"There is No Planet B"

REUSABLE ALTERNATIVE
TO EVERYDAY SINGLE-USE ITEM
毎日使うシングルユースのアイテムの代わりに
繰り返し使える代替品を

ABOUT
デンマーク王立美術院出身のデザイナーである Nicalas・Isabel 兄妹

と Kåre の 3 人が 2018 年に設立した LastObject。

綿棒やコットンパフなど身の回りのシングルユース製品を使い捨てる
捨てる
捨て
る
毎日に疑問を感じ、使い捨てという無駄な習慣をポジティブなものへ
ものへ
変えることを決心し、ブランド設立に至りました。

2019 年に初めての製品である LastSwab を発表。使い捨ての綿棒は、
は、
紙や綿で作られていることから何度も使うことができません。

LastSwab をはじめとした LastObject の製品を使用することで、製造
造
削
から輸送、使用そして最終的な廃棄に至るまでに発生する CO２も削

しまし
減します。既に LastObject180 億以上の使い捨て製品を救い出しまし
たが、私たちのチャレンジはまだ始まったばかりです。

使い易くデザイン性にも優れた製品を通じて、サステナブルな生活の
生活の
実現を目指します。

毎日消費している使い捨てのアイテムは

私たちの地球に大きな悪影響を及ぼします
毎年5,500億本の綿棒が製造・販売され、

2億2,000万キロのCO2を排出されています。

そして海洋から発見されるプラスチックの1~5％が綿棒です。
また毎年6,470億枚のティッシュペーパーが製造・販売され、
7億6,100万キロのCO2が発生しています。

更に製造において2800万本の木が伐採されているのです。

Our Purpose 私たちの目的

LastObject は、世界に持続可能な選択肢を提供します。

Our Mission 私たちの使命

再利用が出来て持続可能な製品を

作り出すことにより、使い捨ての製品を排除します。

ZERO WASTE
ゼロウェイスト

再利用可能な代替品に切り替えて、環境に影響
を与える大量の廃棄物を削減します。

EASY TO CLEAN 全ての製品はお手入れや保管も容易なので、毎
お手入れ簡単

MADE TO LAST
使い続けるために

日の生活にすぐに取り入れて頂けます。

耐久性と品質は製品設計の一番のポイント。

LastObject の製品は数百回、数千回の使用に耐
えます。

CORE PRODUCT FAMILY

Basic

1,000回以上使用可

Beauty

1,000回以上使用可

Baby

1,000回以上使用可

We don't need a handful of
people doing zero waste perfectly,
we need millions of people
doing it imperfectly

1,750回以上使用可

3,100回以上使用可

ゼロウェイストを完璧に行う、
少数の人々は必要ありません。

何百万人もの人々が、

不完全ででも実行する必要があるのです。

BRAND COLORS
LastObject の製品のカラーは、海洋プラスチックによる汚染により、
絶滅の危機に立たされている生物を表しています。

Penguin Black
この色は絶滅の危惧に瀕しているケープペンギンを表してい
ます。沈没した船舶から流れる石油や原油による汚染や繁殖
地である巣の破壊・喪失、餌となる魚の乱獲による食料不足、

Krill Peach
この色はオキアミの個体数の減少を表しています。オキアミ

人間により持ち込まれた生物の被害により生存が脅かされて
います。

は小さな生き物ですが、その衰退は生態系に大きな影響を与
えます。オキアミはクジラやサーモン、その他海洋生物の主
なエネルギー源 = 餌です。オキアミ無しでは、他の海洋生物
は生き残ることができません。

Dolphin Turquoise
この色はニュージーランドに生息し、クジラ目の中では最も
小さな部類に属する、セッパリイルカを表しています。亜種
であるマウイイルカは絶滅の危惧に瀕しており、世界で 55 頭
しか残っていないと言われています。

