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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、St ig  L indbe rg（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。

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）

リサ・ラーソン

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。

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

タオルバスマット 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

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

ポルトガル製
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ストックホルムのアトリエで、今も創作をつづけているリサ・ラーソン
夫と手作りしたアトリエ、愛情いっぱいの幸せな日常を感じます。



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／約10×21cm
　　　　　（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」。

ガーゼフェイスタオルG A U Z E  FA 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

日本製認定番号：第2017-2322号

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

日本製認定番号：第2017-2322号

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

日本製認定番号：第2017-2322号

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
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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。



歩くマイキーが楽しい人気の、ウォークインマイキーシリーズ。
かわいいリサ・ラーソンの雑貨が暮らしを豊かにする…。

ポイントマイキー
（サガラ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,800
6905002000　JAN4992272590661

ポーチ／H18×W28×D4cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％
　裏生地：ポリエステル60%・綿40%
　中生地：ポリエステル85%・綿15%

おやすみルドルフ
（サガラ刺繍）
本体価格 ￥1,800
6905002600　JAN4992272602852

円形ポーチ／φ15×D4cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％
　中生地：ポリエステル85%・綿15%

ウォークインマイキー
（チェーンステッチ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥1,500
6905003200　JAN4992272619621

ポーチ／H16.5×W21cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％　　
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ウォークインマイキー
（チェーンステッチ刺繍）
本体価格 ￥2,000
6905003300　JAN4992272619638

シェル型ポーチ／H12×W18×D8cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％　　
　中生地：ポリエステル85％・綿15％

ウォークインマイキー  
（チェーンステッチ刺繍・織りネーム）
本体価格 ￥3,000
6865003000　JAN4992272619607

クッションカバー／H45×W45cm
●本体：綿100％ 
　刺繍部分：アクリル100％

マイキーランドリー  
（プリント）
本体価格 ￥2,000
6905008400　JAN4992272652949

ランドリーバッグ／φ35×H55cm
●綿100％ 
　裏：PVCコーティング
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タオルの様なモコモコとした手触りが特徴の
「サガラ刺繍」ポーチシリーズ♪

P O U C H ポーチ

クラシックキャット
（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
（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
（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
（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
（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％

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社とリサ・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。

英国（MOON社）生地使用

〜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。
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MOON
ムーン



P L A C E  M A T
ランチョンマット

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%

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%

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

C O A S T E R コースター

スケッチドッグランチョン
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥1,000
6905009700　JAN4992272672190

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100％
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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%

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68%・レーヨン32%

裏生地：ポリエステル92％・綿6％・
レーヨン2％

スケッチキャットカバー
（ゴブラン織り･織ネーム）
本体価格 ￥3,000
6905009500　JAN4992272672176

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89%
　　　　  綿8%・レーヨン3%

スケッチドッグカバー
（ゴブラン織り）
本体価格 ￥3,000
6905009600　JAN4992272672183

クッションカバー／H45×W45cm
●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

C U S H I O N  C O V E R
クッションカバー

※クッションカバーのみの販売です。



〔おでかけシートクッション〕 〔レジャーシート〕 〔ピクニックシート〕

おでかけマイキー
（プリント）
本体価格 ￥800
6865004400　JAN4992272662269

おでかけシートクッション／H27×W31.5×D1cm
●ポリエステル100%

ベイビーマイキーとあそぼ
（プリント）
本体価格 ￥2,800
6865004500　JAN4992272662429

ピクニックシート／�広げ:H200×W140cm�
収納時:W38×φ16cm

ベイビーマイキーとあそぼ
（プリント）
本体価格�￥800
6865004600　JAN4992272662504

レジャーシート／H90×W120cm
●ポリプロピレン
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リサ・ラーソンのかわいいアウトドア・アイテムができました。
ピクニックやキャンプ、フェスにも行楽にも大活躍です。

持ち手付きで運べる、便利なピクニックシート
クッション性のある素材で家族のアウトドアに

折りたたんで持ち運べる、一人用のシート
クッション。どこでも腰掛けられるすぐれもの。

コンパクトサイズのレジャーシート
ピクニック、遠足、運動会、行楽、スポーツ観戦に

B AT H  M AT  &  K I T C H E N  M AT  &  R U G  M AT

毛足の長いフワフワとした触感がとっても気持ちいい。
吸水性にも優れたシンプルでかわいいマットシリーズです。

ルドルフマット（刺繍ミシン）
本体価格 ￥2,800
6865002200　JAN4992272602777

バスマット／H50×W70cm
●パイル部分：ポリエステル100%

マイキーデイズ
（先染め・タフティング）
本体価格 ￥8,000
0365031700　JAN4992272584509

キッチンマット／H60×W120cm
●パイル部分：アクリル100%

ハリエットマット（刺繍ミシン）
本体価格 ￥2,800
6865002300　JAN4992272602784

バスマット／H50×W70cm
●パイル部分：ポリエステル100%

ポルトガル製

マイキーマット（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000
ラグマット H50×W80cm 6865000100　JAN4992272584516
●アクリル60%・ポリエステル40%

ベイビーマイキーシンプル（フックマット･カービング）
本体価格 ￥5,000
ラグマット H50×W80cm 6865004000　JAN4992272652918
●アクリル100%
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バスマット＆キッチンマット&ラグマット


