 6805002600　JAN4992272590449
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赤ちゃんになったマイキーのちょっと生意気そうな表情が
とってもキュートな「ベイビーマイキーシリーズ」。



×

1 8 0 年の歴史を誇るイギリス名門ファブリック
メーカー MOON とリサ・ラーソンのコラボ。

英国老舗メーカー「MOON」社製生地
使用。ボーダー柄のネコは、今回の企画
の為にリサ・ラーソン氏本人が特別に描
き起こしてくださいました。他のどこに
も無い、上品で質の高い商品です。

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥5,000
6865003500　JAN4992272619744

クッションカバー／H45×W45cm
●ヘリンボーン部分：ウール100％
　無地部分：ポリエステル100％
　刺繍部分：ポリエステル100％

クラシックキャット
（メリノウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥10,000
6885000800　JAN4992272619737

ストール／H170×W70cm（フリンジ含めず）
●ウール100％ 英国製

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
6905004000　JAN4992272619751

ミニバッグ／H20×W32×D9cm（持ち手含めず）
●ヘリンボーン部分：ウール100％
　無地部分：ポリエステル100％
　刺繍部分：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
6905004100　JAN4992272619768

ショルダーポーチ／H12×W20×D6cm（持ち手含めず）
●ヘリンボーン部分：ウール100％
　無地部分：ポリエステル100％
　刺繍部分：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
6905004200　JAN4992272619775

ポーチ／H13×W19×D5cm
●ヘリンボーン部分：ウール100％
　無地部分：ポリエステル100％
　刺繍部分：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％

クラシックキャット
（シェットランドウール・刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
6905004300　JAN4992272619782

薄型ポーチ／H16×W32×D1.5cm
●ヘリンボーン部分：ウール100％
　無地部分：ポリエステル100％
　刺繍部分：ポリエステル100％
　中生地：ポリエステル80％・綿20％
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英国（MOON社）生地使用

MOON/ムーン

【伝統・デザイン・品質】
　1837年の創業から、180年もの間、最高のウール製品を作り続
けています。築いてきた伝統に誇りを持つとともに、近代的で、革
新的なデザインとの融合にも挑戦し染色から紡績、製織から仕上
げまでを一手に担い、その品質の素晴らしさで、お客様からの信頼
を勝ち得ています。1996年にはバッキンガム宮殿にて表彰され、近
年では、オバマ大統領がムーンを訪れた際にホワイトハウスの椅子
生地として選ばれています。ムーンの生地は歴史ある城、由緒ある
名家だけでなく、五ツ星ホテルでも見受けられます。

サイズ感も選べる 3 タイプ
可愛く便利につかえます！

再撮？

B A G
バッグ

リピートマイキー
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥2,500
8905000100　JAN4992272585254

ミニバック／H26×W32×D10cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル88％・綿8％・

レーヨン4％
中生地：ポリエステル80％・綿20％

リピートマイキー
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,500
8905000200　JAN4992272585261

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル88％・綿8％・

レーヨン4％
中生地：ポリエステル80％・綿20％

マイキーパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
8905002200　JAN4992272585193

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　裏生地：ポリエステル100％

ハリエットパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
6905000000　JAN4992272585209

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　裏生地：ポリエステル100％

ライオンパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
8905000800　JAN4992272585216

トートバッグ／H35×W28cm（持ち手含めず）
●表生地：綿100％
　裏生地：ポリエステル100％

マイキーパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
8905002300　JAN4992272585223

トートバッグ／H30×W35×D15cm（持ち手含めず）
●生地：綿100％

ハリエットパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
6905000100　JAN4992272585230

トートバッグ／H30×W35×D15cm（持ち手含めず）
●生地：綿100％

ライオンパターン
（プリント・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
8905000900　JAN4992272585247

トートバッグ／H30×W35×D15cm（持ち手含めず）
●生地：綿100％
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リサ・ラーソンの 4 柄セットのコースター。
インテリアとしても飾っても素敵。

リサチェーンコースター
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,000
6905003100　JAN4992272619591

コースター4枚組／H10×W10cm

ベイビーマイキーコースター
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
6905003500　JAN4992272619652

コースター4枚組／H10×W10cm
●ポリエステル88％・綿9％・レーヨン3%

C O A S T E R コースター
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P L A C E  M A T
ランチョンマット

C H A I R  S E A T チェアシート

マイキーチェアシート
（表面：プリント/裏面：アップリケ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
6865003300　JAN4992272619713

チェアシート／φ35cm
●表生地：綿69％・ポリエステル29％

レーヨン1％・アクリル1％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム

レトロバードチェアシート
（表面：プリント/裏面：アップリケ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
6865003400　JAN4992272619720

