
ヘルシンキをベースに2016年5月に活動を開始した新ブランド、マイランドスケープ。フィンランドでとれる白樺材にプリントとレーザーカットを施したジュエリーを展開。

グラフィックデザイナーであるソニヤと、ジュエリー職人であるエリナの二人のフィンランド人女性によるスカンジナビアスタイルのジュエリーブランドです。ブランドの名

前にあるように、デザインのインスピレーションは、フィンランドの自然や景色から得ています。イヤリングとネックレスの金具には純度の高いスターリング・シルバーを

用いた質の高いジュエリーです。上品でありながらナチュラルでさわやかな、フィンランドの美しい自然を彷彿とさせる作品たちが揃いました。

最低ご注文数：5点から（アソートOK） 素材：白樺材、スターリング・シルバー、スチール 製造：フィンランド製

マイランドスケープ

●フックピアス 価格：7,500円（税別） サイズ：モチーフ部分4.5ｘ1.2ｃｍｘ2個 ＊金具はスターリング・シルバーです。

660-0003スクエアピアス
「ヴァルプ」（小枝）
ピンク

660-0004スクエアピアス
「カリオ」（岩）
ダークブルー

660-0001スクエアピアス
「ソーラ」（峠）
イエロー

660-0002スクエアピアス
「ソーラ」（峠）
ダークブルー

●スクエアピアス 価格：5,800円（税別） サイズ：モチーフ部分1.2ｘ1.2ｃｍｘ2個 ＊金具はスターリング・シルバーです。

●ブローチ ＊フックはピンバッチタイプ。金具素材はスチールです。

●ネックレス ＊金具はスターリング・シルバーです。

660-0011フックピアス
「ヒエタ」（細砂）

660-0012フックピアス
「ソーラ」（峠）

660-0013フックピアス
「クンプ」（丘）

660-0014フックピアス
「ヴィルタ」（パワー）

660-0015フックピアス
「ヴァルプ」（小枝）
イエローｘピンク

660-0016フックピアス
「ヴァルプ」（小枝）
ダークブルー

660-0113ブローチラージ
「ヴァルプ」（小枝）
ダークブルー
価格：4,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ4.8ｃｍ

660-0112ブローチラージ
「ヴァルプ」（小枝）
イエロー
価格：4,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ4.8ｃｍ

660-0111ブローチ
ラージ「ヴィルタ」（パワー）
価格：4,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ4.8ｃｍ

660-0101ブローチ
スモール
「クル」（渓谷）
価格：3,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ2.4ｃｍ

660-0102ブローチ
スモール
「カリ」（岩）
価格：3,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ2.4ｃｍ

660-0103ブローチ
スモール
「ルオト」（小島）
価格：3,500円（税別）
サイズ：4.8ｘ2.4ｃｍ

660-0221ロングネックレス
「ヴァルプ」（小枝）
ピンクｘダークブルー
価格：12,000円（税別）
サイズ：全長約80㎝

660-0222ロングネックレス
「ヴァルプ」（小枝）
ピンクｘイエロー
価格：12,000円（税別）
サイズ：全長約80㎝

660-0223ロングネックレス
「ヴィルタ」（パワー）
ピンクｘダークブルー
価格：12,000円（税別）
サイズ：全長約80㎝

660-0211 3パートネックレス
「ヴィルタ」（パワー）
ピンク
価格：14,000円（税別）
サイズ：全長約80㎝

660-0212 3パートネックレス
「ヴィルタ」（パワー）
イエロー
価格：14,000円（税別）
サイズ：全長約80㎝

660-0201ショートネックレス
「ヒエタ」（細砂）
価格：9,000円（税別）
サイズ：全長約45ｃｍ

660-0204ショートネックレス
「カリ」（岩）
価格：9,000円（税別）
サイズ：全長約45ｃｍ

660-0204ショートネックレス
「クル」（渓谷）
価格：9,000円（税別）
サイズ：全長約45ｃｍ

660-0203ショートネックレス
「ルオト」（小島）
価格：9,000円（税別）
サイズ：全長約45ｃｍ

ブローチの金具はシ
ンプルなピンバッチタ
イプ。着け外しがとっ
ても簡単。
洋服だけでなく、ス
トールや帽子、バッグ
などにも気軽に取り
付けられます。
ブローチ金具の素材
はスチールです。



ISAK ミッドナイトサン イメージフォト

ミッドナイトサンシリーズの商品バリエーションは、サンドラ自身とサンドラの5人家族、その生活を映し出したもの。森の中で料理して、ビーチで

バーベキューを楽しむ。寒い日にもブランケットにくるまって外に座り、大好きな友人や家族を招いて楽しい時間を過ごす。子供たちに物の価値を

教えてサステイナブルでハイクオリティなモノづくりをする。

そんなISAKのこだわりが伝わる、イメージフォトの一部をご紹介します。デザイナーであるサンドラとその家族たちの様子から、ISAKの目指すライ

フスタイルが伝わりますように…。

＊以下はイメージフォトデータの一例です。ミッドナイトサン製品をご注文頂いた際はISAKイメージフォトデータをご自由にお使いいただくことが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。



