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リバティプリントで華やかに彩る、オトナ女子旅
LIBERTY PRINT LINEに新色・新アイテムが登場！
インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画/開発/販売を行う株式会社 イデアインターナショナル（本社：東京都港区、代表：森 正人）は、
“毎日を旅するように暮らす”大人へ向けたトラベルブランド
「MILESTO（ミレスト）
」にて展開中のシリーズ「LIBERTY PRINT LINE（リバティプリントライン）
」
より、
新型のオーガナイザーおよび新色を2017年3月に発売致しました。

LIBERTY PRINT LINE
（リバ ティプリントライン ）

キャリーの内張りやオーガナイザー、ポーチ、折りたたんで持ち運べるレインブーツや吸水ポーチ付きの折りたたみ傘まで、
リバティプリントを贅沢に使用した“女の子のための”旅支度アイテムが揃います。

▷ LIBERTY FABRICS
・ファブリックス）。
130年以上の歴史を持つ、
ロンドンの老舗テキスタイルのLiberty Fabric（リバティ
s
独特の美しい色彩と繊細なタッチで描かれるリバティプリントは、
ファッション界においても絶大な支持を集めています。
【フローラル・イヴ】

【イルマ】

【ワイルド・フラワーズ】

レイチェル・ペダー・スミスが完成まで766日を
費やした長さ5メートルを超える大きな
「植物標本画集」
の
中 からとった柄です。現 代のD NAをもとにした
分類システムに沿った順番で顕花植物を科名ごとに
1つの標本に描いていくというこの作業は、
まさに芸術と
科学の融合です。
デザインに選んだのは花の各要素が
最も表れたものでした。

2013年春夏コレクションで発表された柄です。
正確な筆づかいから極小さな鉛筆の跡に至るまでを
再現するためにデジタルプリントを使っています。
ユーフォルビア、
ポピー、
アストランティア、
イベリスの
花々が優しくどことなく幻想的な草原を創り出します。

この柄はスー・ブラックウェルが19世紀初期の
「英国野花図鑑」の中で見つけたあるイラストを
切り抜いたことから生まれたものです。
子どもの頃英国で休暇を過ごしていたスーの
思い出をヒントにしたワイルド・フラワーズには、
彼女のとどまることのない情熱が表れています。

リバティプリントを贅沢に使用した、魅せたくなるハードキャリー
内張りにリバティプリントを使用した、彩り華やかな旅支度を叶えるハードキャリー。
持ち手の本革とシボ加工を施したボディが洗練された印象。機内持ち込み可能なキャビンサイズと長期旅行にも適した大容量66Lをラインナップ。
＜キャビンサイズ＞

＜66Lサイズ＞

商品名 ：ハードキャリー リバティプリント キャビンサイズ/66Lサイズ

ネイビー

ベージュ

ライトブルー

価

サイズ ：キャビンサイズ：W390×H520×D240[mm]

格 ：￥29,000（税抜）/ ￥36,000（税抜）

カラー ：フローラルイヴネイビー

66Ｌサイズ：W470×H680×D270[mm]

NEW

イルマベージュ、
ワイルドフラワーズライトブルー

材

質：本体：ポリカーボネート/本革、内装：ナイロン

重

量：キャビンサイズ：2.9kg（35L）/ 66Lサイズ：4.2kg

※商品ごとに柄の見え方が異なります。

■ 会社概要

■ 掲載クレジット

会社名 ：株式会社 イデアインターナショナル
（ R I Z A Pグ ル ープ 株 式 会 社 グ ル ープ ）

代表取締役 ：森 正人
設立年月日 ：1995年（平成7年）11月30日
本社住所 ：〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル3階
事業内容 ：1.製造卸売事業

2.小売事業

証券銘柄コード ：3140（東京証券取引所 JASDAQ）
URL ：http://idea-in.com/

■ 公式SNSアカウント

MILESTO（ミレスト）/イデアインターナショナル
URL：http://milesto.jp

Tel.03-5446-9530

@milesto.jp
@MILESTO.jp
@MILESTOjp
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ラゲッジオーガナイザー S / M

ダブルポケットオーガナイザー S / M

かさばる衣類をすっきり収納できる専用ポーチ。目的別や種類別にサイズを組み合わせて、
キャリーケースの中を整理整頓。快適な旅支度が叶います。

旅先で使用する着替えやタオル類、アメニティなどを2つのポケットに分けて収納できる専用ポーチ。
未使用/使用済みのアイテムを分けたり、目的や種類別に仕分けができるので整理整頓が簡単。