チェアシート／φ35cm
●表生地：綿69％・ポリエステル29％

レーヨン1％・アクリル1％
　裏生地：ポリエステル100％
　詰め物：ウレタンフォーム

マイキーランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
8905000000　JAN4992272585179

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

スケッチランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
6905003800　JAN4992272619683

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ベイビーマイキーランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
6905003900　JAN4992272619690

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル89％・綿9％・レーヨン2%

レトロバードランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
6905003700　JAN4992272619676

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

ミンミランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
6905003600　JAN4992272619669

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル86％・綿11％・レーヨン3%

ハリエットランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,500
8905000500　JAN4992272585186

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％

裏面

裏面
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リサ・ラーソン
ホームコレクション。

シルエットがとってもキュートなダイカットクッションシリーズ。
ゴブラン織り特有の高級感ある雰囲気が

お部屋のインテリアを演出します。

ミンミボディ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
6865000500　JAN4992272596632

ダイカットクッション／H53×W37cm
●側生地：ポリエステル100%
　詰め物：ポリエステル100%

ルドルフボディ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
6865000600　JAN4992272596649

ダイカットクッション／H43×W46cm
●側生地：ポリエステル100%
　詰め物：ポリエステル100%

ライオンボディ
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
6865000700　JAN4992272596656

ダイカットクッション／H48×W46cm
●側生地：ポリエステル100%
　詰め物：ポリエステル100%
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D I E  C U T  C U S H I O N ダイカットクッション

2

1

4

3

※クッションカバーのみの販売です。

1 32

リサ・ラーソンのオシャレでかわいい世界

ポイントハリエット
（サガラ刺繍・チェーン刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
6865001200　JAN4992272590463

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿57%・ポリエステル40％・レーヨン3%
　刺繍部分：アクリル100％

ポイントライオン
（サガラ刺繍・チェーン刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
6865001300　JAN4992272590470

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿55%・ポリエステル42％・レーヨン3%
　刺繍部分：アクリル100％

レトロバードブルー
（ブラシ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥5,800
6865002000　JAN4992272602753

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿65%・ポリエステル35％
　パイル部分：レーヨン100％

マイキークッション
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
8865000100　JAN4992272584417

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル92％・綿6％・

レーヨン2％

ミンミクッション
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
8865000000　JAN4992272584424

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル92％・綿6％・

レーヨン2％

ハリエットクッション
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
8865000200　JAN4992272584431

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100％
裏生地：ポリエステル92％・綿6％・

レーヨン2％

ライオンクッション
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
8865000300　JAN4992272584448

クッションカバー／H45×W45cm
●表生地：ポリエステル100%
裏生地：ポリエステル92％・綿6％・

レーヨン2％

ポイントマイキー
（サガラ刺繍・チェーン刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥4,000
6865001100　JAN4992272590456

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：ポリエステル48%・綿46％・レーヨン6%
　刺繍部分：アクリル100％ トルコ製

4
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C U S H I O N  C O V E R クッションカバー



2

D U V E T  C O V E R  S E T S  

リサ・ラーソンのかわいいカバーリングアイテム。
楽しい北欧の夢を・・・

ベイビーマイキースリーピング
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001700　JAN4992272652840

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

スケッチキャットフェイス
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001800　JAN4992272652857

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

おやすみミンミ
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001600　JAN4992272652833

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

（収納袋）

（収納袋） （収納袋）
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カバーリング＆枕カバー

2

●伸縮素材を使用してい
　るので枕への着脱も簡　
　単です。
●タオル素材なので丸洗
　いができ、いつも清潔。

2

5

5

1

4

4

3

6

6

12

3

2

おやすみマイキー
（パイルジャカード・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥1,500
6805006000　JAN4992272652796

タオル枕カバー／約34×64cm
●パイル部分：綿100％ 
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％

おやすみライオン
（パイルジャカード・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥1,500
6805006100　JAN4992272652802

タオル枕カバー／約34×64cm
●パイル部分：綿100％ 
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％

おやすみハリネズミ
（パイルジャカード・抗菌防臭加工）
本体価格 ￥1,500
6805006200　JAN4992272652819

タオル枕カバー／約34×64cm
●パイル部分：綿100％ 
　基布部分：綿95％・ポリウレタン5％

カバーマイキー
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001300　JAN4992272584523

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

カバーハリエット
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001400　JAN4992272596748

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

カバーライオン
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
6885001500　JAN4992272596755

掛け布団カバー／H210×W150cm
枕カバー／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

伸縮素材で枕にフィット！
パイル地がきもちいい、タオル素材の枕カバーです。

（収納袋）

（収納袋）

（収納袋）
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