
フィンランドでファッションデザインを学び、ヘルシンキでデザイナーとして
のキャリアを積む。1993年から、より一層自分の服作りをするためにパリに
渡り、一からパターンメイキングを学ぶ。自身の名前のブランドを設立し、天
然素材をふんだんに使った布を纏うようなファッションを提案。2006年に
フィンランドに戻り、ラプアン カンクリと出会い、ウォッシュドリネンを使っ
たUSVAとKASTEシリーズを開発。パリの雑踏やフィンランドの森からイン
スピレーションを受け、双方のコンストラストを楽しむデザインを提案。
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LAPUAN  KANKUR I T
ポップアップイベントのご案内

ラプアンカンクリはフィンランド語で「ラプアの織り手たち」を意味します。

ラプアはフィンランド西部に位置する人口の小さな町。

一年の半分近くを占める雪景色が広がる極寒の冬と森の緑が豊な短い夏、

そんな環境でラプアン カンクリのタオルやブランケットは作られています。

フィンランドでは昔から馴染みのある素材であるリネン。

高い吸水性と速乾性を誇ります。

湖で泳いだ後にふわりと羽織る、焼きたてのパンを上質のリネンでそっと包む…、

そんな暮らしのちょっとした贅沢をリネンが叶えてくれます。

日本ではまだなじみの少ないリネン素材のタオルやブランケットを中心に、

4月15日より伊勢丹新宿店 本館5F センターパークにて、

ポップアップイベントを開催します。

また、５月には、青山のdoinelでもフェアを開催予定です。

LAPUAN KANKURIT pop up shop
at ISETAN 2015SS Col lect ion
会期：4/15（水） ~ 4/28（火）
会場：伊勢丹新宿店本館5階　センターパーク

4月15日（水）より、北欧を中心に、世界のライフスタイルを発信する

「The Life Style of the World ～ SCANDINAVIAN MODERN ART～」が、

伊勢丹新宿店本館5階、センターパーク/ザ・ステージ５で開催されます。

会期中、ランプアンカンクリは

「LAPUAN KANKURIT Pop Up Shop 2015SS collection」を開催、

ウォッシュドリネンのシリーズ、USVA（ウスヴァ）、

KASTE（カステ）のデザイナーである、

Anu Reinonen（アヌ レイノネン）のデザインにフォーカスし、

インスタレーションも行います。

伊勢丹限定でUSVAのハーフブランケットを展開。

この他、鈴木マサル、鹿児島睦、Heini Riitahuhta（ヘイニ リータフフタ）による

コットンブランケットやリネンのキッチンタオルも展開致します。

VOL_ 01 VOL_ 02

Anu Reinonenがデザインする、
USVAシリーズのイエローとグレーとKASTEのフェアを予定しております。
詳細は、doinelより改めてご案内致します。

USVA & KASTE  Fair  at  doinel （仮）

会期：5/23（木）～6/9（火）
doinel（ドワネル）:港区北青山3-2-9 
http://www.doinel.net

ラプアン カンクリ 001

Anu Leinonen



＊ 価格は全て税抜き

material
color
size, price

100% washed linen
yellow
150x100cm, ¥10000

伊勢丹別注 USVA ハーフブランケット

ITEM INFORMATION [ Washed Linen ]

ラプアン カンクリ 002

designer
material
color

size, priceAnu Reinonen
100% washed linen
yellow, grey, 
turquoise, red  

hand towel: 48x70cm, ¥2900
bath towel: 70x130cm, ¥8000
multi-use towel: 95x180cm, ¥11000
linen blanket (small): 150x200cm, ¥18000
linen blanket (large): 150x260cm, ¥22000

USVA

( white-linen, white-blue, white-greyのみ )

designer
material
color

size, priceAnu Reinonen
100% washed linen
linen-white, white-grey,
white-linen,
white-blue, white-grey

hand towel: 48x70cm, ¥2900
multi-use towel: 95x180cm, ¥11000
linen blanket : 150x200cm, ¥18000

KASTE



株式会社 ビオトープ　担当：蓮尾久美子　hasuo@biotope.biz
〒107-0061　東京都港区北青山3-1-6-305　t.03 6447 0581 / f.03 6447 0582
http://lapuankankurit.jp/

【商品に関するお問い合わせ】

＊ 価格は全て税抜き

※ 株式会社ビオトープはLAPUAN KANKURIT の日本国内総代理店です。

デイリープレス　担当：山本真澄　masumiyamamoto@dailypress.org
t. 03-6416-3201／ f. 03-6416-3202

【プレスに関するお問い合わせ】

※ 商品、画像データのお貸し出しご希望の際は、上記までご連絡下さい。

ITEM INFORMATION [ Others ]

designer
material
color
size, price
-
-

Makoto Kagoshima
100% cotton 
white-pink, white-blue
65x90cm, ¥7000
90x140cm, ¥10000
140x180cm, ¥15500

VILLIKUKKA / Cotton Blanket
designer
material
color
size, price
-
-

Makoto Kagoshima
100% cotton 
white-turquoise, white-grey, white-beige
65x90cm, ¥7000
90x140cm, ¥10000
140x180cm, ¥15500

KALA / Cotton Blanket

designer
material
color
size, price

Heini Riitahuhta
50% washed linen, 50% cotton
white-black
48x70cm, ¥2600

HEKSA / Kitchen Towel

ラプアン カンクリ 003

designer
material
color
size, price
-
-

Masaru Suzuki
100% cotton
white-blue
65x90cm, ¥7000
90x140cm, ¥10000
140x180cm, ¥15500

JÄÄKÄRHU / Cotton Blanket