Turtle Green
この色は絶滅の危惧種に瀕している、ケンプヒメウミガメを
表しています。他の多くの海洋生物と同様、ウミガメはプラ
スチックの廃棄物を食料と間違えて食し、消化器系の閉塞を
起こしています。1940 年代には 10 万頭いましたが、現在で
は 500 頭ほどと言われています。

Whale Blue

この色は絶滅危惧種のベルーガ ( シロイルカ ) を認識してい
ます。驚くほど美しいベルーガは、海洋汚染の増加により犠
牲となっています。亡くなったシロイルカが岸に打ち上げら
れると、汚染物質で飽和状態になり、死骸を「有毒廃棄物」
として処理する必要があります。

Basic

DANISH DESIGN

使い捨ての Qtips= 綿棒の代わりに、LastSwab
をご提案します！

この 1 本で、少なくとも 1,000 回※繰り返し使
※自社調べ
用可能です。

お手入れもとっても簡単で、水で洗うだけ。

汚れが気になる時は石鹸を使用してください。
耳垢を絡め取る突起の付いた先端は、医療用

グレード TPE( 熱可塑性エラストマー )。適度に柔ら

かく、耳殻にも安心してお使いいただけます。
柄の部分は長くご使用いただけるよう、強度
のあるポリプロピレンを使用。ケースは海洋
プラスチックをアップサイクルして作られて
います。
上代

￥1,540（本体価格 ￥1,400)

サイズ

綿棒：L7.5cm

材質

カラー

先端：TPE 柄：ポリプロピレン
ケース：海洋プラスチック
ケース：W1.8×L10.8×H1.4cm

※箱入り (無漂白紙)
※ケースは海洋プラスチックをアップサイクルしている
ため、色の出方に多少の個体差が出る場合がございます。

Beauty
Be

DANISH DESIGN

メイクにはこれ！

先端部の一方は丸みを帯び、もう一方はシャー
プな作りになっているので、メイクの仕上げに

とても便利です。メイクポーチに入れておけば、
急なお化粧直しにも活躍してくれます。

塗り薬やクリーム等を塗るのにも役立ちます。

上代

￥1,540（本体価格 ￥1,400)

サイズ

綿棒：L7.8cm
ケース：W1.8×L10.8×H1.4cm

材質

カラー

先端：TPE 柄：ポリプロピレン
ケース：海洋プラスチック

※箱入り (無漂白紙)
※ケースは海洋プラスチックをアップサイクルしている
ため、色の出方に多少の個体差が出る場合がございます。

Baby

DANISH DESIGN

赤ちゃんから小さなお子さまにも安心してお
使いいただける綿棒もご用意しています。

両端は小さな耳への深い挿入を防ぐように設
計され、お子さまを怪我から守ります。

耳の中だけでなく耳殻や目の周り、おへその
ケアにもおすすめです。

上代

￥1,540（本体価格 ￥1,400)

サイズ

綿棒：L7.5cm

材質

カラー

先端：TPE 柄：ポリプロピレン
ケース：海洋プラスチック
ケース：W1.8×L10.8×H1.4cm

※箱入り (無漂白紙)
※ケースは海洋プラスチックをアップサイクルしている
ため、色の出方に多少の個体差が出る場合がございます。

DANISH DESIGN

メイクオフや化粧水のパッテングに。

LastRound は、従来のコットンパッドに代わる、環

境に優しい製品です。この 1 セットで 1,750 回 (1 枚
あたり 250 回 )※使用でき、洗濯機で洗えます。
※自社調べ

7 枚のパッドは、FSC 認証を取得したスカンジナビ

アのセルロースと、繊維産業で弾かれた短するコッ
トンファイバーで作られています。生分解があるの
で最後は土に還すこともできます。

専用ケースは海洋プラスチック製。洗って乾かした
パッドを、ケースの下から収納できます。

上代
材質
サイズ
カラー

￥1,870（本体価格 ￥1,700)
パッド：セルロース 70％、コットン 30％
ケース：海洋プラスチック
パッド：Φ6cm

ケース：W6.8×L6.8×H3cm

※箱入り (無漂白紙)
※ケースは海洋プラスチックをアップサイクルしている
ため、色の出方に多少の個体差が出る場合がございます。
※パッドを洗う際は寿命を延ばすためにも、ネットに入れ、最高
60℃のお湯で洗い乾かしてください。製品の特性上、乾燥する
と少し波打ちます。汚れが気になる場合は、食器用洗剤で洗っ
てください。

