
表面

■カードの大きさは、A5サイズです。

カードの表面は、リゾートの
写真集を眺めているような
雰囲気の中で、商品を選ん
でいただけます。

カードの裏面では、商品特
性や歴史、製作者の紹介な
ど、読み物としても楽しんで
いただけます。

⇒

⇒

裏面

カードの特長 ①　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



カードの特長 ② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～カードをめくっていくと時間帯が朝から夜への経過していく構成になっています。～

※季節により商品の入替えを行っております。（不定期）

・・・・・

・・・・・

・・・・・



次のページからカード内容を紹介します。次のページからカード内容を紹介します。





B. デュラレックス
ピカルディグラス４個セット

A. デュラレックス　
リスボウル４個セット

申込番号：47-089 申込番号：47-094
強化ガラス　フランス製
径約10.5cm×高さ4.3cm　200cc
電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯（100℃)、
フリーザー（－25℃）対応
オーブン不可、直火不可、ホットプレート不可、
電熱器不可

強化ガラス　フランス製
径約7.5cm×高さ7.8cm　160cc
電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯（100℃)、
フリーザー（－25℃）対応
オーブン不可、直火不可、ホットプレート不可、
電熱器不可

毎日使うものには、たくさんの役割があります。丈夫で、シンプルで、機能性に優れていて、おしゃ

れでもある。強化ガラスですから、熱湯(100℃)も、フリーザー(-25℃)にも対応します。

※デュラレックス製品には機械による傷、気泡などが見受けられます。これは製造上どうしても発生

してしまうものであり不良品ではありません。また、表面にソーダ灰(汚れのように見えます)が付着

していることがございますが、食器用洗剤で落ちますのでご安心ください。





キルナー　ハンドルジャー2個セット

イギリスの老舗ブランドKILNER（キルナー）から、大人気のハンドルジャーとキャ
ップのセットです。クラシックなデザインのガラス瓶、持ちやすいハンドルと女子の
手のひらに収まるちょうどいいサイズ感。フラワーデザインのキャップにストローを
挿せば、いつものドリンクを海外のカフェ気分で楽しめます。ソーダガラスを使用し
た涼しげな見た目はレモネードや、オレンジの輪切りを入れたアイスティーにピッタ
リ。海辺のバー気分でライムとミントを入れたモヒートも似合います。

フラワーキャップ付きハンドルジャー2個、ストロー

幅11×奥行7×高さ13cm（容量0.4ℓ）

本体：ソーダガラス

フタ：ブリキ

ストロー：紙製

生産国：中国

食器洗い乾燥機対応

電子レンジ、オーブン、直火使用不可　　

※ストローのデザインは変更になる場合があります。

キルナー　ハンドルジャー2個セット

申込番号：47-024そして、熱に強いKILNERですから、ホットチョコレートなどの熱い
飲み物にも対応するので、１年中使える優れものです。

海外カフェ気分のハンドルジャー



ドットストライプ　取分けセット

ウォーターカラー　
フリークロス

パレオにもなるフリークロス

色々な用途で使える大きなサイ

ズのフリークロスです。薄く軽

いので、カーテンやテーブルク

ロス、ベットカバー、間仕切り

などのインテリアファブリック

のほか、大判ストールやパレオ

などファッションアイテムとし

ても重宝します。インド綿なら

ではの自然を感じる風合い、東

洋と西洋を感じる更紗のアラベ

スク柄。ナチュラルなコーディ

ネートに工夫次第で色々な使い

方ができる万能アイテムです。

　

申込番号：65-014

フリークロス（パレオ）１枚
110×180cm
綿100％
インド製

ウォーターカラー　フリークロス

※インド綿は繊維が太く短いため、素朴な風合いがあり、織り

ムラ、織りキズ、節、ネップと呼ばれる糸のもつれ等が発生す

る場合がございます。

※洗濯の際、色落ち、繊維の抜け、多少の縮みなどが生じる

ことがあります。単品の手洗いでの洗濯をお願いします。



ドットストライプ　取分けセット

チップトリージャム　リトルスカーレット

007から愛をこめて

イアン・フレミング作「007ロシアから愛をこ

めて」で、ジェームズ・ボンドの、こだわりぬ

いた朝食シーンがあるのですが、その中に“テ

ィプトリー「リトルスカーレット」いちごジャ

ム。”が登場します。リトルスカーレットは小

粒で野いちごに近ので、栽培量も少なく希少価

値が高い、食べてみると濃厚で特別ないちごジ

ャムだとわかります。130年以上の歴史がある

チップトリーは英国王室御用達ブランドで、か

のエリザベス女王が工場に訪れたこともありま

す。「女王陛下のジャム」は、スパイの最高峰

「女王陛下の007」に愛されたジャムという設

定にふさわしいジャムです。ちなみに、日本で

は「チップトリー」と呼ばれていますが、イギ

リスに行ったら「ティプトリー」と発音してみ

てください。

申込番号：88-007

ストロベリージャム
340g×１個

賞味期限：6ヶ月

原産国：イギリス

A. チップトリー ジャム リトルスカーレット　

申込番号：88-008

B. チップトリー ミニジャム8個セット

ミニジャム　28ｇ×8個＊

＊ストロベリー、ラズベリー、ブラックカラント、ワイル
ドブルーベリー、モレロチェリー、アプリコット、オレン
ジマーマレード（オールドタイムズ）、ピーチ、ピュアハ
ニーの中から3～４種類、計8個お届けいたします。ミ
ニジャムの種類はお任せください。また、同じものが
数個入る場合がありますご容赦ください。

