
アンブレラ（無撚糸・スチームシャーリング・プリント・アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625001800　JAN4992272615944

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625001900　JAN4992272615951

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625002000　JAN4992272615968

バスタオル 本体価格 ￥2,000  約60×120cm 3625002100　JAN4992272615975

無撚糸

ノウトネコ（パイルジャカード・刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625001400　JAN4992272615906

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625001500　JAN4992272615913

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625001600　JAN4992272615920

バスタオル 本体価格 ￥2,000  約60×120cm 3625001700　JAN4992272615937

●ミニタオルは無撚糸・スチームシャーリング・朱子ボーダー・レース・刺繍です。 無撚糸
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Ingela P Arrhenius 
（インゲラ・P・アリアニウス）

インゲラ・P・アリアニウス（Inge la  P Ar rhen ius）はスウェーデンを代表するイラストレー
ターです。広告、出版、パッケージング、プロダクトなど世界各地のクライアントにイラストレー
ションを提供しています。近年は「タイポグラフィー」、「カラー」、「レトロ」といったキーワード
を元に子供向けだけでなく、大人にも受け入れられるデザインにも積極的に取り組んでいま
す。50年〜60年代のデザインを愛する彼女のイラストはシンプルでありながら暖かさのある
デザインばかりです。お菓子や紅茶などの食品の製品パッケージ、広告やポスター、スウェー
デン郵政の切手デザインにも採用されています。

インゲラ・アリアニウス

Woven tag15×90mm

Woven tag
15×90mm

Woven tag

15×90mm

Woven tag
15×90mm

スウェーデンから届いたインゲラ・P・アリアニウスの世界。

カラフルライオン（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・アップリケ刺繍・織りネーム）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625001000　JAN4992272615869

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625001100　JAN4992272615876

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625001200　JAN4992272615883

バスタオル 本体価格 ￥2,000  約60×120cm 3625001300　JAN4992272615890

●ミニタオルはマジックメローです。 無撚糸

ハリネズミリーフ（無撚糸・スチームシャーリング・プリントネーム）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625002900　JAN4992272646009

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625003000　JAN4992272646016

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625003100　JAN4992272646023

無撚糸

フラワーバード（無撚糸・スチームシャーリング・ヨコ織り・アップリケ刺繍）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625000600　JAN4992272615821

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625000700　JAN4992272615838

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625000800　JAN4992272615845

バスタオル 本体価格 ￥2,000  約60×120cm 3625000900　JAN4992272615852

●ミニタオルはピコットメローです。 無撚糸

レトロタイガー（無撚糸・スチームシャーリング・朱子ボーダー）
ミニタオル 本体価格 ￥500  約25×25cm 3625002600　JAN4992272645972

ウォッシュタオル 本体価格 ￥500  約34×36cm 3625002700　JAN4992272645989

フェイスタオル 本体価格 ￥1,000  約34×80cm 3625002800　JAN4992272645996

無撚糸

北欧らしい色使いで キュートな動物のイラストが楽しい

ジャカード織りタオルシリーズです。
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ワールドピース
（パイルジャカード・
アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3625002200　JAN4992272645934

ミニタオル／約25×25cm

トゥーカァン
（3色毛違いパイルジャカード・
織りネーム）
本体価格 ￥500
3625002300　JAN4992272645941

ミニタオル／約25×25cm

フクロウ
（3色毛違いパイルジャカード・
プリントネーム）
本体価格 ￥500
3625002400　JAN4992272645958

ミニタオル／約25×25cm

レディバードカラー
（パイルジャカード・
プリントネーム）
本体価格 ￥500
3625002500　JAN4992272645965

ミニタオル／約25×25cm

オープンベーカリー
（パイルジャカード・
朱子ボーダー・アップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3625004000　JAN4992272674859

ミニタオル／約25×25cm

アニマルバルーン
（パイルジャカード・
ブランケットステッチ・
はみ出しアップリケ刺繍）
本体価格 ￥500
3625004100　JAN4992272674866

ミニタオル／約25×25cm
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メニーライオン
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3685000900　JAN4992272620160

ハンカチ／約50×50cm
●綿100％

日本製

モザイクゾウ
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3685001000　JAN4992272620177

ハンカチ／約50×50cm
●綿100％

日本製

バードガーデン
（染料プリント）
本体価格 ￥1,000
3685001100　JAN4992272620184

ハンカチ／約50×50cm
●綿100％

日本製

ドットライオン
（ジャカード･
アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600
3625004200　JAN4992272681925

ポケット付きタオル／約12.5×12.5cm
●綿100％ （折りたたみ時）

スモールバード
（ジャカード･シジミメロー･
アップリケ刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥600
3625004300　JAN4992272681932

ポケット付きタオル／約12.5×12.5cm
●綿100％ （折りたたみ時）

ドットライオン
（ジャカード･朱子ボーダー･
アップリケ刺繍）
本体価格 ￥880
3625004400　JAN4992272681963

ファスナー付きタオル／約23×23cm
●綿100％

スモールバード
（ジャカード･ピコットメロー･
アップリケ刺繍･織りネーム）
本体価格 ￥880
3625004500　JAN4992272681970

ファスナー付きタオル／約23×23cm
●綿100％
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楽しい！ 大好き！
インゲラのどこか懐かしくて

温もりあるデザインのハンカチ

みんな揃えたくなる可愛さです。
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ライオンライン
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
3685001800　JAN4992272646054

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル82%・綿14％・レーヨン4％

ポップバード
（ゴブラン織り・織りネーム）
本体価格 ￥1,000
3685001900　JAN4992272646061

ランチョンマット／H33×W48cm
●ポリエステル100%

ライオンマット
（タフティング）
本体価格 ￥3,000
3645001000　JAN4992272646078

バスマット／H45×W60cm
●ポリエステル100%

バードマット
（タフティング）
本体価格 ￥3,000
3645001100　JAN4992272646085

バスマット／H45×W60cm
●ポリエステル100%

ライオンシート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
3645001200　JAN4992272646092

チェアシート／φ35cm
●ポリエステル100%

バードシート
（タフティング・織りネーム）
本体価格 ￥2,000
3645001300　JAN4992272646108

チェアシート／φ35cm
●ポリエステル100%

スマイルライオン 
（刺繍）
本体価格 ￥2,000
3645000100　JAN4992272616033

スリッパ／22〜25cm対応

カラフルバード
（刺繍）
本体価格 ￥2,000
3645000000　JAN4992272616026

スリッパ／22〜25cm対応
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Place Mat
ランチョンマット

Bath Mat
バスマット

チェアーシート

Chair Seat
Slipper

スリッパ

あいうえおあいうえおあ
いうえおああああああ
あああ、あああああ

インゲラのカラフルで楽しい

スウェーデン・インテリアを楽しむ

スタックバード
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
3665000300　JAN4992272646122

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

（収納袋）

ライオンサークル
（染料プリント）
本体価格 ￥6,800
3665000200　JAN4992272646115

掛け布団カバー／H210×W150cm
ピローケース／H43×W63cm
収納袋／H38×W32cm
●綿100％

（収納袋）
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Duvet Cover & Pillow Case
カバーリング ＆ 枕カバー（収納袋付き）

大人気！バードとライオンの
イラストがいっぱい
やわらかい色合いが可愛いカバーリング。