DANISH DESIGN

ティッシュとハンカチの長所を併せ持った
Last Tissue は、オーガニックコットン製
(GOTS 認証 ) のティッシュ 6 枚セット。

柔らかく肌への負担も少なく、1 セットで

3,10 0 回以上 (1 枚当たり 520 回 )※繰り返し
使用でき、洗濯機で洗えます。※自社調べ

食品グレードのシリコンケースは食洗器使用
可。中にシリコンの仕切りがあり、使用済み
のティッシュと綺麗なティッシュを分けてし
まうことができます。

上代
材質

サイズ
カラー

￥3,080（本体価格 ￥2,800)

ティッシュ：オーガニックコットン 100％
(GOTS 認証 )
ケース：シリコン

ティッシュ：W19 ×L19cm
ケース：W5.3×D2.4×H10.8cm

※箱入り (無漂白紙)
※ティッシュを洗う際は寿命を延ばすためにも、ネットに
入れ、最高60℃のお湯で洗い乾かしてください。また
汚れを落とすためにも、使用済みのティッシュは必ず広
げてからネットに入れてください。

LastObject の製品をより長く、そして便利にお使いいただくために、
アクセサリーをご用意しています。

ACCESSORIES

Beauty Mirror

Refill pack

Refill pack

LastSwab Beauty のケースにミラーを取り付け

LastRound のリフィル 7 枚セット。

LastTissue のリフィル 6 枚セット。

先に保護シートを剥がしてから、裏面のテープ

グ等で足りない方、またお使いのパッドが摩耗

ミング等で足りない方は、こちらのリフィルを

れば、外出先でのメイク直しにとっても便利！
の台紙を剥がし、LastSwab のケースの内側に貼
ってお使いください。
上代

材質
サイズ

￥440（本体価格 ￥400)
ガラス
W1.8 ×L9cm

※パッケージ入り (無漂白紙)

もともとのパッドだけでは、お洗濯のタイミン
して買い替えをを検討している方にどうぞ。

上代

￥1,045（本体価格 ￥950)

材質
セルロース 70％、コットン 30％
サイズ パッド：Φ6cm
※箱入り (無漂白紙)

Laundry Bag Big

コットン製のランドリーネット。LastRound や

大きいサイズのバッグもございます。

ネットバッグもコットン製を選び、洗濯時に

お洗濯が可能です。

排出されるマイクロプラスチックを削減しまし

追加することをおすすめします。

上代

材質
サイズ

￥1,540（本体価格 ￥1,400)

オーガニックコットン 100％（GOTS 認証 )
ティッシュ：W19×L19cm

※箱入り (無漂白紙)

Laundry Bag Small

ティッシュのお洗濯の際に活躍します。

もともとのティッシュだけでは、お洗濯のタイ

パッドやティッシュを複数枚、一気に入れて

ょう。
上代
材質

￥1,045（本体価格 ￥950)

オーガニックコットン 100％（GOTS 認証 )

サイズ 約 W19×L23cm
※箱入り (無漂白紙)

https://www.facebook.com/BLUEInc.jp/
https://www.instagram.com/blue̲inc.jp/

上代
材質

￥1,320（本体価格 ￥1,200)

オーガニックコットン 100％（GOTS 認証 )

サイズ 約 W32×L38cm
※箱入り (無漂白紙)

< 輸入代理店 >
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