
スウェーデン語でミューシグと読みます。
居心地のよい空間で気持ちが落ち着き、
心からリラックスできることを表わす形容詞です。
そんなミューシグの精神に基づいて日々の生活に潤いと
豊かさをもたらす様々なアイテムを作りだしてきます。
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長年培ってきた北欧ブランドとの繋がりを糧に
アカツキコーポレーションが新しく挑戦します。

ニューノーマルの流れの中で、断舎利が加速し
少ないモノに囲まれて豊かに暮らす「ミニマリズム」へ世の中がシフトしています。

その行きつく先は、
「最高の定番品」「流行に左右されないアイテム」「愛着の持てるデザイン」
であると考えます。

そこで気づくことは、北欧のデザインこそ、この概念に最も当てはまるということです。

『北欧デザインをより日本生活にマッチするようにアレンジする事』

新たに生活雑貨ブランド「MYSiG」を立ち上げ北欧と日本の架け橋になるようなブランドをめざします。
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袋ｻｲｽﾞ:L W34xH36cm ﾏﾁ15㎝ 耐荷重15kg
M W29.5xH29.5cm ﾏﾁ15㎝ 耐荷重10kg

Classix エコバック

ポリエチレン不織布を使用した高級スーパーの紙袋
のような雰囲気のエコバックです。
四角い形状なので中に入れた物が傾くことが少なく安心。
食料品を買って電車に乗っても恥ずかしくありません。

ポリエチレン不織布は水をはじくのに通気性のある素材です。
雨に濡れても、繰り返し使えます。
某高級スーパーの紙袋と同じサイズ展開。
布製のエコバックとは一味違うオシャレな買い物袋です。

M￥1,800/L¥2,200

小さく畳んで
ゴムで留める

ｸﾗﾌﾄ /M 4971587534096
L 4971587534072

ｼﾙﾊﾞｰ/M 4971587534102
L 4971587534089

材質：ポリエチレン
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開く
履いてた靴が入
れられます！

洗えるシンセティックレザースリッパ
（収納トート付き）

ユニセックスな形の携帯用スリッパ

場所を選ばないシンプルなデザインで、スリッパの
入っていたポーチを広げればトートバッグになり、
履いてきた靴を入れることもできます。
洗えるPUレザーを使用してます。
底材は丈夫で滑りにくいTPRを使用（ラバー系素材）

いろいろなシーンで大活躍
・スペアシューズ
・ドライビング
・オフィス
・学校行事
・おけいこ教室
・旅先のホテル
・飛行機の機内 etc

¥3,500

サイズ：ポーチ収納時:W18xD7ｘH29.5㎝、
トート時:W40xH30㎝ マチ7㎝ 持ち手44㎝)
材質 ：スリッパ 表地：合成皮革
中地：ポリエステル ／ 芯材:ポリエチレン、
EVA樹 ／ 底：TPR ・／
バッグ表地：合成皮革 裏地：ポリエステル
水洗い可
中国製
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ポインテッドトゥスリッパ

はきごごち、かっこよさ、ちょうどいい感じ
のスリッパです

洗えるレザーを使っているので、丸洗いが
できて衛生的。

ブラウン・ホワイト・ブラック・グレー 全４色
￥1,300

適応サイズ：M : 22.5～24.5cm L : 25.0～26.5cm
表地：合成皮革 裏地/底部:ポリエステル、
芯材:EVA樹脂・ポリウレタン、すべり止め:ポリエステル
水洗い可
中国製 アイボリー

M 4971587538872
L 4971587538902
ブラウン
M 4971587538889
L 4971587538919
ブラック
M 4971587538865
L 4971587538896
グレー
M  4971587539121
L 4971587539138滑り止め付き
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スウエード調布団収納ケース

肌ざわりが気持ちいい、インテリアになじむ布団ケース

表面の生地はは肌触りが良く、インテリアのクッション
としても最適です
また、高級感を感じさせるスウェード調の生地を使用し
ている為、
インテリアをおしゃれに演出します。

ベージュ
4971587538926
グレー
4971587538933

￥2,500

サイズ：約直径57ｘH20cm
表地：ポリエステル、ポリウレタン
洗濯機洗い可
中国製

オフシーズンにかさばる布団がクッションに
早変わり冬用の羽毛布団1枚が入るサイズです。
（夏用掛け布団ならば、2枚程度）
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スウェード調カバー付きジェルシートクッション

なめらかな生地にさりげないステッチがさえる、上質な
シートクッションハニカム構造のジェルシートクッション
とカバーがセットになったアイテムです
弾力性の高いジェルシートは、長時間座っていてもお尻が
痛くなりづらいハニカム構造。
ダイニングでのテレワーク時にも最適なアイテムです。