賞味期限：6ヶ月

原産国：イギリス



収納時 収納時 収納時 収納時





ドットストライプ　取分けセット

エコ洗剤セット

食器を洗う 未来を守る

Le Chêne & Le Roseau（ル・シェンヌ・エ・ル・ロゾー）はお肌と環境を考えた、安心で

安全な南仏のエコクリーニングブランドです。ディッシュウォッシング・リキッドは天然由来

成分99.4％の食器用中性洗剤です。しつこい油汚れを落としながらも、お肌にやさしく肌荒れ

を防ぎます。さわやかなレモンタイムの香り。グリースリムーバーは天然由来成分99.3％の台

所用弱アルカリ性洗剤です。キッチンまわりのコンロや換気扇などのしつこい油汚れをしっか

り除去します。お肌と地球にやさしいエコサートナチュラル認証取得の洗剤に、強い油汚れや

こびりついた汚れもしっかり落とせる、再生繊維で作られたエコスポンジをセットしました。

申込番号：89-009

B. コンロ・換気扇用エコ洗剤

・全てのクリーナー製品は、天然素材にこだわり、お肌と環境にやさしいエコサートナチュ

ラル認証を取得しています。

・売上の1%は、貧しい人々を支援するL’agence du Don en Nature（ラジャンス・デュ・ド

ン・エン・ナチュール）に寄付されます。

・ 環 境 保 全 や リ サ イ ク ル 推 進 な ど の 社 会 的 責 任 に 対 し 、 積 極 的 に 取 り 組 む E + E （

Entrepreneur  p lus engagé）に参画しています。

 

 

 

申込番号：89-008

A. 食器用エコ洗剤

※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合が
あります。

ディッシュウォッシング・リキッド ナチュラル 500ML
（用途：食器・調理用具用　中性）／
スカーリングスポンジ（２個入り）
生産国：フランス

グリースリムーバー ナチュラル 500ML（用途：コンロ
や換気扇などの油汚れ用　弱アルカリ性）／
スカーリングスポンジ（２個入り）
生産国：フランス

A
B













地球人の持ち物

毎年5,000億個にものぼる使い捨てカップをなんとかしたい…誰もが思うことですが、タンブラーを持ち運ぶのって、電車やバスの通勤通

学では辛いですよね。「stojo（ストージョ）」は持ち運び簡単、何度でも使える折り畳みマイカップです。「使い捨て文化を終わらせる」

と2014年にニューヨークで立ち上げられたブランドだけあって、機能的かつ洗練されたデザイン。もちろん安全性を第一に考えて各部品

はBPAフリー、鉛フリー、フタル酸フリー。接着剤や化学薬品も不使用です。シリコーン部分は、ヨーロッパの安全基準であるLFGB認証

を取得しています。サステナビリティ（持続可能性）は我慢することではなく、地球に優しく、人にも優しいことだと思います。

■折りたたみマイカップ

径9×高さ12.7cm（折りたたみ時高さ5cm）

355ml　※トールサイズ 350ml対応　約140g

シリコーン、ポリプロピレン（FDA/LFGB認証

/BPAフリー/鉛フリー）

耐熱/耐冷温度　シリコーン (200℃/-30℃)　

ポリプロピレン (100℃/-20℃)

※デザインは同じ色違いの商品です。

申込番号：47-093

Ｂ. ストージョ  カシミア

申込番号：47-092

Ａ. ストージョ  カーネーション

ストージョ



ドットストライプ　取分けセット

ウォーターカラー　
フリークロス

チョップ2ポット バンブー

竹製の2つ折りまな板

申込番号：71-026

25.5 x 21 cm

竹、シリコーンゴム

食器洗い乾燥機使用不可

※ご使用後は手洗いし、水気をふき取って乾かして

ください。水には浸さないでください。

チョップ2ポット バンブー

水切りイメージ

竹の美しさと素材の特徴を活かした、イギリスのキッチンブランドJoseph Joseph の

機能的なまな板です。竹は抗菌性があり固いので、包丁の傷がつきにくい。つまり、傷

ついた部分に菌が繁殖する心配が軽減されるってこと。すばらしい！水をしっかりはじ

くので、水っぽい食材、フルーツ、野菜にも適しています。また、まん中に耐久性の高

いシリコーン製のヒンジがあり、２つ折りできるまな板なので、切った食材をこぼさず

簡単にお鍋に移すことができます。折りたたむとコンパクトになるので、収納も便利。

竹は再生可能なので、環境に優しい素材なのもいいですね。







ドットストライプ　取分けセット

リトアニア木製コースター　３枚セット

申込番号：91-001

■３種類のコースターを各１枚ずつ
１枚のサイズ：径約10cm　厚み約0.2cm  
木製（樺の木 ひまわり油コーティング）
リトアニア製
電子レンジ、食器洗い乾燥機　不可

