
南アジアのつくり手の想いに触れるお買い物
国際協力NGOシャプラニールのフェアトレード活動

SUMMER MINI CATALOG 2022

ミニカタログ 2022夏号 

ガーゼのようにふんわり柔らかく軽いのが魅力。コ
ットンをベースにポイントでジュートを使っていま
す。日焼け・冷房対策として活躍します。

ジュートコットンの手織スカーフ

No.1401　  桜

No.31436   藍染絞り

定価  ¥ 4,800
定価  ¥ 4,900

素材／綿90％、ジュート10％
サイズ／［桜］長さ約205cm×85cm、フリンジ約5cm
　　　［藍染絞り］長さ約195cm×85cm、フリンジ約5cm

バングラデシュの草木染め

 （左）家の軒先で「絞り」の作業をする生産者のムーンさん。
 （右）藍染は、空気に触れると深い緑から濃紺に変化していく。

今号からの変更について

　ふらっと出かけたくなる

お気に入り
のアイテ

ムを見つ
けて

染色に使う「ベテルナッツ」の実。種の部分を粉砕して使用します。

桜
藍染絞り

※このページの商品は、天然の染料で一枚ずつ染めていますので染めムラ等個性がございます。
また、性質上、特に使い始めは色落ちや摩擦で色移りすることがあります。

ちょっとそこまでのお散歩バッグやエコバ
ッグに。藍染めならではの風合い。

No.8348  三角       　　No.8349  花    

定価  ¥2,200
素材／綿
サイズ／約31cm×23cm、持ち手の長さ約40cm、
　　　　マチなし

藍染めトートバッグ

花三角

原材料費・輸送費の高騰・円安等の影響により、商品価格・
送料無料ラインの変更をおこなっています。何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。

※価格はすべて税込表示　　 ‒ 1 ‒

＼ネパール産のジャム限定発売など盛りだくさん／



ねこ

しろくまのみ横型です。

フラワー

花火

SALE

私は化学物質過敏症というハンデを抱

や柔軟剤がついた雑貨,衣料などがつ
かえません。このジュートサンダルは
過敏症の苦しみから解放してくれます
。新品の時にはジュートの香りは強い
ですが２週間天日干しすれば使えるよ
うになります。症状や感じ方に個人差
はあると思いますが、天然のものなの
でお勧めしたいです！

お客様の声

リピーター多数のロングセラー商品！ジュートは吸
湿性、放湿性に優れていて素足に癖になる心地良さ
です。室内履き用。履きはじめは少し小さめに感じ
ても履いていくうちに足に馴染んできます。

ジュートサンダル

素材／ジュート、ボール紙（サンダル内部） 
サイズ／（M：22～23.5cmサイズの方）全長約24cm、甲幅約8cm、
（L：24～25.5cmサイズの方）全長約26cm、甲幅約8.5cm、
（LL：26～27.5cmサイズの方）全長約28cm、甲幅約9cm 

色・柄は織り手によって変わってくるため仕上が
りは個性豊か。両端の紐を使えば開け閉めは簡単
です。可愛らしい鳥のマスコット付き(取り外し
可能)。

カラフル手織ポーチ

No.39038　
定価 ¥1,700

素材／綿
サイズ／約8×17cm、マチ約8cm

丈夫な手織布を使用したポーチ。チャック
付きのポケットが２つ、内側にも両側にポ
ケットが2つ付いています。

No.9363   レッド　　No.9364  グリーン　

定価 ¥2,700
素材／綿
サイズ／約11.5㎝×19㎝、マチなし、取り出し口約
16㎝

手織り布のWファスナーポーチ 布幅がたっぷりしているので、しっかりと
髪をまとめることができます。首のうしろ
にくる部分にはゴムが入っています。

No.1414  からし　　No.1415  紫

 ¥1,200
素材／アロー75％、綿25
％、ゴム
サイズ／フリーサイズ、
頭部の布幅30cm

アローコットンの
ヘアホルダー

汗を素早く吸収し、乾くのも早いためアウトドアで
大活躍。テーブルクロスなどにも使える大判サイズ
。職人が好みの余り糸を使用して手織りするため、
一枚一枚色や柄が異なる仕上がりとなります。

