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LAPAN KANKURIT news - サウナ特集 -

フィンランドとサウナとリネン
写真家のかくたみほさんがフィンランドでの旅の道中に撮影されたこの写真、どんなシーンかご存知ですか？
これは、サウナにじっくり入ってほてった体を、サウナから出てすぐとなりにある湖に入ってクールダウンしているところです。
日本でもサウナは人気がありますが、フィンランドではどちらかというとわたしたちにとってのお風呂や銭湯のように、昔からサウナ
が日常にあり、自宅サウナや公共サウナで、知っている人も知らない人も一緒に汗を流すというのが習慣です。そもそも、サウナとい
う文化はフィンランドで始まったもので、起源は 2000 年前にさかのぼるとも言われています。
伝統的なフィンランドのサウナは、温度は低め、煙突がなく蒸気を浴びる湿度の高いスモークサウナ。白樺の葉を束ねて水に浸したヴィ
ヒタを体にはたきつける習慣もあり、想像しただけで良い香りが漂ってきます。
ラプアン カンクリはフィンランドのテキスタイルメーカー。もちろんサウナ文化をこよなく愛するラプアン カンクリには、サウナの時
間に重宝するアイテムがたくさんあります。特に吸水性が高くて乾きやすく、軽快に持ち運べるリネン素材のアイテムはおすすめです。
速乾性は日本の気候に重宝しますし、サウナに限らず、温泉、銭湯、ジム、海や川に行く時などにももってこいです。
今回は、ラプアン カンクリが展開するさまざまなアイテムの中で、水辺や水回りのあるシーンに心地よさをもたらしてくれるリネンの
アイテムをご紹介します。
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LINEN ITEM
本国のラプアン カンクリが提案するサウナアイテムを、日本でも販売をスタートします。タオル、スリッパ、ヘアターバン、
ウォッ

シュミトン、サウナバッグ、といろいろなアイテムを取り揃えています。ラプアン カンクリのリネンアイテムは速乾性と吸水
性に優れているので、日本の気候にも合いますし、お風呂や温泉、スパなどの用途でも活躍します。（価格は全て税抜です）

MIESTEN サウナカバー
カラー：white-black

¥2,600

サイズ：46x60cm
素材：60% linen・40% cotton

NYYTTI タオル ¥2,000 〜 ¥11,000
カラー：black-green, black-grey, whitecinnamon, white-grey

サイズ：38×38、
65×65、
65×130、
95×180
（cm）
素 材：33% tencel・45% washed linen・
22% cotton

KOIVU バッグ ¥3,000
カラー：white-black

サイズ：28x33cm
素材：60% linen・40% cotton

KIVI ソープスクラブミット ¥1,600
カラー / black-line
素材：55% linen・32% cotton・13% tencel
カラー / white-linen
素材：70% linen・30% cotton

SADE サウナピロー ¥4,400 （写真左）など
サイズ：20x46cm
60% linen・40% cotton / 中素材 100% polyester
カラー：white-turquoise / white-grey

ONNI スリッパ ¥6,000
カラー / サイズ：linen (XS/ S) black-linen (S)
ONNI コスメティックスポンジ
カラー：linen / black-linen

¥1,600

素材：70% linen・30% cotton

KIVI シャワーパフ ¥2,200
カラー / black-line
素材：55% linen・32% cotton・13% tencel
カラー / white-linen
素材：70% linen・30% cotton

KOIVU サウナカバー
カラー：white-black

¥2,400

サイズ：46x60cm
素材：60% linen・40% cotton

TERVA サウナローブ ¥25,000
カラー：white-linen / black-linen
サイズ：S, M
素 材：43% tencel・39% washed linen・
18% cotton

サウナをテーマにしたショップイベントを開催！

写真家 かくたみほさんのサウナ写真の展示
日時：2020 年 2 月 28 日（金）〜 3 月 29 日（日）
会場：LAPAN KANKRIT 表参道
東京都渋谷区神宮前 5-13-12 1F
OPEN:12:00 – 20:00

定休日 : 火曜日

関連イベント 1

【PROFILE】

【かくたみほさんと kazumi さんによるトーク】

かくたみほ（写真左）
77 年三重県生まれ。小林幹幸に師事後独立。
女性誌やファッションブランドのカタログ、スピッツの CD ジャ
ケットなどで光を活かした作風で活動中。旅をベースに作品制作を
続けており、20 年間で 27 カ国を訪れネガフィルムから手焼きプ
リントで仕上げられており意欲的に個展を開催。2006 年からフィ
ンランドの美しさに魅せられて、作品撮りに通い続けてまとめた写