ベージュ
4971587539039
グレー
4971587539046

￥3,500

サイズ:約38x32x3cm
表面：カバー：ポリエステル、ポリウレタン
裏面：綿 ／ クッション：SEBS樹脂
カバー：洗濯機洗い可
中国製

ハニカム構造のジェルシート
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足サラルームサンダル

ヘンプ素材をインソールに使い、足がさらさらと
気持ちいい夏スリッパ甲の部分には幅広のPUレザー
を使い外履きサンダルのような高級感
甲裏には足さわりのよい綿麻生地を使用

適応サイズ：M : 22.5～24.5cm L : 25.0～26.5cm
表地：合成皮革 裏地/綿麻、インソール/植物繊維（ヘンプ）
底部:EVA樹脂
中国製

アイボリー
M 4971587545306
L 4971587545344
テラコッタ
M 4971587545337
L 4971587545375
ブラック
M 4971587545313
L 4971587545351
イエローオーカー
M  4971587545320
L 4971587545368
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MYSiG デザイナーズプリント シリーズ

Heidi Hynynen

Venla-Ilona Malkki

Merita Pesonen

フィンランドのパターンデザイナーです。2014年テキスタイルデザインの
学位を取得し卒業しました。現在はヘルシンキ近くでPiirre Collectiveパターン
デザイナーの一人として働いています。仕事のためのインスピレーションは
毎日の生活の中から見つけています。彼女は特に子供と子供心をもった
人達のためにパターンをデザインするのが好きです。シンパセティックで明るく
陽気なデザインスタイルで彼女のパターンの周りに一体となった
世界を創造する才能に特に恵まれています。
Textile design ：Treasure map

フィンランドのテキスタイルデザイナーです。2014年Kuopio Academy of Design
をデザイン学士として卒業しました。Kuopioに住み、Piirr Collectiveのメンバーです。
おとぎ話と過去にあった素敵なものからインスピレーションを貰っています。
しかし笑いをもたらす毎日の生活からもインスピレーションを貰っています。
彼女のデザインは陽気なテーマ、幸せな色とイマジネーションの
コンビネーションです。
Textile design ：Fairy tales

テキスタイルデザインの学士を持っています。フィンランドの東Kuopio
と言う町に住んでいます。デザイン会社Piirre Collectiveのメンバーです。
林の中を長時間歩き探検することでインスピレーションが湧きます。
鮮やかな色、はっきりした形と驚くような素材の組み合わせが好きです。
デザイナーとしての彼女のスタイルは明瞭でグラフィック的、
かつ洞察力に満ちています。特に花のパターンをデザインするのが好きです。
Textile design ：Bluebells

designer profile

北欧のデザイナーのテキスタイルを元に
日本の生活にマッチするようなアイテムにアレンジ。

北欧ならではの植物のテキスタイル、
大人から子供まで楽しくなるようなテキスタイル

日本の生活シーンになじむ北欧柄は
生活に潤いと豊かさをもたらしてくれます。
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Treasure map NV
4971587533785

Bluebells GY 
4971587533792

Bluebells GY
4971587533778

Treasure map NV
4971587533761

パッカブルレジカゴトート

仕事帰りのお買い物やお出かけの帰りのお買い物
シーンにも小さく畳めるのでバックに入れておけば安心
￥2,700
サイズ：約57x36 ﾏﾁ22cm 収納時:約6x16x4㎝
材質：ポリエステル

リバーシブル2wayバッグﾞ
表は北欧柄のトート
裏返せば裏地柄のスタイリッシュなナップサックに
￥2,500
サイズ：約36x44.5cm 持ち手58cm

材質：ポリエステル
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マスクポーチ
￥1,200
サイズ:約19.5x12cm

ティッシュポーチ
￥800
サイズ:約15x11cm

Treasure map WT
4971587533662

Treasure map NV
4971587533679

Bluebells GY
4971587533686

Treasure map WT
4971587533693

Treasure map NV
4971587533709

Bluebells GY
4971587533716

材質：ポリエステル

材質：ポリエステル
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1.Treasure map NV
4971587533846

3.Fairy tales BK
4971587533839

2.Sweet Thicket WH
4971587533822

ビーンズエコバック

5秒で収納できるエコバックビーンズに北欧柄が追加されます。
￥1,200
約39x35.5 マチ10cm[収納時]φ約6cm[持ち手]約73cm

たたみ方は
簡単5秒！

肩部分：すべり止めつき

5.Bluebells GY
4971587533808

4.Ravens and plants WH
4971587533815

1 2 3

4 5

材質：本体/ポリエステル、滑り止め/フェルト
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リュック
北欧のシンプルな形を表現したバッグ
背負ったまま取り出せる背中部分に
ポケットを付けてより機能的に
￥3,800
材質：ポリエステル

