Safari
サファリ
Designed by Irina Ylänne
照りつける太陽の暑さや動物たちの息遣い、自然の音が聞こえてきそうなアフリカのサファリ。
子どもたちの限りない想像力やどきどきわくわくする冒険心を感じてほしいという思いでデザインされました。

Irina Ylänne

イリナ ユラネ

シベリアのベンゲロボ村で生まれ育ったイリナは12歳の時、家族とともにフィンランドに移住しまし
た。いつも創造的な絵を愛してきた彼女はヘルシンキでテキスタイルデザインの勉強を重ね、2014
年Metropolia大学をデザイナーとして卒業しました。テキスタイルデザイン研究において文化芸術の
学士資格を取得。豊かな想像力で、様々な素材を探求しています。また、色彩、重なりや動きからイン
スピレーションを得てデザインに取り組んでいます。
Safari サファリ
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Fabric

生地

GR グリーン

BL ブルー

生地

コーティングクロス

本体価格：￥2,400/ ｍ ＋税

本体価格：￥3,400/ ｍ ＋税

縦リピート：約 61cm 生地幅：約 160cm
素材：綿 100％
made in Japan ロット：50cm 以上 10cm 単位
やわらかい手触りのオックス生地。カーテンなどのインテリ
アはもちろん、ハンドメイドにも最適。

Fabric panel

PK ピンク

ハーフカットクロス
本体価格：￥600/ 枚 ＋税

サイズ：約 W80 × H50cm 素材：綿 100％
made in Japan ロット：2

縦リピート：約 61cm 生地幅：約 160cm
素材：綿 100％【PVC マット加工】
made in Japan ロット：50cm 以上 10cm 単位

※幅はミミを含めた長さです。
※ミミにメーカーロゴが入る場合がございます。

マットなラミネート加工を施した生地。切りっぱなしでもほつ
れにくいのでテーブルクロスにもぴったり。

ハンドメイドにも便利。生地幅×約 50cm の生地をさらにた
て半分にカットしたサイズです。

ファブリックパネル
ファブリックパネル
本体価格：￥2,400/ 枚 ＋税

サイズ：約 W30 × H30cm
素材：生地：綿 100％・パネル：木
made in Japan

※セミオーダー（サイズオーダー）可能。
※板吊金具2個+ネジ4個付属
※柄の出方はおまかせです。
（柄のご指定がある場合、別途、柄指定料金がかかります。）

GR グリーン

BL ブルー

Lamp shade

ランプシェード

北欧の長い冬を楽しく過ごすために生まれたといわれるファブリック
パネル。お部屋のインテリアに気軽に取り入れることができます。

PK ピンク

Cushion cover

Baby bib

クッションカバー

ベビースタイ
（リバーシブル）

GR グリーン

リバーシブル

GR グリーン

BL ブルー

PK ピンク

GR グリーン

BL ブルー

PK ピンク

クッションカバー
ランプシェード
本体価格：￥9,800 ＋税

サイズ：約Φ 38 × H20cm

made in Japan

※生地のプリントのゆがみなどにより、シェードのつなぎ目が
ズレる場合がございます。
※シェードのみの価格です。
灯具が必要な場合は併せてお求めください。
灯具
灯具
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100W球2灯 ￥4,000+税
100W球3灯 ￥5,000+税
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BL ブルー

本体価格：￥1,600 ＋税

サイズ：約 W45 × H45cm
素材：綿 100％ made in Japan

※底ファスナー付き。ヌードクッションは別売りです。
（約W45×H45cm￥1,524+税）

お部屋の印象をさまざまに変化させてくれるクッション
カバー。
季節やシーンに合わせてコーディネートをお楽しみいた
だけます。

ベビースタイ（リバーシブル）
本体価格：￥1,200 ＋税

サイズ：約 W20.7 × H25.5cm 首回り 約 25cm
素材：綿 100％ made in Japan
両面リパーシブルで贅沢な作りのベビースタイ。気分に
よって使い分け自由。中材には防水生地を使用しているの
で、よだれの吸収にも優れています。

● 生地幅・リピート・色味は、ロットによって変化する場合がございます。 ● 生地を使用した商品は、デザインの都合上、柄の出方が１点1点異なります。
● 商品は季節などにより、予告なしに入れ替わりや廃盤になる場合がございます。

Book bag

Shoes bag

絵本バッグ

シューズバッグ

Purse
巾着大

Purse
巾着小

GR グリーン

GR グリーン

GR グリーン

GR グリーン

PK ピンク

PK ピンク

PK ピンク

PK ピンク

絵本バッグ

シューズバッグ

本体価格：￥2,400 ＋税

本体価格：￥1,700 ＋税

サイズ：約 W40 × H30cm
（持ち手を含む丈）約 41cm
素材：綿 100％（表面にラミネート加工）
made in Japan
絵本が入るサイズ。
ラミネート加工で汚れに強いです。