バングラデシュの手ぬぐいガムチャ

No.36034　

定価 ¥1,300
素材／綿100%
サイズ／幅約68cm、長さ約176cm　

丸い形と色柄が楽しい！ちょっとした小物を整理
するのにもおすすめ。お子様の初めてのお財布と
しても。

手織布の小銭入れ

No.39086　

定価 ¥920
素材／綿
サイズ／直径約10cm、マチ約1.5cm

平らに運びたいケーキやお惣菜などをしっかり運
べます。内側はポリエチレン加工で、汚れは水拭
きでさっと落とせます。

ジュートエコバッグ　生命の木

No.8368　

定価 ¥1,700
素材／ジュート（本体）、ジュートコットン（持ち手）、ポリエ
チレン（内側）
サイズ／約30×30cm、マチ約25cm、持ち手の長さ約35cm

旅行には欠かせない、小物をすっきり整理整頓で
きるポーチ。大きく開けるファスナーで中も見や
すく出し入れも簡単です。内側はビニールコーテ
ィングされているため、水や汚れもさっと拭き取
れます。

手織り布のトラベルポーチ

No.9342　ブルー  大

No.9343　ピンク  小

定価  ¥3,800
定価  ¥2,700

素材／綿、ポリエチレン（内側）
サイズ／約［大］約18cm×25cm、高さ約10cm、
　　　　　［小］約15cm×15cm、高さ約６cm

生産工程で出る余り糸を使って織りました。基本
の青は同じですが 、ひとつずつ色の組み合わせが
若干異なります。コットン100％のため、柔らか
く温もりを感じる手触りが特徴です。

リユース糸のショルダーバッグ

No.8187　

定価 ¥5,000
素材／綿
サイズ／幅約47cm、高さ約30cm、マチ約10cm、持ち手金具
で長さ約100cmほどまで調節可、内ポケット×2

リユース布をカラフルにパッチワークしたポーチ
です。小物の整理やパスポート入れなどに便利な
サイズです。生産過程でどうしてもでてしまう端
切れを有効活用したいという思いから生まれたア
イデア商品。内布も目を引くカラーで開けるのが
楽しみに♪　

リユース布のポーチ

No.39037　

定価 ¥1,500
素材／綿
サイズ／約15‒16cm×20‒21cm

アブドゥル・ハイさん 

アブドゥルさんは現在62歳。3人の娘を
手織りの仕事によって育て上げた熟練
の職人です。職人たちは、硬くてすぐ
に破れる機械織りのガムチャは買わな
いといいます。「機械織りで使う糸は
太めの糸の1本どり、手織りは細い糸を
2本よって1本の糸にしているから、柔
らかいし丈夫なんだ。」

「一番下の娘を進学させたい！」

持ち手はジュートコットンの優しい手触り。
軽くて丈夫なジュートのエコバッグには、
マチもあり、A4サイズも楽々入ります。

ジュートバッグ＋コットン

No.8303　ねこ　No.8353　かえる
No.8354　生命の木　　

No.8369 オオハシ　No.8370 しろくま(横型) 
No.8336 ねこ　No.8338 はっぱと花　　

定価 ¥1,100

日本国内の障害のあるアーティストがデザ
インをした「エイブルアート・カンパニー
」とのコラボ商品。動物たちの素朴な表情
や葉脈の独創的なデザインは、見ているだ

フト工房La Mano所属の尾崎文彦さん(オオ
ハシ、しろくま、ねこ)、たんぽぽの家アー
トセンターHANA所属の山野将志さん(はっ
ぱと花)です。

ジュートバッグ エイブルアート

定価 ¥1,200
素材：ジュート(持ち手)、わら(ほうき部分)
サイズ：約縦40×横30cm（しろくま約縦30×横35cm
、マチ約10cm、持ち手長さ約50cm

