Kayakijifukin

材質：表面 / 綿 100％

中･裏面 / レーヨン 100％

日本製

ロット：各 5 枚

かや生地ふきん

ライフスタイルに合わせて、
長く愛される北欧デザインをキッチンに！

HO-4501 パン

サイズ：約 30×30cm

カラー：オレンジ
JAN コード：4580610 950019

カラー：マスタード
JAN コード：4580610 950064

カラー：ブルー

￥450 + 税

カラー：オレンジ・マスタード・ブルー

JAN コード：4580610 950071

HO-4502 ポット

サイズ：約 30×30cm

￥450 + 税

カラー：グリーン・ブラウン
カラー：グリーン
JAN コード：4580610 950026

カラー：ブラウン
JAN コード：4580610 950088

HO-4503 カップ

サイズ：約 30×30cm
￥450 + 税
JAN コード：4580610 950033

かや生地を素材に、ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産しております。
吸収性に富み、洗うたびに柔らかくなり手になじみます。

HO-4504 ピッチャー

サイズ：約 30×30cm
￥450 + 税
JAN コード：4580610 950040

洗濯前

カラーバリエーションも豊富で、ギフトにも喜ばれます！

→

洗濯後

綿 1 枚 ( 表面 ) と植物由来のレーヨン 6 枚 ( 中・裏面 ) を重ね ( 合計 7 枚 )、
ミシンステッチで丈夫に仕上げています。

初めてご使用になる際は、糊がついておりますので、水またはぬるま湯でよく

HO-4505 フィッシュ

サイズ：約 30×30cm
￥450 + 税
JAN コード：4580610 950057

洗ってからご使用ください。 洗いをかけますと縮みますが、ふんわりとした
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かや生地ふきん

花柄 22 〜 23P、やぎ、パンダ、シシュウは 57P にてご案内しております。あわせてご覧ください。

風合いが出ます。かや生地ふきん独特の風合いをお楽しみください。
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ABOUT STUDIO HILLA

DESIGNERS

Jenni Laurila

kakkara

DESIGN

イェンニ ラウリラ

Vincent

メトロポリア科学大学テキスタイルデザイン学科卒業のテキスタイルデザイナー。スペインへ交換留学し、ファッションの勉強もしました。パートナーとスタジオを
設立。
『スタジオヒッラ』にも所属しています。コミックや音楽、そして猫を愛する彼女のデザインは多くの人々を魅了します。
Jenni Laurila studied textile design in the Helsinki Metropolia University of Applied Sciences and now is a qualified textile designer (BA). She loves comics, weird music and cats.Besides design, she likes to write poems. She
works together with Ari Loukasmaki in creative studio Yellow Coconut. Just like coconuts their goals are set high.
DESIGN

Tuula Wilén

トゥーラ ウィレン

Hedelmäpuu

Nittykukkia

Ruusunoksa

Pöllöt

ファッションデザイナー。テキスタイルの先生でもある彼女から生まれるデザインは、しばしば自然、色、そして景観のリズムに影響を受けています。形に投影された時、デザイン
はプロダクトの中で生き続けると考える彼女。そんなデザインとプロダ

クトの相互作用を楽しみにしています。

Tuula is textile teacher (M.Ed) and fashion designer (BA) and her prints are often inspired by the nature and the colors and the rhythms of the landscape. She likes the interactionbetween the design and the product and
she loves to see the designs coming alive in products.
DESIGN

Paula-Leena Jokitie

POSTIMERKKI
Kuutiokukka

パウラ レーナ ヨキティエ

PIKKU

DOMINO

Nuoruus

Kukkatarha

Papu

ラップランドの大学出身のファッションデザイナー。グラフィックやテキスタイルデザインも手がけています。日常生活の中での小さな出来事を大切に、ニュージャズやフォーク
ミュージックにもインスパイアされている彼女。様々な感性が創り出すデザインをお楽しみください。
Paula-Leena Jokitie is a qualified fashion designer (MA) and she also does graphic and textile design. She designs her prints with passion and joy which makes her work very pureand fresh. Her illustration designs vary from
childlike to minimalistic. Paula-Leena is also inspired by new jazz and folk music ? and little big things in everyday life.

