BRAND PROFILE

フィンレイソンは、1820年に創業された、北欧フィンラ
ンド最古のテキスタイルブランドです。約200年もの
長い歴史と伝統を持つFINLAYSONは、寝装品、
ホー
ムテキスタイルを中心とした質の高い商品によって、
国内外の人々に最高の住まい方を提供してきました。
FINLAYSONの商品はフィンランド中のどの家庭でも見
られるほど、信頼され広く愛用されています。

ECO BAG

北 欧テイスト、おしゃれな
「フィンレイソンのエコバッグ 」新 登 場 。
たっぷり入れられて、
肩にも掛けられます。
小さくたたんで
持ち運べる

装いの
アクセントになる
デザイン

エレファンティエコ

（プリント･織りネーム）
本体価格 ￥1,500

エコバッグ/H63.5×W40×D20cm
収納時:12×12cm
ポリエステル100%
6105010000
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JAN4992272708455

〈ケース〉

KITCHEN ITEM

北 欧フィンランド最古のテキスタイルブランド
「フィンレイソン」からモダンなキッチンアイテムが新登場です。
エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）
本体価格 ￥1,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
6105003700

エプロ
ンは前
かけ部
が割
れて、
分
足が
やすい
動かし
デザイ
ンです
。

JAN4992272671896

エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）

EL

本体価格 ￥2,000

AN

6105003600

EF

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
JAN4992272671889

TT
I

エレファンティキッチン

（染料プリント･織りネーム）
本体価格 ￥4,500

エプロン/H90×W95cm
綿100%
6105003500

JAN4992272671872

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）
本体価格 ￥1,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
6105004300

JAN4992272671957

OMPPU

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）
本体価格 ￥2,000

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
6105004200

JAN4992272671940

オンップキッチン

（染料プリント･織りネーム）
本体価格 ￥4,500

6105004100

JAN4992272671933

MU

エプロン/H90×W95cm
綿100%

UTT
O

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）
本体価格 ￥1,500

鍋敷き/φ18cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
6105004000

JAN4992272671926

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム･耐熱綿）
本体価格 ￥2,000

ミトン/H26×W17cm
表生地:綿100% 裏生地:綿100%
詰め物:ポリエステル100%
6105003900

JAN4992272671919

ムートキッチン

（染料プリント･織りネーム）
本体価格 ￥4,500

エプロン/H90×W95cm
綿100%
6105003800

JAN4992272671902
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DISH TOWEL
蚊帳（かや）ふきん

パッケージ

ムートプリント

タイミプリント

（蚊張生地･プリント）

（蚊張生地･プリント）

本体価格 ￥700

本体価格 ￥700

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

6105005400

JAN4992272692587

日本製

エレファンティプリント

食器などをきれいに拭けます。使うほどに柔らかく手触りよくなります。

JAN4992272692594

（蚊張生地･プリント）

本体価格 ￥700

本体価格 ￥700

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

ふきん/約30×40cm
表:綿100% 裏:レーヨン100%

6105005300

JAN4992272692570

日本製

オンッププリント

（蚊張生地･プリント）

奈良伝統の蚊帳（かや）ふきんです。吸水性・汚れ落ちがよく

6105005500

日本製

6105005600

JAN4992272692600

日本製

※製品は、初めノリ付けされて、硬くなっていますがご使用前にお湯で十分洗い落とし、
お使いください。

L U N C H E O N M AT
& COASTER

ムートコースター

（ゴブラン織り）

エレファンティコースター

（ゴブラン織り）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

コースター4枚組/H10×W10cm

コースター4枚組/H10×W10cm

コースター4枚組/H10×W10cm

6105006400
JAN4992272710823

6105006500
JAN4992272710830

6105006300
JAN4992272710816

エレファンティランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）
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タイミコースター

（ゴブラン織り）

ムートランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

タイミランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

アヤトスランチ

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル84%･綿13%･レーヨン3%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル100%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル88%･綿10%･レーヨン2%

ランチョンマット/H33×W48cm
ポリエステル82%･綿15%･レーヨン3%

6105004400

6105004500

6105004600

6105004700

JAN4992272671964

JAN4992272671971

JAN4992272671988

JAN4992272671995

HANDKERCHIEF
三重ガーゼハンカチ
エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/ブラック
6105008700