そろそろお出かけしたくなっているあなたへ！
リクエストにお応えしてひと回り大きくなりました！

リクエス
トに

お応えし
て

戻ってき
ました！

ブルー 大

ピンク 小

グリーン

レッド

からし 紫

両サイドにプリントの入ったミニバッグです。お
気に入りのバッグチャームを付けて自分らしいア
レンジを楽しめます。内側はポリエチレン加工。

ジュートのミニバッグ

No.8366  フラワー　　No.8367  花火

定価 ¥1,000
素材／ジュート（本体）、ジュートコットン（持ち手）、
　　　ポリエチレン（内側）
サイズ／約縦20×横24cm、マチ約10cm、持ち手の長さ約30cm

ねこ   かえる はっぱと花（エイブルアート）

　オオハシ
　(エイブルアート)

しろくま
（エイブルアート） 

　　　　ねこ
　　（エイブルアート）

サイズ：しろくま以外共通

ロングセラーの人気商品！お弁当入れとして、ち
ょっとしたおでかけにぴったりのサイズです。
持ち手はジュートコットン。

ジュートミニバッグ　ねこ

No.8316　

定価   ¥850
素材／ジュート（本体）、ジュートコットン（持ち手）
サイズ／上部幅約36cm、深さ約20㎝、マチ約14cm、持ち手
の長さ約35cm

No.36104　M

No.36105　L

No.36105　LL

定価  ¥2,400
　　  ¥2,450
　    ¥2,500

裏側

バングラデシュの新聞を活用したバッグ。ちょっ
とした贈り物やお届けもののアクセントにもなり
ます。現地の雰囲気がたっぷり。

新聞紙バッグ　3枚組

No.38010

定価 ¥480
素材：新聞紙、ジュート(持ち手）
サイズ：約縦28×横30cm、マチ約10cm、

※カラー印刷など様々な新聞紙が混ざります。
      紙素材のため、重量のあるものや水には
　 強くありません。

‒ ２ ‒ ‒ ３ ‒

定価￥2,700 →

※価格はすべて税込表示・　　マークは今号からの定価変更



feature
デスク周りを
快適に！楽しく！

リモートワーク・子ども部屋・オフィスでも！

夏を涼やかに過ごすインテリア
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『She with SHAPLA NEER』 （シー・ウィズ
・シャプラニール）=「SHEソープ」は、南ア
ジアに古来から伝わる伝統医療アーユルヴェー
ダのレシピを基に、バングラデシュの女性たち
が手がける、無添加のハンドメイド石けん。厳
選された上質な5種類の植物オイルをベースに
したマイルドな使い心地で潤いのあるお肌へと
導きます。

シーマイメンシン ソープ
No.48012　HA P P Y
No.48001　FA C E
No.48002　BOD Y
No.48003　HA I R
No.48004　BA B Y

No.18016　FA C E
No.18017　BOD Y

定価 ¥1,200
標準重量／100g

透かし模様が涼し気なジュートのれん。目隠しや
日よけとしてもご使用いただけて、お部屋の雰囲
気をつくってくれます。

ジュートのれん

素材／ジュート
サイズ／[100cm] 長さ約100cm×幅約30cm、[125cm] 長さ約
125cm×幅約30cm、[150cm] 長さ約150cm×幅約30cm