Irina Ylänne

DESIGN

イリナ ユラネ

Safari

Hedgehog

プリントデザインと織物を得意とするテキスタイルデザイナー。非常に創造的なデザイナーとして知られる彼女はいつも素材の探求に夢中。色、レイヤーそして、動きがインスピレー
ションの源です。
Irina Ylanne is a qualified textile designer (BA)and her strengths are in point design and jacguard.As a very creative designer Irina loves exploring different materials.She is inspired by colours, layering and movement.

Hanne Palomäki

DESIGN

ハンネ パロマキ

pikkulinnut

芸術大学出身のテキスタイルデザイナー。フォークロアやアートヒストリーにインスピーレーションを受けて創作をすることが多いという彼女は自然と都会どちらも大好き。その両方の魅力をを
デザインに取り入れています。テキスタイルのデザインやグラフィックデザインだけでなくプロダクトデザインも手がける多彩な才能の持ち主。
Hanne Palomaki is Master of Arts (MA) and qualified textile designer (BA). She is inspired by folklore and art history. Love for nature and the beat of the metropolises also appear in her design. In addition to weaving she
also does pattern design, graphic design as well as product design.

HILLA

フィンランド北部の深い森ではぐくまれた、ひみつの宝物―ヒッラ。
フィンランド語でクラウドベリーを意味します。貴
重でめずらしく、新しくてピュア、そしてカラフルなクラウドベリー「ヒッラ」は、
フィンランドの大自然を見事に表現しま
す。ヒッラを見つけるには、少し時間をかけて歩く必要があるかも。でも、
このユニークなベリーを味わったとたん、そ
の努力は喜びに変わるでしょう。

ヒッラ

DESIGNS

スタジオヒッラは、
フィンランドを拠点に活動するデザイナーのグループ。テキスタイルや外装、
ファッション、
アクセサ
リー、
グラフィックデザインにおいて、さまざまなバックグラウンドや経験、独自のスタイルを持つ才能が集まっていま
す。
クラウドベリーに種があるように―多才さ、
プロ意識、革新的なスタイルがスタジオヒッラの「種」。
スカンジナビア
ンテイストはもちろん、さまざまなカルチャーの影響も取り入れる。その組合せが、デザインを豊かなものにします。

デザイン

COMMITMENT

こだわり

スタジオヒッラでは、テキスタイルやファッションのために、ユニークであきのこないデザインを創造する努力を惜し
みません。人々の暮らしに喜びとあたたかさをもたらすデザインを創造すること、そして、それがずっとあり続けること
をめざしています。そのために、自然や環境を大切にするパートナーとともに仕事をすることを大切にしています。長
く続くおつきあいに重きをおき、お客さまのために一生懸命に、そして正直に仕事をします。

Katri Koivisto

DESIGN

カトリ コイヴィスト

KIMARA

テキスタイルデザイナー。テキスタイルデザインという分野だけにとどまらずプリントデザインから織物まで多岐にわたって興味を持つ彼女。日常の些細なできごとにインスパイア
されて創作することが多いのだとか。旅行先で見たことのない建物や未知の自然環境に触れることをこよなく愛しています。
Katri Koivisto is a qualified textile designer (BA). She does not want to categorize herself in textile design branch too precisely therefore her interests varies a lot from print designing to weaving . Katri gets her inspiration
mostly from little things in every day life. She is passionate traveller and fascinated by different structures in the nature and different environments.

Jaana Wahlsten

DESIGN

ヤーナ ワールステン

Kukkia

Nappi

テキスタイルデザイナー。自然からアーバンライフまで、幅広いソースからインスピレーションを得ています。デザインやインテリアの最新のトレンドへ意識も高く、そのすべてが
デザイナーとしての原動力。地元の文化、素材への興味、音楽や芸術への情熱…彼女の関心はとどまることを知りません。
Jaana Wahlsten is a qualified textile designer (BA). She is fascinated by Nature as well as urban life and gets her inspiration from a variety of sources. With high interest across all aspects of design, researching into trends
for interiors, fashion and colouring do motivate her as a designer. She has a passion for local cultures, materials, music and art.

