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人気の絵本シリーズ「くまのがっこう」と、
スウェーデンの人気デザイナーとのコラボ商品登場

カッティングボード

株式会社キャラ研(本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒木 博)は、株式会社アンドフィーカ(本社：東京
都品川区、代表取締役：今泉 幸子)と協力のもと、人気絵本シリーズ「くまのがっこう」と、北欧デザイ
ナー、アンナ・バリエ氏とのコラボシリーズ「Jackie in Scandinavian Style」を 2015 年 12 月 2 日に
発売いたします。
販売は北欧雑貨インポート卸の株式会社アルコデザイン(本社：大阪市西区、代表取締役：伴 敏行)が行い、
全国百貨店での北欧関連イベント、arco store(アルコストア・名古屋、大阪、オンライン)、
「Scandinavian Pattern Collection」公式ウェブショップ等にて取扱う予定です。

「くまのがっこう」は、11 ひきのやさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなおん
なのこ、ジャッキーがくりひろげる一日のお話を描いた絵本シリーズで、累計部数 210 万部。絵本だけ
でなく、多くのキャラクター商品が発売されています。今回のコラボシリーズでは、「もしジャッキーが
北欧の森に行ったら・・・」という想定で、アンナ・バリエ氏が自由に創りだした、オリジナル絵本には
登場していない動物たちがたくさん登場します。よく見ると、トナカイの背中は、スウェーデンの伝統工
芸品ダーラナホース風、フクロウはジンジャークッキーのアイシング風、森でよく見かけるハリネズミや
リスなど、パターン柄のなかに、北欧らしいモチーフが隠されており、子育て中のお母さんでもあるアン
ナ・バリエ氏の、遊び心が満載です。
「くまのがっこう」の作者あいはらひろゆき氏は、この本ができる前からずっと、大の北欧好きで、北欧
の人々が、日常の暮らしをそれぞれのスタイルで楽しむ様子に魅かれてきました。「なんでもないけどあ
ったかい一日のくらし」という「くまのがっこう」のコンセプトは、北欧の人々のライフスタイルに通じ
るものがあります。また、絵本シリーズ 10 冊目「ジャッキーのはつこい」では、ジャッキーの北極に住
んでいるあこがれのボーイフレンドと二人でオーロラを見る初デートシーンが登場しています。
アンナ・バリエ氏は、株式会社アンドフィーカが展開している北欧デザインコレクション
「Scandinavian Pattern Collection」に所属する人気デザイナーです。カラフルで、想像力あふれる楽
しいモチーフが人気の秘密です。本国スウェーデンにおいては、大ヒットのベビーカートイ Skummis を
手がけ、現在は Farg＆Form 社が取り扱っています。日本においても、バッグ、ポーチ、ステーショナリ
ーなど、さまざまな商品が発売されています。
今回のコラボ商品は、北欧ライフスタイルの象徴である、スウェーデン産の白樺トレイ、カッティングボ
ード、コースターからスタートします。スウェーデンの国内工場で一つひとつ丁寧に作られた、高品質の
商品です。
＜商品についての詳細＞
シリーズ名：Jackie in Scandinavian Style
発売元

：株式会社キャラ研

発売日

：2015 年 12 月 2 日

販売場所

：渋谷ヒカリエ 5 階（2015 年 12 月 2 日～12 月 25 日)
阪急うめだ

9 階祝祭広場（2015 年 12 月 2 日～12 月 15 日)

arco store osaka
arco store nagoya
arco store online+R 楽天 http://www.rakuten.co.jp/arcostore/
など

1)トレイ
サイズ：36×28cm
素材

：白樺積層合板、メラミン樹脂加工

価格

：税別 3,800 円

柄数

：5

2)カッティングボード
サイズ：30×20cm
素材

：MDF、メラミン樹脂加工

価格

：税別 3,000 円

柄数

：5

3)コースター
サイズ：φ9cm
素材

：白樺積層合板、メラミン樹脂加工

価格

：税別 600 円

柄数

：5

＜その他の情報＞
■くまのがっこう
11 ひきのやさしいおにいちゃんくまのこたちと、いたずらできかんぼうなおんなのこ、ジャッキーがく
りひろげる、なんでもないけれどあったかい一日のお話を描いた絵本シリーズ。2002 年発行以来の累計
発行部数 210 万部。
http://bears-school.com
■アンナ・バリエ
動物や花をモチーフに、人々をホッと和ませるカラフルなパターンを展開。楽しげなキッズ用デザインが
得意で、Farg＆Form 社によるベビーカートイ Skummis は大ヒットしました。
http://annaberger.se/
■Scandinavian Pattern Collection
2014 年春、アンドフィーカが、北欧現地パートナーであるスウェーデンスタイル（スウェーデン、スト
ックホルム、代表：山本 由香、 http://www.swedenstyle.com )との共同事業としてスタートしたデザ
インプロジェクトで、北欧で現在活躍中のデザイナーによる、何千というパターンデザインを取り揃えて
います。法人向けのビジネスマッチングサービスだけではなく、北欧と和の融合をテーマにした、消費者

向けのユニークなデザインイベントを実施しています。アルコデザインは、2015 年より、オフィシャ
ル・ディストリビューション・パートナーとして加わり、売場の拡大、オリジナル商品の開発を行ってい
ます。

Jackie in Scandinavian style (C)BANDAI / Anna Berger

【キャラ研について】
名称

： 株式会社キャラ研

所在地

： 〒150-0012

代表者

： 代表取締役

設立

： 2005 年 9 月

東京都渋谷区広尾 5-4-11

ベルナハイツ B 棟 7-1 号室

黒木 博

事業内容： 国内発絵本キャラクター「くまのがっこう」と「ルルロロ」の版権管理・ライセンス管理窓
口会社として、多くの人々に愛されるロングセラーキャラクターのブランディングを手掛けています。
URL

： http://www.charaken.com/

【アルコデザインについて】
名称

： 株式会社アルコデザイン

所在地

： 〒550-0003

電話

： 06-6448-5880

代表者

： 代表取締役

設立

： 1993 年 12 月

大阪府大阪市西区京町堀 1-15-7
伴 敏行

事業内容： 雑貨・家具の輸入販売、
北欧デザイナーによるオリジナル商品の開発・製作・販売
URL

： http://www.arco-d.co.jp

【アンドフィーカについて】
名称

： 株式会社アンドフィーカ

所在地

： 〒141-0021

電話

： 03-6721-9090

代表者 ： 代表取締役
設立

東京都品川区上大崎 1-30-50 シード花房山 306
今泉 幸子

： 2010 年 1 月

事業内容： キャラクター、ブランド、デザイン等、著作権、商標権、

その他の知的財産権の許諾、および許諾代理業務
上記業務、その他の関連業務に関する、デザイン、
マーケティング、コンサルティング
URL

： http://www.andfika.co.jp

■本件に関するお問合せ先
【絵本シリーズ「くまのがっこう」および商品の詳細について】
株式会社キャラ研
〒150-0012
Tel

東京都渋谷区広尾 5-4-11

ベルナハイツ B 棟 7-1 号室

： 03-3473-9501

E-mail： cs@charaken.com

【販売について】
株式会社アルコデザイン
〒550-0003
Tel

大阪府大阪市西区京町堀 1-15-7

： 06-6448-5880

E-mail： info@arco-d.co.jp

【コラボ企画全般について】
株式会社アンドフィーカ
〒141-0021
Tel

東京都品川区上大崎 3-10-50

： 03-6721-9090

E-mail： info@andfika.co.jp

シード花房山 306