JAN4992272702781
日本製

エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/レッド
6105008800

JAN4992272702798
日本製

エレファンティカラーズ

（三重ガーゼ織り）
本体価格 ￥600

三重ガーゼハンカチ/約28×28cm
綿100%
カラー/ブルー
6105008900

JAN4992272702804
日本製

洗練されたデザインの大 判サイズハンカチです。
ELEFANTTI

OTSO

エレファンティ

［ オッツォ ］
オッツォとは「熊」
という意味。ベリーを摘む
熊たち。お腹の中はベリーでいっぱい。秋
の森をうろうろと歩いている。一頭の食いし
ん坊が舌を突き出している。
「 俺が一番乗り
だ！」サミ・ヴッリによるデザイン。

A J AT U S

オッツォ

［ アヤトス ］

アヤトス

アヤトスとは「思案する」
こと。パンダが考え
込んでいる。
いったい何を考えているんだろ
う？現代社会で、人々が公害に対して無頓
着になってしまったことを嘆き悲しんでいる
のかもしれない。
アヌ・サーリによるデザイン。

［ コロナ ］
1950年代の典型的なパターン。幾何学的で
シンプル、
そして現実的なクラシックデザイン。
「毎日の生活に美を」
という当時のキャッチ
フレーズを象徴的に表わした、
スタイリッシュ
でタイムレスなパターン。1958年、
アイニ・
ヴァーリによるデザイン。

エレファンティカラー ブルー

（染料プリント･織りネーム）

オッツォ

アヤトス ブラック

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

6105001800

JAN4992272652581

6105002600

JAN4992272652666

日本製

OMPPU

ムート

ムート

JAN4992272652604
日本製

CORONNA

オンップ

コロナ

オンップ

（染料プリント･織りネーム）

6105002000

日本製

MUUTTO

［ オンップ ］

（染料プリント･織りネーム）

コロナ ブルー

（染料プリント･織りネーム）

オンップとは「リンゴ」
の愛称。世界最古の果
物であるリンゴは、時を超えて皆に愛される
象徴的なアイテム。
デザイナー アイニ・ヴァー
リの監修のもと、2015年秋冬にリニューアル
されたデザイン。
オリジナルとはリンゴの並び
方を変え、
よく見ると虫の姿や、虫がかじった
跡が描かれている。

TA I M I
タイミ

タイミカラー ブラック

（染料プリント･織りネーム）

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥1,500

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

ハンカチ/約50×50cm
綿100%

6105002700

JAN4992272652673
日本製

6105002800

JAN4992272652680
日本製

6105002300

JAN4992272652635
日本製

6105002400

JAN4992272652642
日本製
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ELEFANTTI

エレファンティ

1969年、
フィンレイソンと芸術デザイン学校が共催
したデザインコンペで、
ライナ・コスケラが作成した
デザイン。
ウールの生地で作られたぬいぐるみのゾ
ウにインスピレーションを受けたもの。2019年に50
周年を迎え、
ますます人気は高まっている。

ELEFANTTI

マチ付き

エレファンティ

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

6105001200

6105000000

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

JAN4992272622003

JAN4992272622034

6105000100

JAN4992272622065

エレファンティ

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥3,500

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル92%･綿5%･レーヨン3%
中生地:ポリエステル85%･綿15%
6105001300

JAN4992272622096

マチ付き

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）
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エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
ポリエステル100%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
ポリエステル100%

6105008100
JAN4992272702729

6105008200
JAN4992272702736

ミニバッグ/H26×W32×D15cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%
6105008300
JAN4992272702743

マチ付き

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥3,500

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%
6105008500
JAN4992272702767

エレファンティ/ブラック

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

マチ付きトート/H35×W33×D8.5cm
（持ち手含めず）
ポリエステル100%
6105008400
JAN4992272702750

MUUTTO

ムート

ムートは移住という意味。暖か
な風とともに、春の生命力をも
たらす渡り鳥たちの到来。100
年という歴史の中で、去る人、
訪れる人が 多いフィンランド
の国際的なイメージも表現。
2017年、
フィンランド独立100
周年を機に作られたイエナ・ク
ンナスによるデザイン。