Pocket Bib

巾着袋（大）

巾着袋（小）

サイズ：約 W20 × H28cm
（持ち手を含む丈）約 41cm
素材：綿 100％（表面にラミネート加工）
made in Japan

本体価格：￥1,200 ＋税

本体価格：￥800 ＋税

こどもの上履きが入るサイズ。
ラミネート加工で汚れに強いです。

体操服が入るサイズ。
大人も使えるシンプルなデザイン。

コップやお箸箱が入るサイズ。
小物整理にも役立ちます。

サイズ：約 W30 × H35cm
素材：綿 100％
made in Japan

Maternity record book case

お食事エプロン

母子手帳ケース

GR グリーン

GR グリーン

サイズ：約 W20 × H22cm
素材：綿 100％
made in Japan

PK ピンク

PK ピンク

母子手帳ケース

お食事エプロン

本体価格：￥3,800 ＋税

本体価格：￥1,600 ＋税

サイズ：約 W23 × H18.5 × D1.5cm 最大開口幅：約 15cm
素材：裏地：ナイロン 100％ made in China

離乳食開始時期のお子さまの必需品アイテム。1 番下のポケットが食べこぼしをキャッチし、
お洋服の汚れを防ぎます！首周りが面ファスナーなので、取り外しも楽チン♪

ドポケット付きで、母子手帳やカードの整理に便利なアイテムです。片手でも開けやすい面ファス
ナー仕様。 約 11 × 15cm・約 13 × 18cm・約 15 × 21cm のサイズの母子手帳が収納できます。

サイズ：約 W29 × H27cm 首周り：約 25cm
素材：綿 100％ 裏地：ポリエステル 100％ made in Japan

生地の表面にラミネート加工を施した母子手帳ケース。ジャバラ式で、収納力抜群！15 個のカー

Diaper pouch

GR グリーン

おむつポーチ

PK ピンク

おむつポーチ
本体価格：￥4,400 ＋税

サイズ：約 W26 × H20 × D7.5cm

素材：裏地：ナイロン 100％

made in China

持ち手付きで、持ち運びにも便利。前面・背面にそれぞれファスナーポケットがあり、赤ちゃ
んのお出かけに必要な物をまとめて収納できます。出産祝いにも喜ばれるアイテムです。
● 生地幅・リピート・色味は、ロットによって変化する場合がございます。 ● 生地を使用した商品は、デザインの都合上、柄の出方が１点1点異なります。
● 商品は季節などにより、予告なしに入れ替わりや廃盤になる場合がございます。
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Sun hat

サンハット

GR グリーン (56cm)

GRグリーン (52cm)

サンハット5 6 cmこども用
本体価格：￥2,800 ＋税

サイズ：約 56cm( 頭周り )

目安：園児～小学生低中学年程度

※あごひも付き

サンハット5 2 cmこども用
本体価格：￥2,600 ＋税

サイズ：約 49 ～ 52cm( 頭周り )

素材：表地・裏地：綿 100％

PK ピンク (56cm)

PK ピンク (52cm)

目安：幼児程度

※あごひも・調節ゴム付き

made in Japan

シンプルでありながら、日差し除けのつばが広く、機能的なデザイン。コーディネートを華やかに仕上げます。あごひ
もも付いているので、思いっきり遊んでも◎。

New Arrival

Mobile pocket

移動ポケット

Wipes sheet pouch

GR グリーン
GR グリーン

おしりふきポーチ

PK ピンク

PK ピンク

移動ポケット
本体価格：￥1,600 ＋税

サイズ：約 W14.8 × H11.8cm
素材：綿 100％ ラミネート加工つや消し

おしりふきポーチ
made in Japan

本体価格：￥1,800 ＋税

サイズ：約 W17 × H12 × D4cm
クリップ付きの取り外し可能な移動ポケット。
お子様にも使いやすいサイズで、毎日必要なハンカチとポケットティッシュを入れて
持ち歩けます。
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素材：ラミネート加工つや消し

made in Japan

赤ちゃんのおしりふきが袋ごとピッタリ入るサイズです。
市販のおしりふきシートやウエットシートを可愛く持ち歩るけるアイテムです。

● 生地幅・リピート・色味は、ロットによって変化する場合がございます。 ● 生地を使用した商品は、デザインの都合上、柄の出方が１点1点異なります。
● 商品は季節などにより、予告なしに入れ替わりや廃盤になる場合がございます。

