
INTERIOR
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LAMP SHADE

FABRIC  PANEL

ファブリックパネル

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。 

ランプシェード

お部屋の印象をさまざまに変化させてくれるランプシェードです。
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灯具　100W球2灯 ￥4,000+税
灯具　100W球3灯 ￥5,000+税

Kakkara デイジー
NV ネイビー

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー

PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー

／ BL ブルー

GR グリーン  ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク ／ NV ネイビー

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Safari サファリ
GR グリーン ／ PK ピンク
BL ブルー

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー
PK ピンク

Hedgehog ヘッジホッグ
GR グリーン ／ PK ピンク

INTERIOR

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー ／ RD レッド
BK ブラック／ GY グレー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Safari サファリ
GR グリーン ／ PK ピンク
BL ブルー

Hedgehog ヘッジホッグ
GR グリーン ／ PK ピンク

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー
PK ピンク

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー ／ BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー
RD レッド ／ BK ブラック ／ GY グレー

PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー
GR グリーン ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク ／ NV ネイビー

※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）

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

domino ドミノ ／ BL ブルー

本体価格 ： ¥9,800+税
サイズ ： 約Φ38H20cm
素材 ： 【生地】綿100％ 【パネル】木　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。
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クッションカバー

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。

本体価格 ： ¥1,800+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 。すでり
（約W45  H45cm ￥1,524+ 税）

シートクッション

丸い形がかわいいシートクッション。 チェア、フロアクッション…。 
様々なシーンでお使いいただけます。 カバーは取り外して洗えます。

本体価格 ： ¥2,800+税
サイズ ： 約Φ34 H3cm
素材 ： 【カバー】綿100％ 【中身】ウレタン製クッション
made in Japan

CUSHION COVER

SEAT CUSHION
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PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー
GR グリーン  ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク

PK ピンク

 ／ NV ネイビー

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー

PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー ／ GR グリーン  ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー ／ GR グリーン ／ BK ブラック

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー ／ PK ピンク ／ BL ブルー

INTERIOR

kukkia クッキア ／ RD レッド

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー
RD レッド ／ BK ブラック
GY グレー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー
BL ブルー
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SQUARE STOOL

SQUARE H IGH STOOL
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スクエアスツール

スツール本体は、キッチンや玄関先など使用目的に合わせて高さを選んで頂けます。 
カバーは簡単に取り外しでき、汚れた際は洗濯可能です。
また、季節や気分によって着せ替えができるのが魅力です。

本体価格 ： ¥11,600+税
サイズ ： W36 D26 H45㎝
素材 ： 【本体】天然木・ウレタン塗装・ポリエステル（made in China） 
          【カバー】綿100％（made in Japan ）
※専用カバー（単品）／本体価格 ： ￥3,000＋税
   洗い替えに、気分転換に、専用カバーを単品でご購入いただけます。

Nappi ナッピ
BK ブラック

スクエアハイスツール

スツール本体は、キッチンや玄関先など使用目的に合わせて高さを選んで頂けます。 
カバーは簡単に取り外しでき、汚れた際は洗濯可能です。
また、季節や気分によって着せ替えができるのが魅力です。

本体価格 ： ¥16,500+税
サイズ ： W36 D26 H60㎝
素材 ： 【本体】天然木・ウレタン塗装・ポリエステル（made in China）
         【カバー】綿100％（made in Japan ）
※専用カバー（単品）／本体価格 ： ￥3,000＋税
   洗い替えに、気分転換に、専用カバーを単品でご購入いただけます。

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

INTERIOR

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー
PK ピンク

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー
BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー
RD レッド ／ BK ブラック
GY グレー

PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー
GR グリーン ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク ／ NV ネイビー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー
PK ピンク

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー
BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー
RD レッド ／ BK ブラック
GY グレー

PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー
GR グリーン ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク ／ NV ネイビー
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FLOOR CHAIR

TENTE

ROOM SHOES

フロアチェア

畳の和室だけでなく、フローリングの洋室でもマッチします。 
くつろぎ空間に北欧のエッセンスをプラスしませんか。

本体価格 ： ¥9,200+税
サイズ ： 約W47 D50～83 H45 SH9㎝
素材 ： 【表】綿100％ 【裏】ポリエステル100％　made in Japan
※背面の生地は、全柄全色茶色になります。

テンテ ティッシュケース

STUDIO HILLA と tente のコラボレーション。 表にラミネートを施しているので、キッチン周りやトイレタリーでも大活躍。
ループがついているので、フックなどを使用して引っ掛けることもできます。ティッシュ箱を手軽にインテリアとコーディネート。

本体価格 ： ¥2,500+税
サイズ ： 約W25 H10 D12cm　素材 ： 綿100％（表PVC加工）　made in Japan
※約W23 H5 D11.7cmのボックスティッシュが収納できます。

ルームシューズ（ピック）

カップインソールが内蔵されたルームシューズ。 しっかりとした踏み心地で、丸洗いもOK! 
デザイン性・機能性に優れています。 室内でもおしゃれに快適に過ごせるアイテムです。

本体価格 ： ¥1,800+税
サイズ ： 約23.0～24.5cm
素材 ： 甲（アッパー）・中板：綿100％　底：ポリエステル100％　made in Japan

ルームシューズ（クッキア）

やわらかな肌触り。ふわふわなので素足での履き心地が抜群です。

本体価格 ： ¥1,800+税
サイズ ： 約25cm　素材：甲（アッパー）：綿100％　底：合成底　made in China
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Kakkara デイジー
GR グリーン

Kakkara デイジー
PK ピンク

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ

POSTIMERKKI スタンプ
YE イエロー

PIKKU ピック
BK ブラック

PIKKU ピック
BL ブルー

PIKKU ピック
BK ブラック

PIKKU ピック
GR グリーン

domino ドミノ
YE イエロー

domino ドミノ
GY グレー

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ

kukkia クッキア
RD レッド

kukkia クッキア
BL ブルー

INTERIOR

kukkia クッキア
BL ブルー

kukkia クッキア
RD レッド

kukkia クッキア
BK ブラック

kukkia クッキア
GR グリーン

Hedelmäpuu ヘデルマプー
LGR ライトグリーン

Hedelmäpuu ヘデルマプー
BE ベージュ ／ BL ブルー
LGR ライトグリーン

Pikkulinnut ピックリンツ
YE イエロー ／ BL ブルー
PK ピンク

domino ドミノ
YE イエロー ／ GY グレー
PK ピンク ／ BL ブルー

Kakkara デイジー
GR グリーン ／ PK ピンク
NV ネイビー ／ YE イエロー
BL ブルー

POSTIMERKKI スタンプ
TQ ターコイズ ／ YE イエロー
RD レッド ／ BK ブラック
GY グレー
PIKKU ピック
BK ブラック ／ BL ブルー
GR グリーン ／ RD レッド

kukkia クッキア
RD レッド ／ BL ブルー
GR グリーン ／ BK ブラック

Nappi ナッピ
BK ブラック ／ YE イエロー
PK ピンク ／ NV ネイビー