ショルダーバッグ

北欧のシンプルな形を表現したバッグ
ユニセックスに使えるアイテム
縦型￥2,600 横型¥2,800
材質：ポリエステル

001ブラック
4971587533952

001ブルー
4971587533969

002ブラック
4971587533976

002ブルー
4971587533983

縦型ブラック
4971587533990

縦型ブルー
4971587534003

横型ブラック
4971587534010

横型ブルー
4971587534027

001:約w25xh36xd14cm ﾍﾞﾙﾄ最長81cm 容量9L
002:約w27xh39xd14cm ﾍﾞﾙﾄ最長94cm 容量9.8L

縦型:約17x20 ﾏﾁ6cm
横型:約28x17 ﾏﾁ6cm
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リュック
北欧のシンプルな形を表現したバッグです
新色が追加されました。

￥3,800
材質：ポリエステル

001:約W25xD14xH36cm ベルト最長81cm 容量14L
002:約Ｗ27xD14xH39cmベルト最長94cm 容量16L

リュック 002
カーボンブラック
4971587537752

リュック 001
カーボンブラック
4971587537745

ポケット
部分
内装生地

※背面ポケット

ショルダーバッグ横型
カーボンブラック

4971587537776

ショルダーバッグ縦型
カーボンブラック

4971587537769

ショルダーバッグ NEW 

北欧のシンプルな形を表現したバッグ、
ユニセックスに使えるアイテムです。
新色が追加されました。

フィンランドのデザイナー
「リータ・フォースマン」がデザインした
北欧生地を見えないところに配置した
贅沢な造りの使いやすいショルダーバッグです。
ユニセックスに使用できます。

縦型￥2,600 横型¥2,800
材質：ポリエステル
中国製

縦型:約W17x20cm ﾏﾁ6cm ベルト最長154㎝
横型:約W28x17cm ﾏﾁ6cm ベルト最長140㎝
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サコッシュ
クリアポケット付きのコンパクトな
チラ見えサコッシュ

￥2,300
サイズ：約W23×14cm
材質：ポリエステル、塩化ビニール樹脂

ブラック
4971587538810

カーボンブラック
4971587538803

ブラック
4971587538834

カーボンブラック
4971587538827

フラグメントケース

クリアポケットが、とっても便利

￥1,200
サイズ：約ｗ11×8.5cm マチ1㎝
材質：ポリエステル、塩化ビニール樹脂
中国製

透明の窓が付い
ていてICカード
などが外側から
見えるので便利
です。

使いやすい仕切
りが、小銭、カー
ド、お札などをき
れいに分けられ
ます。 15



ファッションマスク

耳が痛くなりにくい、紐の長さ調節機能付き。
二重マスクに最適な素材です。
￥750
材質：ポリエステル

4.Bluebells  GY
4971587533877

1.Treasure map NV
4971587533853

5.MYSiG logo GY
4971587533891

3.MYSiG logo BK
4971587533907

2.Fairy tales BE
4971587533860

5.Ravens and plants WH
4971587533884

1 2 3

4 65
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MYSiG ダーラヘスト シリーズ

スウェーデン・ダーラナ地方発祥の伝統工芸品ダーラヘスト
木彫りの馬としてスウェーデンのお土産としても大変有名なモチーフです。

幸せを呼ぶ馬として有名なダーラヘスト（ダーラホース）が刺繡された
トートバッグです。
幸せが舞い込んでくるかもしれませんね。

◇MLサイズ共にサイズはポケットが外側に６つ、内側に３つ付いています。

◇Mサイズは内側にボトルホルダーも付いています

◇M:￥2,300 / L:￥2,800

M ナチュラル/4971587533723
グレー/4971587533730

L ナチュラル/4971587533747
グレー/4971587533754

ナチュラルL グレーL

ナチュラルM グレーM
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MYSiG ダーラヘスト シリーズ

スウェーデン・ダーラナ地方発祥の伝統工芸品ダーラヘスト
木彫りの馬としてスウェーデンのお土産としても大変有名なモチーフです。

会社の机の上や身近な場所において、引き出しがわりに物をまとめて収納保
管ができるトートバッグ。
狭い場所でも移動先でもこのバッグにどんどん詰め込んで、快適な環境を作
り出すお手伝いをします。

可動する、3分割の仕切り
が、とっても便利
使い方は、アイデア次第

デスクトート

いつもそばにおいておける、
かわいいミニトート

￥1,200
サイズ：約ｗ11×8.5cm マチ1㎝
材質：ポリエステル、塩化ビニール樹脂
中国製

グレー
4971587538858

ナチュラル
4971587538841
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MYSiG ダーラヘスト シリーズ

スウェーデン・ダーラナ地方発祥の伝統工芸品ダーラヘスト
木彫りの馬としてスウェーデンのお土産としても大変有名なモチーフです。

幸せを呼ぶ馬として有名なダーラヘスト（ダーラホース）
身の回りにあるだけで幸せが舞い込んでくるかもしれません

ダーラヘスト リフレクター

￥500
サイズ：約ｗ5.1ｘＨ5.5cm 厚み0.3mm
材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
中国製
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ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 4971587533914
ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 4971587533921
ｼﾙﾊﾞｰ 4971587533938
ﾚｯﾄﾞ 4971587533945



MYSiG デザイナー紹介POP
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MYSiG ブランド紹介ポスター
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