火を使わずに使用できるのが特徴。お好みのアロ
マオイルを落としてご利用ください。ジュートの
袋付き。バングラデシュの新聞紙を使用した手作
りの箱に入っています。

素焼アロマストーン

No.44012　壁掛けねこ
No.44015　象

No.44013 　子ぶた

定価 ¥600
素材／粘土、ジュート（袋）、新聞紙（箱）
サイズ／[ネコ]約5×4.5cm、[子ぶた]約4×4.5cm、[象]約
4.5×5.5cm

今年50周年を迎えるシャプラニールの活動関連図書

ネパールの伝統アート「ミティラ」のモチーフ。
一つひとつていねいに手彫りし素朴な味わい。
手すき紙のボックスに4種類のはんこ入り。

木彫はんこセットミティラ

No.6470　

定価 ¥1,800
素材／木（はんこ）、ロクタの手すき紙（箱）
サイズ／[箱] 約7×11cm

香り：  レモングラス
　　   ユーカリ   ブレンド
配合：アロエベラや、
お肌を元気にするオレ
ンジピールなど。

���������

香り：  レモングラス
配合：古来より美肌のた
めに用いられてきたレッ
ドクレイ、アロエベラ、
ブラックペッパーなど。

���������

香り：  レモン
配合：グレイクレイ、ア
ロエベラ、レンズ豆など
。皮脂を取りすぎずデリ
ケートな肌にも。

��������

香り：  ユーカリ
配合：古来より美髪のた
めに用いられてきたコム
ギフスマ、バナナ、シナ
モンなど。

���������

香り：  ラベンダー
配合：ココナツ、キュウ
リ、ターメリックなど。
リラックス効果の高いラ
ベンダーのアロマ。

��������

こまめに掃除したくなる持ち手がかわいい動
物たちのほうき。机の上、PCのキーボード、
車の中などに。

卓上ミニほうき

No.6498　馬
No.6525　ライオン

No.6499　鹿
No.36100　象

定価 ¥1,700
素材／ジュート（持ち手）、わら（ほうき部分）
サイズ／全長  約27cm　

リサイクルサリーを4枚重ね合わせてカラフルな糸
で刺し子を施しました。ひざ掛けとしてはもちろん
、お子さまのお昼寝ブランケットとしても大活躍。

リユースサリーのブランケット

No.6459　

定価 ¥2,700
素材／ 綿、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ／約100×70cm

進化する国際協力NPO
定価 ¥2,860

シャプラニールのフェアトレード
定価 ¥ 500

わたし８歳、職業、家事使用人
定価 ¥1,540

No.46006　

No.16071　

No.46013　

バングラデシュの手すき紙に魅せられた日本人デザイ
ナー mocchi mocchi とのコラボレーション。斬新な色使
いは手すき紙の魅力が引き出されています。

手すきカードアニマル  5枚組

No.11108　

定価 ¥2,450
素材／手すき紙（コットン）
サイズ／約12×12cm（カード）、約13cm×13xm（封筒）

使い勝手の良い文庫本サイズ。表面には刺し子を
施し、丈夫な作りになっています。リユース布を
使用しているので優しい風合い。

リユースサリーのブックカバー

No.6523　赤系　　　No.6524　青系

定価 ¥1,100素材
サイズ／全長約31cm×16cm

シーマイメンシン ソープ
簡易パッケージ

定価 ¥930
標準重量／100g

No.36101　長さ100cm

No.36102    長さ125cm   No.36103　長さ150cm

定価  ¥800
  ¥900

        ¥1,000

＼ナマステ！／

※一枚ずつのお値段
です。3枚で１間分
になります。

可愛らしい動物をモチーフにしたペンケース。丈夫な
綿糸で手織りされた布を使用しています。ペンはもち
ろん、のりや定規などが入るたっぷりサイズです。

手織布のアニマルペンケース

No.9323　うさぎ赤 
No.9321　いぬ

No.9362　子ぶた
No.9322　うさぎ白
No.9320    ねこ

定価 ¥1,600
素材／綿
サイズ／取り出し口約21cm、 高さ7cm

いぬ
ねこ

子ぶた

うさぎ白

うさぎ赤

フェルトのマスコットイエティ
No.15123 定価 ¥850