TA I M I

タイミ

タイミとは「小さな植物」
という
意味。伝統的な花々が咲き乱
れる夕暮れ。種まきをしている
と、
どこからか悲しげなスラブ
の歌が聞こえる。
フィンレイソン
のクラシックデザインのひとつ
であるこのパターンは、愛らし
く、昔の懐かしい記憶を呼び起
こす。1961年、
アイ二・ヴァーリ
によるデザイン。

MUUTTO

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

マチ付き

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

ワタリドリ

ワタリドリ

（ゴブラン織り･織りネーム）

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

6105001600

6105000900

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

JAN4992272622027

JAN4992272622058

6105001000

本体価格 ￥3,500

JAN4992272622089

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル100%
中生地:ポリエステル85%･綿15%
6105001700

JAN4992272622119

マチ付き

TA I M I

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）

本体価格 ￥1,800

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,800

舟形ポーチ/H17×W21.5×D6cm
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

口金ポーチ/H12×W18×D6cm
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

6105001400

6105000600

ランチトート/H26×W32×D10cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%

JAN4992272622010

JAN4992272622041

6105000700

JAN4992272622072

タイミ

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥3,500

トートバッグ/H35×W28cm
（持ち手部分含めず）
表生地:ポリエステル87%･綿11%･レーヨン2%
中生地:ポリエステル85%･綿15%
6105001500

JAN4992272622102
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保冷バック
ピクニックや運動会、海水浴などで
大活躍のクーラーバスケットです。
食品のまとめ買い、
レジャー、アウト
ドアなどオールシーズン使えます。
北欧デザインがおしゃれで、たくさ
んのものが 持ち運 べコンパクトに
たたんで収納できます。

ムートパターン

PICNIC SHEET
SIZE:

H 200 × W 140c m

フィンレイソンのテキスタイルが
おしゃれなピクニックシートです。

エレファンティレッド

（プリント･織りネーム）
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折りたたみ時

エレファンティパターン

（プリント･織りネーム）

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥2,500

本体価格 ￥2,500

保冷バッグ/H25×W48×D31cm
（持ち手部分含めず）
本体部分:ポリエステル
持ち手部分:アルミ
鏡面シート部分:アルミ

保冷バッグ/H25×W48×D31cm
（持ち手部分含めず）
本体部分:ポリエステル
持ち手部分:アルミ
鏡面シート部分:アルミ

6105006100

6105006000

JAN4992272692655

JAN4992272692648

アウトドア、家なかでベランダやデッキに広げても気 分が 上がる！
持ち手付きでキャンプや運動会、お花見にも大活躍です。
クッション性のある素材で冷気も遮断してくれます。

リントゥ

（プリント･織りネーム）

折りたたみ時

オッツォパターン

（プリント･織りネーム）

折りたたみ時

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

本体価格 ￥2,800

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

ピクニックシート/広げ:H200×W140cm
収納時:H38×φ16cm
表生地:ポリエステル100%
裏生地:ポリ塩化ビニル
詰め物:ウレタンフォーム

6105002900

6105003000

6105003100

JAN4992272662436

JAN4992272662443

JAN4992272662450

ODEKAKE SHEET
CUSHION
コンパクトにたたんで、気 軽に持ち歩ける便 利なシートクッション。
ピクニック・花火大会・スポーツ観 戦などに助かるパーソナルアイテムです。

お出かけオッツォ

お出かけムート

（プリント･織りネーム）

お出かけエレファンティ

（プリント･織りネーム）

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

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

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

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

6105005900

6105005800

6105005700

JAN4992272692631

JAN4992272692624

JAN4992272692617

折りたたみ時

LEISURE SHEET
SIZE:

H 90 × W 120cm

コンパクトでおしゃれな
レジャーシートです。
公園ピクニックに、フェスや花火大会、遠足にも
敷いておくだけでもかわいい、
アウトドアシーンに持って行きたくなるアイテムです。

エレファンティレッド

（プリント･織りネーム）

リントゥ

（プリント･織りネーム）

オッツォパターン

（プリント･織りネーム）

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

本体価格 ￥800

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

レジャーシート/H90×W120cm
ポリプロピレン

6105003200

6105003300

6105003400

JAN4992272662511

JAN4992272662528

JAN4992272662535

080

