フィンランドの 湖 の 名 前 、サイマ。
aarikka

水 辺 の 植 物をモダンに
あしらったデ ザインです。
［アアリッカ］

サイマ

（無撚糸･パイルジャカード･織りネーム･今治タオルブランドネーム）

ZV9J2 HCUQN RQOV
ZV9J2 HCUQN R LV
ZV9J2 HCUQN RS V
ZV9J2 HCUQN RTPV

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
6065001000 4992272633764

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
6065001100 4992272633771

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
6065001200 4992272633788
本体価格 ￥3,000 バスタオル/約60×120cm
6065001300 4992272633795
認定番号:第2017-1549号

Kitchen mitten

Pot mat
鍋 敷き

［裏側］

サイマ

（染料プリント･織りネーム）

キッチンミトン

サイマ

本体価格 ￥2,000

6065002000
4992272633863

6065001900
4992272633856

ZV9J2 HCUQN SPQV

Cafe apron

Apron

カフェエプ ロン

エプ ロン

サイマ

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥4,000

本体価格 ￥4,500

カフェエプロン/H75×W105cm
綿100%

エプロン/H90×W95cm
綿100%

6065001800
4992272633849

6065001700
4992272633832

ZV9J2 HCUQN SOTV

です。水辺の植物をモダンにあしらった
モチーフで北欧らしい自然の素材を生か

サイマ

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

サイマ

サイマはフィンランド南東部の湖の名前

（染料プリント･織りネーム）

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

（染料プリント･織りネーム）

日本製

したシンプルなデザインです。

本体価格 ￥1,500

ZV9J2 HCUQN SQNV

Saimaa

無撚糸

ZV9J2 HCUQN SNMV
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フィンランドの老舗ブランド、
アアリッカは、
カイヤ・アアリッカが卒業制作で
作った木のボタンがきっかけとなり、1954年に創業しました。
アアリッカデザイ
ンは、木製の丸い球が特徴です。木は、60年以上もの間ずっと、
アアリッカに

［アアリッカ］

とっていつも素材の中心でした。
カイヤは、創業以来長きにわたり、
さまざまな
デザインで人々を魅力してきました。
その想いを引き継ぎ、現在はカイヤの娘
であるパウリイナ・アアリッカがデザインディレクターを務めています。60年以
上の歴史のなかで生まれてきた、
クラッシックな定番シリーズに加え、
シーズ

丸 い 木 製 のボタンから

ントレンドを意識したスタイリッシュでハイセンスなジュエリー、現代のライフ

始まったアアリッカ。

ンナップがアアリッカの強みです。

スタイルに合ったホームプロダクツまで、生活を豊かにする魅力あふれるライ
創業者（デザイナー）
の

アアリッカ社

カイヤ・アアリッカ

〈ウッドボール付き〉

トムテ

（無撚糸･パイルジャカード･プリントネーム･ウッドボール付き）
本体価格 ￥600
本体価格 ￥600

本体価格 ￥1,200
本体価格 ￥3,000

ZVZV99JJ22 HHCCUUQQ NNTTKLROVV
ZVZV99JJ22 HHCCUUQQ NNTTMNLSVV

ミニタオル/約25×25cm

6065002600 4992272663907

ウォッシュタオル/約34×36cm

6065002700 4992272663914

フェイスタオル/約34×80cm

6065002800 4992272663921

バスタオル/約60×120cm

6065002900 4992272663938

無撚糸

Mini towel

Mini towel

ミニタオル

ミニタオル

妖精トムテがデザインされた

全面刺繍で描いたトムテのミニタオル。

シェニール織りのハンカチです。

四方スカラップ刺繍仕様です。

綿100%で、ベルベットのような
高級感あふれる仕上がりの
ソフトなミニタオルです。

シェニ ー ル 織り
シェニール織りとは、
もともとはチェ
コ・スロバキアやスコットランドで生産
されドイツで高級な伝統織物として
有名になりました。裏も表も同じ色、
柄になるのが特徴でいったん織り上
げた生地をタテ糸に沿って裁断し、撚

トムテシェニール

（シェニール織り･織りネーム）
本体価格 ￥1,500

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQRLQONV

6065004100
4992272671643
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りをかけてモール状の糸として、再度
ヨコ糸として２回製織するところから
『再織』
とも呼ばれています。

