A SIMPLE MESS （ ア シンプル メス）とは、その名の通り、シ
ンプルで美しいメス（ごちゃごちゃ感）を意味します。
魅力的にごちゃごちゃした家では、そこに住んでいる人を本当に感
じることが出来ます。その様な散らかり方が、家に温かみと個性（
パーソナリティ）をもたらします。
家は、住む人の生活を表現する場所です。
そこが、少々散らかっていようがいまいが問題ではありません。散ら
かっていること、それは人生がプロセスであり、家は遊び生活する活
動の場所であることを表しています。
家には、人が本当に住んでいる痕跡があります。

ア シンプル メスは、創造的で女性的なインテリアのユニバース（世
界）を描いています。自然素材と職人に光を当て、人工素材を
使用せず、職人が手で作りだしています。
ア シンプル メスのコレクションは、ルィーズ自身が創造したパターン、
形、アートから成り立ち、彼女が世界中を旅してインスピレーション
を受けた物やテキスタイルが含まれます。

ア シンプル メスの商品は、どの家に置かれても、そこで（魂）ソウ
ルと（個性）パーソナリティを創り出します。

Louise Dorph
両親は画家です。家にテレビは無く、絵の具、筆、キャンバス、スケッチ、絵画に囲まれ、友達
の家とは違う家でした。創造性を育む素材に囲まれて育ちました。
長年に亘りスタイリスト、後にデンマークのデザイン雑誌の編集長を務めました。情報を提供す
る仕事は素晴らしいが、自分のルーツに立ち返り、より創造的でありたいと願い、彼女のインテ
リアブランドA Simple Messを立ち上げました。
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ガラスボール Lamel
上代 4,000円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635827
品番：963582
ｻｲｽﾞ：約8cm
中国製

ガラスボール Sloer
上代 4,000（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635834
品番：963583
ｻｲｽﾞ：約7.5cm
中国製

ベース Bloed
上代 3,500円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635902
品番：963590
ｻｲｽﾞ：約12×10cm
中国製

※税抜価格です

ベース Violet
上代 5,000 円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635919
品番：963591
ｻｲｽﾞ：約21×10.5cm
中国製

ベース Moes
上代 8,000円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635926
品番：963592
ｻｲｽﾞ：約24×19cm
中国製

ベースセット Karine fiower ２pcs
上代 3,500円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636640
品番：963664
ｻｲｽﾞ：約7.5xH8.5cm
約7.5×H10cm
ハンドメイド、インド製

キャンドルライト Amat
上代 6,800円（税抜）
素材：ステンレススチール
JAN：5722009637265
品番：963726
ｻｲｽﾞ：約19x12×13cm
インド製

※税抜価格です

ベースセット Karine heart 2pcs
上代 3,500 円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636633
品番：963663
ｻｲｽﾞ：約7.5xH8.5cm
約7.5×H10cm
ハンドメイド、インド製

キャンドルライト Aman
上代 5,000円（税抜）
素材：ステンレススチール
JAN：5722009637241
品番：963724
ｻｲｽﾞ：約14x11×6cm
インド製

ジャー ウィズ リッド ヒーラー
上代 3,500円（税抜）
素材：真鍮
JAN：5722009637272
品番：963727
ｻｲｽﾞ：約8xH8cm
インド製

ハンドメイドの為、製品によって違いがあるものがございます。

ティーライト Kathrina
上代 3,800 円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636657
品番：963665
ｻｲｽﾞ：約10x15.5cm
ハンドメイド、インド製

ベースセット “Kastanje”set of 2
上代 4,500（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009635216
品番：963521
ｻｲｽﾞ：約8xH6.5cm
約6×H8cm
ハンドメイド、ｲﾝﾄﾞ製

ベース Oest
上代 6,000円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636695
品番：963669
ｻｲｽﾞ：約19x18cm
中国製

ノート Whisper
上代 650 円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636824
品番：963682
ｻｲｽﾞ：約21x14cm
インド製

ベース Vaest
上代 8,000円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636701
品番：963670
ｻｲｽﾞ：約29x19cm
中国製

ノート Frosty
上代 650 円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636831
品番：963683
ｻｲｽﾞ：約21x14cm
インド製

3種とも取り寄せ対応
※税抜価格です

ノート Ashley
上代 650円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636848
品番：963684
ｻｲｽﾞ：約21x14cm
インド製

ベース Nord
上代 10,000 円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009636718
品番：963671
ｻｲｽﾞ：約38x17.5cm
中国製

ノート Whisper
上代 850円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636855
品番：963685
ｻｲｽﾞ：約25x18cm
インド製

ノート Green
上代 850 円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636862
品番：963686
ｻｲｽﾞ：約25x18cm
インド製

3種とも取り寄せ対応

ノート Ashley
上代 850円（税抜）
素材：コットン、紙
JAN：5722009636879
品番：963687
ｻｲｽﾞ：約25x18cm
インド製

ベース Whisper
上代 5,500円（税抜）
素材：ストーンウェア
JAN：5722009636916
品番：963691
ｻｲｽﾞ：約18xH20cm
中国製

ベース aegan
上代 5,500円（税抜）
素材：ストーンウェア
JAN：5722009636923
品番：963692
ｻｲｽﾞ：約18xH20cm
中国製

ベース Miv
上代 3,700円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009637081
品番：963708
ｻｲｽﾞ：約13xH13cm
ハンドメイド、中国製

※税抜価格です

ハンドメイドの為、製品によって違いがあるものがございます。

ベース frosty
上代 5,500円（税抜）
素材：ストーンウェア
JAN：5722009636930
品番：963693
ｻｲｽﾞ：約18xH20cm
中国製

ベース Mak
上代 9,500円（税抜）
素材：ガラス
JAN：5722009637098
品番：963709
ｻｲｽﾞ：約25xH27cm
ハンドメイド、中国製

ティーライト Rams
上代 3,000 円（税抜）
素材：ストーンウェア
JAN：5722009637135
品番：963713
ｻｲｽﾞ：約11.5×H5.6cm
ハンドメイド、中国製

ミラー
上代 6,800円（税抜）
素材：アッシュ
JAN：5722009635162
品番：963516
ｻｲｽﾞ：約22x7×20.5cm
中国製

※税抜価格です

ティーライト Rant
上代 3,800円（税抜）
素材：ストーンウェア
JAN：5722009637142
品番：963714
ｻｲｽﾞ：約14×H6cm
ハンドメイド、中国製

バード ビルガー ピンク
上代 2,500円（税抜）
素材：セラミック
JAN：5722009636886
品番：963688
ｻｲｽﾞ：約7xH10cm
中国製

ハンドメイドの為、製品によって違いがあるものがございます。

バスケットセット“Myg”set of 2
上代 35,000円（税抜）
素材：海草
JAN：5722009634455
品番：963445
ｻｲｽﾞ：約37xH53cm
約46×H62cm
ベトナム製

バスケットセット Astra 2 pcs
上代 10,000円（税抜）
素材：海草
JAN：5722009637364
品番：963736
ｻｲｽﾞ：約35x25×19.5cm
約40.5×30.5×23.5cm
約46×36.5×27cm
ベトナム製

取り寄せ対応

取り寄せ対応

ランタン Tusk
上代 12,000円（税抜）
素材：竹、ガラス
JAN：5722009636992
品番：963699
ｻｲｽﾞ：約45x42cm
中国製

取り寄せ対応
※税抜価格です

ランタン Aals
上代 6,000円（税抜）
素材：籐
JAN：5722009637319
品番：963731
ｻｲｽﾞ：約23xH27cm
ガラス約12×12cm
中国製

取り寄せ対応