素材／羊毛、フェルト      サイズ／長さ約8cm

‒ ４ ‒ ‒ ５ ‒

馬 鹿 ライオン 象

  定価  ¥1,500

ジュートかめ

素材：ジュート
サイズ：［子がめ］全長約13cm、高さ約９cm
　　　　［かめ］全長ヤク18cm、高さ約10cm

No.15130　小がめ

No.15083    かめ
定価  ¥1,000

まん丸な目としましま模様の甲羅が可愛らしいか
めの親子。お部屋や玄関先に飾って楽しめます。

SALE

ジュートで編んだ個性あふれる動物シリーズ。お
しゃれな空間にもハマるので大人にも大人気！

ジュートアニマル

No.45037  赤モンキー

No.45038  ゾウ

素材／ジュート、針金
サイズ／[ひつじ] 約9×14cm、[赤モンキー] 約18×14cm

          ¥ 600
  ¥ 550

定価￥780 →
定価￥700 →

※価格はすべて税込表示・　　マークは今号からの定価変更



「クラフトリンクパートナー」とは、商品販売を通じ、
商品の背景にあるストーリーを伝える役割を担う
協力者です。店舗の有無に関わらず、学校の文化祭
や地域のイベント、企業活動などで一律の条件、割
引価格にてフェアトレード商品を販売することがで
きます。

オンラインショップでもっと商品を見る！
小さい商品をご希望の方はオンラインショ
ップからネコポス配送がお得です。

シャプラニール会員割引きがあります
シャプラニール会員の方は、対象商品が10%割引となりま
す。オンラインショップご利用の場合は、クーポンコードを
お伝えしますのでお問い合わせください！

商品のものがたりを伝える
つなぎ手になりませんか？

パートナー制度をご希望
の方は登録が必要です。
詳しくはウェブサイトをご
覧ください。

クラフトリンク 検索 

元気の源はキッチンから！

アグロフォレストリーで
珈琲と一緒に育った恵み！

太陽とヒマラヤの恵み
ハニープロセス珈琲

定価 ¥1,280

おいしい！で乗り越える夏 。

辛みの強い品種の生姜をたっぷりの砂糖と一緒
に煮詰めました。仕上げにライムを加えさわや
かな酸味で味をまとめたとっておきのジャム。

ジンジャージャム

No.16121　 No.16122　
定価 ¥750

原料／ジンジャー、砂糖、ライム
原産地／ネパール
内容量／130g
製造者／(株)SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

原料／ベリー、砂糖、レモン
原産地／ネパール
内容量／130g
製造者／(株)SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

チュトロは、ネパールの山岳地に古くから自生
するベリーの一種。甘酸っぱく、さらっとした
ジャムは特にヨーグルトとの相性抜群です。

チュトロジャム

定価 ¥750

コースターは、5枚それぞれ少しずつ異なるデザ
インの組み合わせです。プレゼントにも人気の高
い商品です。

ジュートコースター 5枚組

No.36029　

定価 ¥1,800
素材／ジュート
サイズ／直径約10cm

ジュートをより合わせ紐状にしてから成型します。
本来の用途以外にも、花器の下に敷いたり、壁にか
けてインテリアとしてもご使用いただけます。

ジュート 鍋しき  

No.36072　

定価 ¥1,100
素材／ジュート
サイズ／直径約20cm、厚さ約0.5cm

柔らかい手触りのフェルトコースターは、ほっこ
りした気分にさせてくれます。デスクワークのお
共にもどうぞ。

フェルトコースター　2枚組　

No.50288　刺しゅうコースターセット
No.50210   小花コースターセット

定価 ¥1,100
素材：羊毛、綿(刺しゅう糸)
サイズ：直径約10cm

通気性の良いジュートの野菜ストッカー。巾着の
ように上部を絞って閉じられるので、じゃがいも
など日光に当てたくない野菜の保管にも最適。

ジュート野菜ストッカー

No.36071　
定価 ¥1,200

素材／ジュート
サイズ／高さ約28cm、底約14×22cm

ジュートのナチュラルな色に植物のグリーンが映えます。内側はポリエ
チレンコーティングされているので水や土で汚れてもさっと拭き取れま
す。底に穴は空いていません。Sは5号鉢、Lは7号鉢が入るサイズです。