S・Mサイズ

Sサイズ

Mサイズ

商品名 ：リバティプリント ラゲッジオーガナイザー S/M
価

サイズ ：Sサイズ：W285×H190×D100[mm]

格 ：￥2,800（税抜）/ ￥3,500（税抜）

カラー ：フローラルイヴネイビー

S・Mサイズ

Mサイズ：W400×H290×D100[mm]
材

NEW

質：表：ナイロン、裏：ポリエステル

Sサイズ

Mサイズ
サイズ ：Sサイズ：W285×H190×D130[mm]

商品名 ：リバティプリント ダブルポケットオーガナイザーS/M
価

格 ：￥3,400（税抜）/ ￥4,000（税抜）

カラー ：フローラルイヴネイビー

イルマホワイト、
ワイルドフラワーズホワイト

Mサイズ：W400×H280×D130[mm]
材

NEW

イルマホワイト、
ワイルドフラワーズホワイト

ポケッタブルレインブーツ M / L

巾着ポーチ

折りたたんでコンパクトに持ち運べるレインブーツ。リバティプリントをあしらった履き口には
アジャスターが付いており、雨の侵入を防ぎます。レインブーツと同じ柄の巾着が付属。

旅先で使うシューズや小物、ヘアアイロンなどの収納に。

新色フローラルイヴネネイビー

折りたたんで付属巾着に収納

格 ：￥6,000（税抜）

カラー ：フローラルイヴネイビー

新色フローラルイヴネネイビー

アジャスター付き
材

商品名 ：リバティプリント ポケッタブルレインブーツ M/L
価

NEW

イルマネイビー、
ワイルドフラワーズネイビー

靴の収納に

ヘアアイロンやブラシの収納に

商品名 ：リバティプリント 巾着ポーチ

サイズ ：W245×H350[mm]

本体：合成ゴム

価

材

インナー（裏生地）
：コットン100%

カラー ：フローラルイヴネイビー

質：＜レインブーツ＞

格 ：￥2,300（税抜）
NEW

イルマホワイト、
ワイルドフラワーズホワイト

履き口：ナイロン100%

サイズ ：本体：＜M＞ 履き口380[mm]、高さ400[mm]

＜付属巾着＞

サイズ目安 38（約24cm）

ナイロン/ポリエステル

＜L＞ 履き口390[mm]、高さ400[mm]
サイズ目安 40（約25cm）
巾着：W310×H350[mm]

吸水ポーチ＆折りたたみ傘セット
濡れた傘をそのまま収納できる吸水ポーチとオリジナルの折りたたみ傘がセットに。
軽量でかさばらず持ち運びしやすいので、旅先での突然の雨も安心。

イルマベージュ

ワイルドフラワーズネイビー

商品名 ：リバティプリント 吸水ポーチ＆折りたたみ傘セット
価

材

濡れた傘をそのまま収納
質：＜傘＞

格 ：￥3,800（税抜）

傘骨・元親骨・中棒：アルミニウム合金

サイズ ：ポーチ：W95×H270[mm]

その他部分：カーボン樹脂、生地：ポリエステル100%

傘：折りたたみ時 W55×H220[mm]

ハンドル・石突：ABS樹脂

カラー ：イルマベージュ、
ワイルドフラワーズネイビー

＜ポーチ＞
備

表：ナイロン、裏：ポリエステル

考：親骨の長さ：約50cm

※縫製製品の為、サイズはおおよその値となります。商品ごとに柄の見え方が異なります。

■ 会社概要

■ 掲載クレジット

会社名 ：株式会社 イデアインターナショナル
（RIZAPグループ株式会社 グループ）

代表取締役 ：森 正人
設立年月日 ：1995年（平成7年）11月30日
本社住所 ：〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル3階
事業内容 ：1.製造卸売事業

質：表：ナイロン、裏：ポリエステル

2.小売事業

証券銘柄コード ：3140（東京証券取引所 JASDAQ）
URL ：http://idea-in.com/

■ 公式SNSアカウント

MILESTO（ミレスト）/イデアインターナショナル
URL：http://milesto.jp

Tel.03-5446-9530

@milesto.jp
@MILESTO.jp
@MILESTOjp

質：ナイロン

