
定価 ￥2,100 →

同じネパールのサステナブルな農園で育った珈琲とスパイスやクッ
キーを組み合わせたセットです。ギフトBOX入り、熨斗付き。

Winter ギフトセット①　(珈琲・チャイ・クッキー）
No.50305　　 定価 ¥2,500

定価 ¥1,200

内容：珈琲スーリヤ（深煎り）粉70g×１　
　　　珈琲 ヒマール（深煎と浅煎のハーフ）粉70g×１
　　　チャイマサラ　×１
　　　コーヒーピールクッキー(12 個入）×１

Winter ギフトセット②　(珈琲・クッキー）
No.50306　　

内容：珈琲ドリップパック(新ロゴパッケージ)  ×３p　　
　　　コーヒーピールクッキー(12 個入）×１

思わず笑顔になってしまう癒しの存在、羊毛もふも
ふのイエティマスコット。シャプラニール50周年記
念で大きいサイズが登場。プレゼントにもぴったり
です！

50周年記念ビッグイエティ

No.39087　 定価 ¥5,800
素材：羊毛、綿（内部）、真鍮（アクセサリー）
サイズ：縦約19cm × 横約15cm × 奥行約10cm

クラフトリンクの不動の人気者。バッグにつけて持
ち歩いても、デスク脇で仕事の合間に愛でても♪

フェルト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

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

WINTER MINI CATALOG 2022

ミニカタログ 2022冬号 
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。

リユース布のミニポーチ

No.39037　

定価 ¥1,500
素材：綿
サイズ：約15-16×20-21cm

コロンとした丸い形と色柄が楽しい！小物の整理
や、お子様の初めてのお財布としても。ロングセ
ラーの大人気商品。

手織り布の小銭入れ

No.39086　

定価 ¥ 920
素材：綿
サイズ：直径約10cm、マチ約1.5cm

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。のりや定規な
どが入るたっぷりサイズです。

手織り布のアニマルペンケース

No.9323 うさぎ赤
No.9321 いぬ

No.9322 うさぎ白
No.9320  ねこ

No.9362  子ぶた

定価 ¥1,700
素材：綿
サイズ：取り出し口約21cm、 高さ7cm

丈夫な手織布を使用したカラフルなポーチ。マチ
がたっぷりとしているため、化粧ポーチや小物入
れ等さまざまな用途にお使いいただけます。

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

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。旅行はもちろん、お部屋の中でも活躍！

手織り布のトラベルポーチ

No.9343　ピンク小　　　No.9342　ブルー大
　

定価 ¥3,800定価 ¥2,700
素材：綿、ポリエチレン（内側）
サイズ：［小］約15cm×15cm、高さ約６cm
　　　　［大］約18cm×25cm、高さ約10cm

贅沢にノクシカタ刺しゅうが施され、トイレ空間
が楽しくなります。予備のトイレットペーパーも
入れられて実用的。

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

コーヒー農園でとれた濃厚でしっかりした味わいの
蜂蜜。熱処理をしていない貴重な生ハチミツです。
さまざまなお召し上がり方をお楽しみください。

ファーマーズパッション
コーヒー農園のハチミツ

No.16123　
定価 ¥ 750

原材料：ハチミツ（百花蜜）
内容量：130ｇ
製造者：（株）SHANTI SHANTI COFFEE FARM

ポリフェノールなどの栄養素が豊富なコーヒーピー
ルを活用した美味しいクッキー。甘すぎず大人のお
やつに最適。コーヒーピール以外の原材料は国産。

ファーマーズパッション
コーヒーピールクッキー

No.16150　 定価 ¥ 620
原材料：小麦粉（国内製造)（小麦を含む)、バター、米油、きび
砂糖、コーヒーピールパウダー（ネパール製造）、塩
内容量：12個
製造者：認定NPO法人ポパイ・モーヤーコ 
　　　　※工房は、小麦・卵・乳を扱っています。

うさぎ赤
 

 