ミッドナイトサンは、シンプルでシックなカラーを使った少し大人なISAKの新コレクションです。

北欧に住む人たちにとってかけがえのない存在である太陽。そして春夏秋冬移り変わる北欧の自然や人々の生活。ミッドナイトサンは、そんな北

欧の夏と冬、白と黒、そして光と闇にインスピレーションを受けて生まれたデザインです。

ISAK ミッドナイトサン 商品リスト

650-0201
琺瑯両手鍋「ミッドナイトサン」3.5L
価格：8,800円（税別） ロット：1
素材：鉄鋼、琺瑯
サイズ：18ｘ18ｘH14cm
ポーランド製
＊ガス、IH対応。耐熱180℃。
＊琺瑯製品はギフトボックス入り

650-0202
琺瑯片手鍋「ミッドナイトサン」1L
価格：5,000円（税別） ロット：1
素材：鉄鋼、琺瑯
サイズ：14ｘ14ｘH8cm

650-0203
琺瑯ミルク・ソースパン
「ミッドナイトサン」0.7L
価格：5,500円（税別） ロット：1
素材：鉄鋼、琺瑯
サイズ：10ｘ10ｘH10cm

650-0204
琺瑯コーヒーポット
「ミッドナイトサン」1.5L
価格：8,000円（税別） ロット：1
素材：鉄鋼、琺瑯
サイズ：12ｘ12ｘH22cm

650-0401マグカップ「ミッドナイトサン」
価格：2,800円（税別） ロット：2
素材：陶磁器
サイズ：D8.5ｘH9.5cm
インドネシア製
＊陶磁器製品はギフトボックス入り

650-0402マグカップ「ダイヤモンド」
価格：2,800円（税別） ロット：2
素材：陶磁器
サイズ：D8.5ｘH9.5cm

650-0406カラフェS「ミッドナイ
トサン」
価格：5,000円（税別） ロット：1
素材：陶磁器
サイズ：D6.5ｘH17cm

650-0405カラフェL「ミッドナイト
サン」
価格：6,500円（税別） ロット：1
素材：陶磁器
サイズ：D8.5ｘH22cm

650-0404ディープディッシュM「ミッドナイトサン」
価格：2,200円（税別） ロット：1
素材：陶磁器
サイズ：D16ｘH3.5cm

650-0403ディープディッシュL「ミッドナイトサン」
価格：3,200円（税別） ロット：1
素材：陶磁器
サイズ：D21ｘH4.3cm

650-0407蓋付ボウル「ミッドナイトサン」
価格：6,500円（税別） ロット：1
素材：陶磁器
サイズ：D15ｘH7.5cm

650-0302木製ポットマット「ミッドナイトサン」
価格：3,500円（税別） ロット：1
素材：白樺材
サイズ：D21ｘH2cm
スウェーデン製
＊片面がブラック、片面がホワイトです。

650-0502ティータオルスクエア 2枚セット
「ミッドナイトサン」
価格：2,300円（税別） ロット：2
素材：コットン50％ｘリネン50％
サイズ：45ｘ45cm
リトアニア製

650-0501ティータオル「ミッドナイトサン」
価格：1,900円（税別） ロット：2
素材：コットン50％ｘリネン50％
サイズ：45ｘ70cm
リトアニア製

650-0701コットンブランケット「ミッドナイトサン」
価格：18,000円（税別） ロット：1
素材：コットン
サイズ：160ｘ140cm
リトアニア製
＊片面がブラック、片面がベージュがメインです。

650-0301 木製トレイD31cm「ミッドナイトサン」
価格：4,500円（税別） ロット：1
素材：白樺材
サイズ：D31ｘH1cm
スウェーデン製

650-0602チーズナイフ
価格：5,000円（税別）
ロット：1
素材：白樺、ステンレス
サイズ：19ｘ2.5ｘ2ｃｍ
イギリス製
＊専用袋入り

650-0603バターナイフ
価格：5,000円（税別）
ロット：1
素材：白樺、ステンレス
サイズ：16ｘ2.5ｘ2ｃｍ
イギリス製
＊専用袋入り

650-0601チーズスライサー
価格：5,500円（税別）
ロット：1
素材：白樺、ステンレス
サイズ：22ｘ7.5ｘ2ｃｍ
イギリス製
＊専用袋入り

陶磁器、琺瑯製品はオリジナルギフトボックス入り。大切
な方への贈り物にも最適です。

長編中央にひっ
かけ用のループ
がついています。
ロゴマーク付き
紙タグ付。

カトラリ―、キャンドルホル
ダーの木製部分は、イギリス
に工房を構えるペーター・
ウェスト氏による1点1点のハ
ンドカーブのアートピース。素
材には北欧を象徴する白樺
材を使用しています。最上の
素材の手触りをお楽しみくだ
さい。