日時：2020 年 3 月 17 日（火） ＊各回約 1 時間予定

定員：各回 20 名（公式インスタグラム、ブログで参加者募集）
一部 /12 時〜

モデル kazumi さん 「How do They Live? - ラプアン カンクリと

真集に「MOIMOI そばにいる」、「光の粒子」がある。

暮らしてみたら - サウナアイテム」

kazumi（写真中央）

雑誌『リンネル』、TVCF や広告、雑誌で活躍中。背伸びをしない
自然体で親近感のあるライフスタイルや私服が同世代の女性を中心
に支持され、雑誌の特集や、ブランドとのコラボレーションも多数
行う。SNS で発信するナチュラルなファッションでも注目の的に。
「WEAR」のフォロワー数は 100 万人を超える。初のスタイルブッ
ク『kazumi 普段のおしゃれの作り方』（宝島社）好評発売中。
Instagram：@kazumi0728 WEAR：@kazumi0728

モデル kazumi さんの日々の暮らしについて伺う他、実際に使ってみたサウ
ナアイテムの使い心地や、暮らしへの取り入れ方をご紹介していただきます。

二部 /16 時〜

写真家 かくたみほさん「フィンランドのサウナ写真展」
展示にはないフィンランドの風景を集めたカットをスクリーンで観ながら、フィ

Laura Kopilow ／ラウラ・コピロウ（写真右）

フィンランド大使館商務部 商務官 ファッション・ライフスタイル担当
フィンランド大使館商務部にて、北欧フィンランドのデザインやファッ
ション関連企業の日本進出をサポートし、フィンランドの五輪パビリ
オン「メッツァパビリオン」のプロジェクトも担当。3 回の日本留学
を経験、日本人専用旅行会社（ヘルシンキ）や、日本の大手 IT 企業の
職歴をもつ。趣味はランニングやパフェ巡り。サウナも日課。

ンランドでの撮影エピソードやサウナの楽しみ方などをお話しいただきます。
関連イベント 2

【3 月 7 日（土）はサウナの日！】
日時：2020 年 3 月 7 日（土） 12:00 - 16:00（ラウラさん在店予定）
フィンランド大使館よりラウラ・コピロウさんをお招きします。フィンラ
ンドにおけるサウナ文化やその楽しみ方など直接ラウラさんとお話できる
機会となります。フィンランドのお菓子やドリンクとともにお楽しみください。

フィンランドフェア開催 2020 年 3/1（日）～ 5/31（日）
場所：
「タイムズ スパ・レスタ」 東京都豊島区東池袋 4-25-9 タイムズステーション池袋 10 階～ 12 階
東池袋にあるスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」で、フィンランドフェアが開催されます。フェア限定でフィンランドを満喫できる限定パッ
クが登場。ラプアン カンクリの USVA（ウスヴァ）リネンタオルを体験できる特別パックです。
【タイムズクラブ会員限定特別パック】
■フィンランド満喫パック①
■フィンランド満喫パック②

13,300 円

10 ,300 円

＜価格に含まれるもの＞
・入館料（タオル・館内着レンタル込）
→タオルは LAPUAN KANKURIT の USVA バスタオル & ハンドタオルをお貸し出し
・お食事：フィンランドプレート（館内レストランにて）
・ボディケア：
パック① ボディケア + 白樺オイルのアロマヘッドケア 75 分コース
パック② ボディケア + 白樺オイルのアロマヘッドケア 45 分コース
・LAPUAN KANKURIT の USVA ハンドタオル 1 枚プレゼント
＊ボディケア最終受付 21:55

※土日祝・特定日は休日割増料 400 円追加

※タイムズクラブ会員限定パックです。ご利用の際、フロントにてタイムズクラブカードをご提示ください。

※当日、タイムズクラブカードをお忘れの場合はご利用いただけません。ご了承ください。※新規会員登録はご来館当日でも可能。入会金・年会費無料。

【PRESS CONTACT】 ご質問、取材や掲載に関するお問い合わせ
担当：竹形尚子（デイリープレス）T. 03-6416-3201 naotakegata@dailypress.org

運営：株式会社ビオトープ
※ 株式会社ビオトープは LAPUAN KANKURIT の日本国内総代理店です。
担当 加藤 美岬 kato@biotope.biz