いぬ

ねこ

子ぶた

うさぎ白

 ご注文にあたって

お問い合わせ・ご注文先

● 送料 

● 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
代金引換：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)

■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
のある商品のみをお届けいたします。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ください。
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

※ 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：2023年5月

シャプラニール 検索 

あったかいクラフトと過ごす冬
あのひとに贈る冬ギフト　
つくり手にも笑顔を届けよう

ビ
ッ
グ
イ
エテ

ィは
リボ
ンをつけてお届けします！

大好評のネパール珈琲、
《太陽とヒマラヤの恵みシリーズ》の農園から、

届いたアグロフォレストリーの恵み

※１歳未満の赤ちゃんには食べさせないで下さい。

寒い季節に手しごとのぬくもり。カラフルな手織り布と刺しゅうの小物。

お世話になっ
たあの人に！

※置きものとしてご利用ください。

約19cmサイズ

約8cmサイズ

《数量限定》 《数量限定》

ギフトセット①

ギフトセット②

②
①

ブルー大

ピンク小

とりのマスコット付

P.1P.8 商品価格は全て税込です。価格を改定した商品には、    マークがついています。

商品価格は全て税込です。価格を改定した商品には、   マークがついています。

《数量限定》

左：フェルトマスコットイエティ　　　　　　　　　　　　　　右：50周年記念ビッグイエティ

Happy holidays!
電子版のミニカタログ（PDF）では、印刷版に加筆・修正を加えています。ご了承ください。



feature

羽織ったり巻いたり。
自然素材で優しく

あたたかく。

ふんわり柔らかで軽いストール。ポイントで
ジュートを使い丁寧に手織した生地に、ベテ
ルナッツという植物の実や大事に育てた藍を
つかって染めています。

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 ¥4,900
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
　　　　

ふわっふわの手触りがクセになります！保温
性に優れた上質なヤクウールを使用している
ので、とてもあたたかく、ストールやひざ掛
けとして重宝し長くご愛用いただけます。

ヤクウールのストール 
ホワイトストライプ

No.1480　

定価 ¥15,000
素材：ヤクウール50%、コットン50%
サイズ：長さ約180cm×幅約70cm

カシミヤのように繊細でなめらかなヤクの毛
に、シルクの光沢感がプラスされて
エレガントな印象。実用的で
シンプルなデザインになって
います。ユニセックスで使えて
プレゼントにも最適です。

ヤクウールとシルクのマフラー

No.1494　

定価 ¥16,000
素材：ヤクウール60%、シルク40%
サイズ：長さ約180cm×幅約40cm

一年を通して使えるやわらかい綿生地のストール
です。ろうけつ染めで白く染め抜かれた独特なひ
び割れの風合いがとても魅力的です。

バティックストール

No.31441　 青
No.31443    茶

No.31442　紺

定価 ¥4,100
素材：綿
サイズ：長さ約203cm × 幅約93cm

リサイクルサリーを3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 ¥2,800

素材： 綿、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ：約100×70cm

ロングセラーの大人気商品。広げるとテーブルク
ロスにもなる大判サイズ。素早く水分を吸収し乾
くのも早いので、とにかく便利！何枚も持ってい
いたい優れもの。

バングラデシュの手拭いガムチャ

No.36034　
定価 ¥1,300

素材：綿
サイズ：幅約68cm、長さ約176cm

肌寒い時にストールとして使ったり手ぬ
ぐいにしたりと、いろいろな使い方がで
きるので重宝しています！

お客様の声

定価 ¥4,800

羊毛フェルトにお花の刺しゅうがポイントのヘア
ゴム！つけるだけで見た目も心も温かくしてくれ
るはず。

フェルトのヘアゴム

No.17158　白花 No.17159　青花

定価 ¥ 500
素材／羊毛、綿（縫い糸）、ゴム
サイズ／フェルト玉直径約2.5cm（大）、約2cm（小）、
               ゴムの長さ約20cm

ご愛用者の多い大人気商品！吸湿性、放湿性に優れ
たジュート素材ならではの癖になる心地良さです。

ジュートサンダル

No.36104　M

No.36105　L

No.36106　LL

定価 ¥2,400
 ¥2,450
 ¥2,500

素材：ジュート、ボール紙(サンダル内部)