ころころトムテ

（シャーリング･スカラップ･アップリケ刺繍）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm
本体:綿100%
アップリケ刺繍部分:ポリエステル100%

ZV9J2 HCUQTMKRPV

6065005200
4992272692075

Kitchen mitten

鍋 敷き

キッチンミトン

aarikka

Pot mat
［表側］

トムテキッチン

（染料プリント･織りネーム）

トムテキッチン

（染料プリント･織りネーム）

本体価格 ￥1,500

本体価格 ￥2,000

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

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％

6065006000
4992272692112

6065005900
4992272692105

ZV9J2 HCUQTML MV

ZV9J2 HCUQTMLKPV

Apron
エプ ロン

Tomte

トムテ

トムテ
（フィンランドではトントゥ
（tonttu）
と呼ばれる）
は、北欧
の民間伝承に登場する妖精です。赤色の帽子をかぶった小さ
な妖精トムテは、
フィンランドのお家や馬小屋などにこっそり
と、住んでいて、
その家に幸せをもたらせてくれるといわれてま
す。北欧圏では、
クリスマス
（ユール）
にはトムテに甘いお粥（ポ
リッジ）
をあげて大切にすると牛小屋、馬小屋、水車小屋、穀物
部屋などをキレイに掃除をしてくれるとも伝えられています。

トムテキッチン

（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％

ZV9J2 HCUQTMKT V

6065005800
4992272692099

Cushion ＆ Mat
クッション＆マット
※モール糸

モール糸の光沢と
ふっくらした肌触りが魅力
ゴブラン織りの
マット＆クッションです。

ヌード
クッション
付き

（糸全体に直立した毛羽のあ
る飾り撚糸の一種）
※ゴブラン織り
（多色の緯糸
で織る、
細密で美しいタペスト
リーなどの織物技術）
です。

トムテクッション

（ゴブラン織り･織りネーム）
本体価格 ￥3,800

クッション/H45×W45cm
（カバー）
ポリエステル100％

ZV9J2 HCURKQPKPV

6065006100
4992272706505

トムテマット

（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000

ラグ/H60×W90cm
ポリエステル100％

ZV9J2 HCUQRLQPKV

6065004300
4992272671650
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ラム

（パイルジャカード･朱子ボーダー･今治タオルブランドネーム）

ZV9J2 HCUQN Q PV
ZV9J2 HCUQN QRMV
ZV9J2 HCUQN QSTV
ZV9J2 HCUQN QTQV

本体価格 ￥600 ミニタオル/約25×25cm
6065000000 4992272633665

本体価格 ￥600 ウォッシュタオル/約34×36cm
6065000100 4992272633672

本体価格 ￥1,200 フェイスタオル/約34×80cm
6065000200 4992272633689
本体価格 ￥3,000 バスタオル/約60×120cm
6065000300 4992272633696
認定番号:第2017-1511号

日本製

The Ram

Mini towel
ミニタオル

ラム

シェニ ー ル 織り

木製の羊パッシは aarikka の象徴的な存在です。
素材にはフィンランドの厳しい自然に育った白樺、
松などを用い、モダンなデザインで多くの人々に愛

ラムシェニール

され続けています。

（シェニール織り･織りネーム）
本体価格 ￥1,500

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQ NS OV

6065003300
4992272663884

Mini towel
ミニタオル

ラムパターン

（無撚糸･パイルジャカード･刺繍･モール糸メロー）
本体価格 ￥600

ミニタオル/約25×25cm

ZV9J2 HCUQTMKSMV

6065005300
4992272692082

無撚糸
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aarikka

Rug Mat
ラグマット

ラム

（ゴブラン織り）
本体価格 ￥5,000

ラグマット/H60×W90cm
ポリエステル100%

ZV9J2 HCUQN RPRV

6065000900
4992272633757

モノトーンでラムをデザインした、
良質なブランケット。
肌触りの良いウールを100％使用した
イギリスのMOON社製です。

ラムブランケット

（織りネーム）

本体価格 ￥30,000

ブランケット/H140×W180cm
（フリンジ部分含めず）
ウール100%

ZV9J2 HCUQ NTOPV

6065002500
4992272663945

英国製
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