ジュートプランターカバー

素材／ジュート、ポリエチレン（内側）
サイズ／［S］上部直径約18cm、底部直径約16cm、高さ約15cm
　　　　［L］上部直径約23cm、底部直径約22cm、高さ約19cm

甘くてスパイシーなネパールのミルクティー。
柑橘系の果皮が入ったオリジナルのレシピ。

太陽とヒマラヤの恵み香る チャイマサラ

No.16105　 定価 ¥ 550
原材料名／ジュナール果皮、シナモン、ショウガ、ブラック
カルダモン、シナモンリーフ
※本商品は溶かすタイプの粉末飲料ではありません。牛乳や
豆乳と煮出してお召し上がりください。
内容量／20g　　原産地／ネパール
製造者／(株)SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

本格的なバングラデシュの味を手軽に作ることの
できる8種類のオーガニックスパイス（5皿分）を
セットにしました。

ベンガルカレースパイスセット

No.16106　 定価 ¥730
原材料名／コリアンダー、シナモン、ローリエ、ターメリック
、シナモンスティック、クミン、カルダモン、チリペッパー
内容量／22g
原産地／スリランカ、トルコ、ベトナム、オーストリア等
製造者／新宿区立高田馬場福祉作業所

丁寧に竹を編み上げた目の美しいかごが届きま
した。持ち手がついて便利なだけでなく、イン
テリアとしても。

バングラデシュの竹かご

素材／竹
サイズ／［片手］直径約20cm、長さ約25cm、深さ約10㎝
               ［両手］直径約25cm、深さ約8cm

元気の源はキッチンから！

No.43002　両手かご

No.43001　片手かご 定価  ¥ 2,700
  ¥ 2,800

No.6526    かえるS　　No.6472　ねこS
No.6527    かえるL　　No.6471　ねこL

定価  ¥ 1,000
  ¥ 1,300

♦ 豆　レギュラーサイズ　150g
　　No. 16102  スーリヤ
　　No. 16103  ヒマール

定価 ¥1,280
♦ 
　　No. 16094  スーリヤ
　　No. 16096  ヒマール

定価 ¥ 650

定価 ¥ 770

♦ 
　　No. 16095  スーリヤ
　　No. 16097  ヒマール

♦ 
　　No. 16110  スーリヤ

ネパール産アラビカ種の珈琲。持続可能な農業を目指しアグロフォレス
トリー農法で大切に育てられています。ナッツのような風味が特徴の
美味しい珈琲、ぜひご賞味ください！

数量限定
ファーマーズパッション

数量限定
ファーマーズパッション
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生産国／ネパール・シャンジャ郡
製造者／(株)SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

内容量／１パック 10g　

※価格はすべて税込表示・　　マークは今号からの定価変更

かえるS 

かえるL 



お得なセール商品

 ご注文にあたって

お問い合わせ・ご注文先

● 送料 今号より送料無料ラインが変更になりました

● お支払い方法 

お買い上げ7,000円以上で送料無料。(送料一律 600円 )

郵便振替：商品到着後2週間以内に同封の郵便振替用紙にてご送金
代引引換：商品受け取り時にお支払い
(どちらの場合も別途手数料をご負担いただきます)

SALE

■セール品について
会員割引などの各種割引は適用されません。また、商品の不良以外での返品・交
換はお断りさせていただいております。
■完売商品について
在庫がなくなり次第販売は終了となります。数量に限りがございますため、お早め
にお買い求めください。また、ご注文の商品が完売の場合、お知らせはせず、在庫
のある商品のみを送らせていただきます。ご了承ください。