サイズ：
長さ約24cm、甲幅約8cm

長さ約26cm、甲幅約8.5cm

長さ約28cm、甲幅約9cm

1968年に独立戦争で夫を亡くした女性たちや障害を
持つ女性たちを支援をする場所として創設されたジ
ャガロニセンター。1974年当時、シャプラニールの
通信員だった吉田ユリノさんが創設者のシスターリ
リアンと出会います。これが「クラフトリンク」の
始まりでした。このセンターは女性たちの住居であ
り職場でもあります。庭には畑があり新鮮な野菜が
毎日採れます。緑に囲まれた、とても居心地のよい
場所です。

ジュート・ワークス ／ ジャガロニセンター

ジュートサンダル制作現場

熱い飲み物にも安心なぷっくりとした厚みのある
フェルトコースター。刺繍がポイントになってい
ます。お気に入りのカップと合わせて。

フェルトコースター

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(生地)、綿(刺しゅう糸)
サイズ／直径約10cm

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
おり水や土で汚れてもさっと拭き取れます。

ジュートプランターカバーかえる

No.6527　Lサイズ No.6526　Sサイズ

定価 ¥1,000定価 ¥1,300
素材：ジュート、ポリエチレン（内側）
サイズ：(L)上部直径約23cm、底部直径約22cm、高さ約20cm
　　　　(S)上部直径約18cm、底部直径約16cm、高さ約15cm

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。コースターはデザ
インの異なる5枚セット。

ジュート手編み
鍋しき   　　　　　　

No.36072 鍋しき No.36029 コースター5枚組

定価 ¥1,800定価 ¥1,100
素材：ジュート　
サイズ：鍋敷き／直径約20cm　 コースター／直径約10cm

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：約縦40×横30cm、マチ約10cm、持ち手長さ約50cm

刺しゅうコースターセット

小花コースターセット

冬もやっぱりこれが好き！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェルト＆ 手刺しゅうの
やわらかな ぬくもり。

冬の忙しいキッチンを楽しく、可愛く。ふわり
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、Lのみ持ち手が付いています。

竹の美しい網目と、プラスチック製品にない自然
の味わいが魅力。経年で変化し、その風合いを増
します。持ち手がついて便利。

バングラデシュの竹かご

No.43002：両手かご No.43001：片手かご
　
定価 ¥2,700定価 ¥2,800

素材：竹
サイズ：両手かご／直径約25cm、深さ約8cm
　　　　片手かご／直径約20cm、長さ約25cm、深さ約10㎝

靴サイズ
22～23.5cmの方

24～25.5cmの方

26～27.5cmの方

裏側

馬

鹿

象

ライオン

青 紺茶
※デザインが少しずつ異なります。

リバーシブルの
組み合わせが楽しい！

両手かご

白花
青花

Lサイズ

Sサイズ
片手かご

P.3P.2 商品価格は全て税込です。価格を改定した商品には、    マークがついています。

桜

藍染絞り

ジュート手編み
コースター   5枚組

《数量限定》

↓ 今期入荷した「桜」は、少し色が濃いめです。
　オンラインショップで画像をご覧いただけます。



「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。ご購入前に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利用
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 

※どちらのタイプも内側のポリエチレン加工はありません。

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.8354　生命の木 No.8303　ねこ
No.8353　かえる