カトラリ―のステンレス製
の刃部分は、1925年世
界で初めてチーズスライ
サーを製造したノル
ウェーのビョルクルンド社
のもの。現在でも手工業
を主流に世界一と称され
る刃づくりを行っています。

650-0604白樺キャンド
ルホルダーS
価格：7,000円（税別）
ロット：1
素材：白樺
サイズ：D10ｘH10ｃｍ
イギリス製

650-0605白樺キャンド
ルホルダーL
価格：10,000円（税別）
ロット：1
素材：白樺
サイズ：D10xH15.5ｃｍ
イギリス製

琺瑯には製造上、ガラス質の釉薬がのり
にくい端部（鉄の切り口）や、焼成の際に
針に吊るす箇所（針跡）等、釉薬が薄く
なっている箇所が見られます。また釉薬
の空気が抜ける小さな空気穴が見られる
ことがあります。こちらは製造上避けるこ
とのできない特性となり品質不良ではご
ざいませんのでご了承ください。

■琺瑯製品の品質についてのご注意点



大人気のムーミンモチーフが木製ポストカードになりました！フィンランド産の、厚みのあるしっかりとしたフィンランド産の白樺の木を使用したナチュラルなポストカード。印刷もフィンランド

で丁寧に行われています。このポストカードのイラストは、1960年に出版された「Vem ska trosa Knyttet?」というトーベ・ヤンソンによるムーミン絵本の挿絵が使われています。怖がりで寂

しがり屋の妖精クヌッテが、仲間を探す旅に出るお話。大冒険の末、素敵なパートナーに巡りあい結婚するというとってもかわいいお話なのです。木の香りと一緒に、届けるメッセージカー

ドは、特別感たっぷり。大切な人への気持ちが伝わる、ポストカードです。受け取った方は、アートカードとして、お部屋の壁に飾って楽しむこともでき、二倍お得なポストカードです！郵送

は120円切手。＊天然木を使用しているため、木目の出方に若干の個差がありますのでご了承ください。

価格：1,300円（税別） サイズ：10ｘ15ｃｍ 素材：白樺材 ロット：２ フィンランド製

カムトゥスカンジナビア

653-0401
ムーミン森の中

653-0402
サニー

653-0403
ムーミンママ

653-0404
レモネード

653-0405
スナフキンと横笛

プルートプロダクト

ショップでのディスプレイにぴったりな、
CTSオリジナル木製ポストカードスタ
ンド（折りたたみ式）。
９種類ｘ８枚（72枚）の木製ポストカー
ドをご注文頂いた際はこちらのディス
プレイスタンドを無料で差し上げます
ので、ご注文時にお申し付けください。

価格：3,000円（税別）
*什器のため上代・下代設定はありま
せん。上記価格が販売価格です。
サイズ：幅35ｘ奥行き30ｘ高さ50ｃｍ
（組み立て時）
ロット：１
素材：段ボール紙

●ポストカードディスプレイスタンド

215-0325 ミッフィー 215-0326 スモールミッフィー 215-0327 ペイントミッフィー 215-0328 ずるネコ 494-0023
「ミッフィー」
ゴールド

494-0024
「ミッフィー」
シルバー

●ロータリーキャンドルホルダー
価格：1,600円（税別） ロット：3 サイズ16.5ｘ5ｃｍ

●温度計
価格：2,500円（税別） ロット：2 サイズ：17ｘ13ｃｍ

●ブックマーク 価格：700円（税別） ロット：3 サイズ：7ｘ4ｃｍ
●キッチンワイプ 価格：550円（税別） ロット：3 サイズ20ｘ18ｃｍ

313-0130 ミッフィー 313-0131 ずるネコ 317-0015 温度計「ミッフィー」

吸盤で窓に取り付
けます。
窓の内側で室内温
度、外側で屋外温
度、どちらでも取り
付け可能です。

●ベルサ新アイテム登場！ ベルサ柄に新アイテムが仲間入りしました。食卓でも活躍しそうなスクエアプレー
トです！また、テーブルを華やかに彩るテーブルランナーも。

653-0406
インザレイン

653-0407
フィッシング

653-0408
インザオーシャン

653-0409
パーティー

653-0410
ウェディング

651-0017 スクエアL
価格：4,800円（税別）
23ｘ23ｃｍ ロット：2

651-0017 スクエアL
価格：4,000円（税別）
15ｘ15ｃｍ ロット：2

651-0015 テーブルランナー「ベルサ」
価格：4,800円（税別） サイズ：145ｘ40ｃｍ
素材：リネン100％ ロット：2

日本でも大人気のミッフィーモチーフ登場です！また、何かを企んでいるような・・・ちょっとくせのあるネコちゃんの新モチーフ「ずるネコ」キャラも新登場！