認定NPO法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会   クラフトリンク担当
〒169-8611　東京都新宿区西早稲田２-３-1  早稲奉仕園内
TEL：03-3202-7863　FAX：03-3202-4593（10：00 - 18：00  日・月・祝は定休）
MAIL：craft＠shaplaneer.org

ご注文は1000円以上でお願いいたします。
専用のハガキ、お電話、FAX、メール、またはオンラインショップよりご
注文ください。ハガキでご注文の場合には、発送までお時間をいただ
きます。また、物品寄付等と一緒にお送りくださる場合には、注文書同
梱の旨を目立つように、荷物の表面にご記載いただくとスムーズです。
はがき、FAX、メールでご注文の際には、ご指名、ご住所、4-6桁の商品コ
ードと商品名、数量を明記ください。

・
・

・

● ご注文方法

在庫がなくなり次第、販売は終了となります。
商品は全て手作りのため、サイズ・色・柄が掲載の写真と若干異なる場合がござ
います。予めご了承ください。
衣料品は、洗濯絵表示にそってお洗濯ください。

※
※

※

商品のお届けは、受注後５日～1０日程度をいただいておりますが、ミ
ニカタログ配布直後などご注文が殺到した場合、遅れる可能性がござ
います。 少人数で運営をしているため、何卒ご了承ください。　

本カタログ有効期限：2022年11月

シャプラニール 検索 

ギフトラッピング
バングラデシュの女性たちが手すきし
たギフトバッグにご希望の商品を包装
して、指定のご住所へお届けします。
商品１点からお気軽にご利用ください
。複数商品をお求めの方は、ラッピン
グご希望の商品をお知らせください。
ギフトバッグは、商品の大きさによっ
てこちらでお選びします。

（小：青か黄、大：赤）

包装代：350円
（１袋につき）

No.121001

贈り手の気持ち伝わる

たっぷりとしたマチと内ポケットが機能的。
丁寧に、贅沢に刺しゅうが施されています。

ノクシカタ化粧ポーチ

No.39060　

       ¥1,900
素材／綿、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ／約10×15cm、マチ約6.5cm

SALE
優しい色合いがトイレ空間にぴったり。予備のト
イレットペーパーも入れられます。

ノクシカタ
トイレットペーパーホルダー

No.36069　

        ¥1,500
素材／綿、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ／約36×16cm

オンラインショップはこちらから →

SALE
通気性がよく夏にもおすすめ。前はスカート風、後ろは
パンツスタイルでユニーク。腰の紐で横に結べ、ウエス
トにはボタンが付いて調整が可能です。

手織布の巻きスカート風パンツ

No.101456  グレー No.101457  ブラウン

          ¥5,000素材：綿100％
サイズ：ウエスト約70cm（ゴム入り、ボタンで調節可）
               パンツ丈約88cm

SALE SALE
肩と背中にあしらわれた幾何学模様の手刺しゅうが
ポイント。肩部分にはタック入り。幅広く重ね着な
どで季節ごとのコーディネートを楽しめます。

手刺しゅうノースリーブシャツ

No.101459  ブラウン　　No.101458  アイボリー

         ¥4,800素材：綿100％、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ：胸囲約90cm、着丈約60cm、肩幅約38cm

生地に木版を手で押して模様をつけました。長め
の袖とゆったりとした胴回りがポイント。カジュ
アルにもおしゃれにも着こなせる一枚です。

ブロックプリントの
袖フレアトップス

No.101471  ホワイト　  No.101470 ベージュ

         ¥4,000素材／ 綿100%
サイズ／胸囲約114cm、着丈約59cm、袖丈約30cm

定価￥2,700⤵

定価￥8,200⤵ 定価￥9,800⤵ 定価￥7,900⤵

定価￥2,100⤵

‒ ８ ‒

※価格はすべて税込表示

ホワイト

ベージュ

ブラウン

グレー

ブラウン

アイボリー