定価 ¥1,100

ユーモアに満ちたイラストが魅力の「エイブ
ルアート・カンパニー」とのコラボ商品。フ
ァンが多いです！

ジュートバッグ エイブルアート

No.8338    はっぱと花
No.8369　 オオハシ

No.8370　しろくま
No.8336　ねこ

定価 ¥1,200

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
のように日光にあてたくない野菜の保管にも。

ジュート野菜ストッカー

No36071　

定価 ¥1,200
素材：ジュート
サイズ：高さ約28cm、底約14cm×22cm

両サイドにプリントの入ったミニバッグ。お気に
入りのバッグチャームをつけて自分らしいアレン
ジも楽しめます！内側はポリエチレン加工。

ジュートミニバッグ  フラワー・花火

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

ロングセラーの人気ねこバッグ。お弁当入れとし
て、ランチバッグとしてぴったりのサイズです。

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

バングラデシュの新聞を活用したバッグ。ちょっ
とした贈りもの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 ¥520
素材：新聞紙、ジュート（持ち手）
サイズ：約縦28×横30cm、マチ約10cm

フラワー

花火

水戸岡鋭治さんに、クラフトリンクのジュートバッグを
デザインしていただきました！遊び心のあるモザイク
柄は誰にでも似合う懐かしくて新しいパターンです。

50周年記念
水戸岡鋭治ジュートバッグ

No.39088
定価 ¥1,900

素材：ジュート、ジュートコットン(持ち手）、綿（リボン）
サイズ：縦約30×横約40cm、マチ約10cm、持ち手長さ約50cm

シャプラニール50周年の想いを込めたベンガル語を
選びイラストは、エイブルアート・カンパニーの作
家、佐々木さんに描き下ろしていただきました。

50周年記念　エイブルアート
佐々木英明 ジュートバッグ

No.39089　村人 青 No.39090　村人 白

定価 ¥1,700
素材：ジュート、ジュートコットン(持ち手）
サイズ：約縦40×横30cm、マチ約10cm、持ち手長さ約50cm

普段のお買い物だけでなく、水平に運びたいケー
キやお総菜なども安定して運べます。内側はポリ
エチレン加工で、汚れても水拭きで落とせます。

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

機能性抜群でお買い物に便利なだけでなく、キャ
ンプなどのアウトドアにも活躍する大容量のバッ
グ！三つ折りにしてマジックテープで留めればコ
ンパクトに持ち歩けます 。

レジバッグ 緑

No.6456　
定価 ¥2,900

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27×39cm、マチ約27cm

かぎ針で手編みし、裏地をつけたミニバッグ。ち
ょっとしたお出かけに便利なサイズ。シンプルだ
けど存在感が光ります。

手編みのミニニットバッグ

No.8371　ブラウン No.8372　グレー

定価 ¥4,100
素材：羊毛、綿（内側）
サイズ：約縦20×横30cm、マチなし、持ち手長さ約33cm

生産工程で出る余り糸を使った手織布。柔らかく
温もりを感じる手触りが特徴です。バック口には
チャックが付いており安心。小物も便利に収納で
きる内ポケット付き。

リユース糸のショルダーバッグ

No.8187　
定価 ¥5,200

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

BAGS !

建築・鉄道車両・グラフィック・プロダ
クト等さまざまなジャンルのデザインを
手がける。なかでもJR九州の駅舎、車両
のデザインは、鉄道ファンの枠を越え広
く注目を集め、ブルネル賞、毎日デザイ
ン賞、菊池寛賞を受賞。主なデザイン作
品に、JR九州の新幹線800系、クルーズ
トレイン「ななつ星in九州」、西九州新
幹線「かもめ」等。

水戸岡鋭治（みとおかえいじ）
イラストレーター、デザイナー

書類はもちろん、持ち歩くことの増えたノートパソコンなどもラクに入る使い勝手の良いサイズ。
内側はポリエチレン加工を施してあり、汚れが落としやすくしっかりした作りです。