Himmi Elo

ヒンミ エロ

テキスタイルデザイナー。糸を使って複雑に織り出されていく織物、その表現の可能性がインスピレーションの源です。芸術的視点と豊富なテキスタイル技術の知識が、彼女のデザ
インに独自の味わいを持たらせています。

FUTURE

未来

Hedelmapuu

Himmi Elo is a qualified textile designer (BA). She’ s expert in textures and jacquard weaving. Himmi is inspired by the complexity and endless possibilities of expressing with textures. She is inspired by the theme of motion
and how it’ s represented in nature. By combining artistic view with the knowledge of differente textile techniques gives a distinctive touch to her design.

ヒッラが喜びとあたたかさのオレンジ色であるように、喜びと愛情をもってデザインいたします。
スタジオヒッラの物語に入って、あなた自身の中に広がる大自然を見つけてください。

ヘデルマプー

Ruusunoksa

ルースノクサ

Niittykukkia

ニッティクッキア

Lune d’eau

ルネ・デュー

問い合わせ先情報

株式会社ルネ・デュー

〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構 3 丁目 411-4

TEL：079-243-1147

FAX：079-243-1148

https://www.lune-deau.co.jp

主に関東、関西エリアで店舗を展開している「ルネ・デュー」2014 年より販売を開始した「スタジオヒッ
ラ」の商品もお弁当箱、マグカップなどのキッチン用品をはじめ、母子手帳カバーなどのママ向けお出かけ
グッズ等々くらしを楽しくする様々なアイテムが充実しています。また、好きな「スタジオヒッラ」の生地
をえらんでカーテン、ファブリックパネル、クッションカバー、ランプシェードなど様々なインテリアアイ
テムをセミオーダーできるのも魅力です。お近くにお出かけの節は是非お訪ねください。
本カタログでは「ルネ・デュー」と弊社との共同企画で「スタジオヒッラ」より「ルースノクサ」
「ニッティ
クッキア」
「ヘデルマプー」のキルト製品と帆布製品のご紹介。また、タオル製品では「ルースノクサ」
「ニッ
ティクッキア」「ヘデルマプー」「ピックリンツ」の 6 重あわせ大判ガーゼタオル、ナイロン混紡ボディータ
オルをご紹介させていただきます。
コクーンシティさいたま新都心店

〒330-9559

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 丁目 263-1 コクーン 2-1F

048-788-1186

イルムス東戸塚店内インショップ店

〒244-8530

神奈川県横浜市戸塚区品濃町 537-1 西武東戸塚店 7F イルムス東戸塚内

045-828-2276

T-FACE 豊田店

〒471-0026

愛知県豊田市若宮町 1-57-1 B 館 T-FACE６F

0565-42-5916

川西阪急店

〒666-0033

兵庫県川西市栄町 26-1 川西阪急 1F

072-756-2605

西宮阪急店

〒663-8204

西宮市高松町 14-1 西宮阪急 1F

0798-62-7694

神戸国際会館 SOL 店

〒651-0087

兵庫県神戸市中央区御幸通 8-1-6 神戸国際会館 SOL B2F

078-855-2125

クレド岡山店

〒700-0821

岡山県岡山市北区中山下 1-8-45 クレド岡山 3F

086-212-2561

ジ アウトレット広島店

〒731-5196

広島県広島市佐伯区石内東 4 丁目 1-1 ジ アウトレット広島店 1F

082-275-5568

姫路本店

〒670-0975

兵庫県姫路市中地南町 100 番地

079-243-1146

近鉄草津店

〒525-8515

滋賀県草津市渋川 1−1−50 近鉄百貨店 3F

077-561-4741

近鉄あべのハルカス店

〒545-8545

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 近鉄百貨店あべのハルカスタワー館 10Ｆ

06-6654-5306

サンコーエイビル 1 階

※店舗情報は 2018 年 12 月現在のものです
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