東京都内、池袋周辺を走るIKEBUSの車内にもモザイク柄 →

持ってると褒められる！
使い勝手が良い！

出かけたくなるバッグ！

マヌシェル アスタェ、マヌシェル パシェ
With trust in people, by the side of People  

人々を信じ、人々と共に。

エイブルアート・カンパニー
障害のある人たちが表現活動を通じて、生きる尊厳を獲得すると同時に、障害のある人たちのみず
みずしい感性あふれる表現活動を通じて、社会に新しい芸術観や価値観を創ることを目的に活動。
個性あふれる絵画、ユーモアに満ちたイラスト、こうしたアート作品を社会に発信している。

生地拡大  ブラウン

グレー

ねこ

かえる

生命の木

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)

素材：ジュート（本体）、ジュートコットン（持ち手）
サイズ：縦約40×横30cm、マチ約10cm、持ち手の長さ約50cm
しろくまのみ横型
サイズ：縦約30×横35cm、マチ約10cm、持ち手の長さ約50cm

村人 白

村人 青

はっぱと花
(エイブルアート)

＼入荷お
待たせし

ました！
／

大人気

P.5P.4

商品価格は全て税込です。価格を改定した商品には、   マークがついています。

バングラデシュの誇る黄金の繊維ジュート！
光合成がさかんでエコな植物

持
ち

手
は

ジュート。良く見ると現地
の

世
相

が
わ

か
っ

た
り

？
！

↓ 今期入荷した商品は、
　カラー紙が多めになっています。



冬
の
お
肌
を
い
た
わ
る
。

『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
の女性たちがてがける、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。

８年前に夫を亡くしてから、SMEの工房で働きはじめました。
ここのお給料でいつか13歳の娘にプレゼントしたいとジュエリ
ーを買うことができたんです…！娘にはできるだけ高等教育を
受けさせたいです。

「娘のために頑張っています。」

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
ため使われてきたレッ
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。

��������

Sheソープ・リユースサリーのブランケット
をつくるプロクリティの生産ユニット
SMEで話を聞きました。

シャプラニール小川

シェパリーさん

プロクリティのマネージャー
　　　　　　エリザベスさん

スーリヤ

スーリヤ…深煎り
ヒマール…深煎りと浅煎りのハーフ

※ティーキャンドル１つ付き

①

②

③

④

シェパリー・カトゥンさん

ほっとする灯のあかり

電気を消して静かに過ごす夜はいかが
でしょうか。ろうそくの火に照らされ
た素焼きのあたたかい雰囲気が魅力的
です。

素焼きキャンドル

No.44007　睡蓮

No.14092　丸いさかな

No.44009    平和の鳥

定価 ¥700
         ¥900
         ¥800

素材：粘土
サイズ：睡蓮／皿部直径約8cm
　　　　丸いさかな／約12㎝、高さ6㎝
　　　　平和の鳥／約13×7cm
　　　

リサイクルコットンを使って手すきし
た紙にスクリーンプリントという手法
で、一枚一枚丁寧に仕上げました。封
筒付き。

サンキューカード

No.10106 ブルー     No.10107  オレンジ

定価 ¥300
素材：コットンペーパー
サイズ：約8×8cm

お好みのアロマオイルを落として
ご利用ください。ジュートの小さ
い小袋とバングラデシュの新聞紙
を使った箱付で、ギフトにも！

素焼きアロマストーン

No.14091    ハート
No.44012　壁掛けネコ
No.44013　子ぶた
No.44015　象

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

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。お子様に喜ばれるだけでなく、お
部屋や玄関先に飾って楽しめます。

ジュートかめ・子がめ

No15083　かめ                         No.15130　子がめ

定価 ¥1,500 　　　 ¥1,000
素材：ジュート、綿
サイズ：かめ／全長約18cm
　　　　　　　高さ約10cm
　　　　子がめ／全長約13cm
　　　　　　　　高さ約9cm

手すきのジュートペーパーで作られたカード。封筒付き。
クリスマスギフトに手書きのメッセージを添えれば、気持ちが伝
わります！お好きなカードを選んで2枚単位でご注文ください。
　　

クリスマスカード 各種

No.10100  フラワー赤　 No.10112 ハート     No.10102  フラワーピンク
No.10103   ツリー赤　  No.10104 ツリー緑　　No.10105 ツリー紫　

定価 ¥750
素材：手すき紙(ジュート)
サイズ：フラワー／約13cm×11cm、　ハート／12cm×12cm
　　　　ツリー／約15cm×11cm

お好きなカード2枚

クリスマスのオーナメントの他、カードに添えた
り、ラッピングのワンポイントとしてもお楽しみ
ください！

ジュートエンジェル

No.15003　S                        No.15004　M  

定価 ¥190定価 ¥ 130
素材：ジュート
サイズ：S／約 5.5 cm、  M／約8cm

人気の素焼きオーナメントのシリーズ。クリスマ
スの雰囲気を盛り上げてくれます。お部屋のイン
テリアにもぴったり！

素焼きオーナメント

No.14085　クロス
No.14090　平和の鳥

　
No.14089　ツリー

定価 ¥500
素材：粘土
サイズ：クロス／約8.5×5.5cm、ひもの長さ約9.5cm
　　　　平和の鳥／約4.7×6.8cm、ひもの長さ約9.5cm
　　　　ツリー／約5.7×5.3cm、ひもの長さ約9.5cm

一つひとつ表情が違う、手作りの暖かみある手の
ひらサイズの動物シリーズ。手足の部分にワイヤ
ーが入っていており自由に動かせます。

ジュートアニマル

No.45038　象　　　　　    No.45037　赤モンキー

 ¥ 550 ¥ 600
素材：ジュート、針金
サイズ：象／ 約5×8cm、赤モンキー／ 約18×14cm

定価 ￥780 → 定価 ￥700 →

Sサイズ Mサイズ

ツリー赤 ツリー紫
ツリー緑

フラワーピンクハートフラワー赤

象

赤モンキー

かめ
子がめ

ツリー平和の鳥

クロス

紅茶の茶葉とミルクに本商品を入れるだけ
で、ネパールの家庭の味・本格的なミルク
ティをお手軽に楽しむことができます。

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

本格的なバングラデシュの味を楽しめ、誰
でも手軽に作ることのできる8種類のスパイ
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

Coffee ＆ Spice

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. 21001

贈り手の気持ち伝わる

シー  マイメンシンソープ
No.48001　FACE
No.48003　HAIR
No.48004　BABY

No.48002　BODY
No.48012    HAPPY

定価 ¥1,200
標準重量：100 g

シー  マイメンシン簡易ソープ
No.18016　FACE No.18017　BODY

定価 ¥ 930
標準重量：100 g

￥650定価

ハニープロセス珈琲    粉　(中挽き)
お試しサイズ（70g）
No. 16095  スーリヤ        No. 16097  ヒマール

￥1,280レギュラーサイズ（150g）
No. 16102  スーリヤ　　No. 16103  ヒマール

ハニープロセス珈琲   豆　
定価

￥1,280レギュラーサイズ（150g）
No. 16094  スーリヤ　　No. 16096  ヒマール

ハニープロセス珈琲   粉　(中挽き)
定価

アグロフォレストリー農法で大切に育て
られたアラビカ種のコーヒー豆で、ナッ
ツのような風味が特徴のコーヒーです。
酸味や苦みが少なく、すっきりとした味
わいです。コーヒー好きの方にもビギナ
ーの方にも大好評！

太陽とヒマラヤの恵みハニープロセスコーヒー

シャプラニール新ロゴ
ドリップパック珈琲（5個セット)
No.16111　 定価 ¥780

品名：レギュラーコーヒー／原産地：ネパール／ 製造元：㈱SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM
　　　　

＼黄色のパッ
ケージ／

①
②

③
④

P.7P.6商品価格は全て税込です。価格を改定した商品には、   マークがついています。

ハート

壁掛けネコ

子ぶた

象

※誌面では￥920 となっていますが、
　正しくは￥930 です。

Merry Christmas

ブルー
オレンジ

睡蓮

丸いさかな

平和の鳥