東欧バルト海沿岸バルト三国のリトアニア共和国は国土の98％が農地と森林。そして約
4000の湖「森と湖の国」です。中世ヨーロッパの街並みの旧市街地は世界遺産に登録
され、フォトジェニックな観光の名所になっています。
ちなみに国連の分類でバルト3国は北ヨーロッパ（北欧）になるようです。東欧、北欧と
いえば、豊かな自然と、かわいい雑貨のイメージ。樺（かば）の木をレーザーカットし
た、繊細なデザインの透かし彫りコースターです。あまりにも美しいので、壁やクリス
マスツリーにオーナメントとして飾ってみてはいかがでしょうか。リトアニアの自然を
感じる素敵なインテリアになります。

森と湖の国リトアニアのコースター

※自然素材の手作り品のため、木目、色調など、ひとつひとつ全て違います。実際の商品は、写
真と異なることがありますがご容赦ください。

※絵柄は変更になることがあります。



マカデミアナッツ＆ハワイアンティー



グリーク　マウンテン　ティー

ギリシャなど地中海沿岸地域では、山岳地帯に自生するシソ科

のハーブ「シデリティス　スカルディカ」を「山のお茶」と呼

び、古代ギリシャ時代より親しまれています。茎付きの花をそ

のままカップに入れる見た目のインパクトとウラハラ、さわや

かな香りと飲みやすい、やさしい味わいのハーブティーです。

無香料・無着色・無添加でノンカフェイン。リラックス効果も

あるので、朝からおやすみ前までいつでも飲めるお茶です。

ハーブをそのまま束にした形でボックスに入っています。茎を

適当な長さにカットしたら、花の部分を下にしてそのままカッ

プに入れてお湯を注ぎます。ハーブを浸して2～3分で澄んだ

黄緑色のハーブティーができます。

香りを楽しむお部屋のインテリアとして、束のままでスワッグ

（壁飾り）にしていただくのもおすすめです。

グリーク　マウンテン　ティー　１箱

内容量：10ｇ　（カップ約10杯分前後）　

※花の付き方により個体差があります

箱サイズ：4.4×9.5×35.3cm

原材料：マウンテンハーブ

原産国：ギリシャ

グリーク　マウンテン　ティー

申込番号：87-001

茎のままカップへ入れるハーブティー



ドットストライプ　取分けセット

カピスペントレイ

海のグラデーション

自然界が作ったとても綺麗なペントレイです。フィリピンの海で採れるカピス貝を

加工して作りました。海の底から海面を見上げると、こんな感じでキラキラしてい

る（かもしれない）と思える輝きです。1つ1つ違う、天然の素材ならではの風合

い。パステル調のやわらかいグラデーションとホワイトプリントのトロピカルリー

フ。デスクやドレッサーで細々した物を置いても煩雑に見えない美しさです。樹脂

コーティングが施されているので、アクセサリーを乗せても傷つきません。ピンク

とイエローの２枚セットでお届けします。
申込番号：65-016

カピスペントレイ　２枚セット

ピンク１枚　イエロー１枚

約9.5×18.5×高さ1cm

カピス貝　樹脂コーティング 

フィリピン製

※自然素材を使用した手作り品のため、色柄が写真と

異なる場合がございます。

貝は自然の物なので多少ゆがみがあります。ご了承く

ださい。



カトラリーセット

シンプルなカトラリーセット

ナイフ、フォーク、スプーン、ティースプーン、ケーキフォーク…いつの間にかなく

なって、買い足すことはありますが、揃っていないと使い辛いのがカトラリーです。

お皿などのテーブルウェアに合わないデザインも、なんとなく落ち着きません。なる

べくシンプルで自己主張せず、でも使い勝手は譲れない。新潟燕といえば金属洋食器

の町。職人さんがきちんと作った日本製です。おしゃれな飾はありませんが、ハンド

ルサテン（つや消し）で落ち着いた雰囲気のカトラリーセットです。普段よく使う5

種類を２人分のセットで。
申込番号：77-021

カトラリー　２人用セット

5種類×各2本

ディナーナイフ：長さ20cm

ディナーフォーク：長さ18 cm

ディナースプーン：長さ17.5cm

ティースプーン：長さ12.8cm

ケーキフォーク：長さ14.5cm

ステンレス　ハンドルサテン仕上げ　日本製

食器洗い乾燥機使用可



１袋のパンケーキミックスで、直径１２cm程度の
パンケーキが４枚作れます。



多国籍 皿セット

※このシリーズの商品は
釉薬のタレが生じる可能
性がございます。



朝の十草小丼

朝の十草小丼

申込番号：41-148

朝は食べられない。と言いますが、朝粥だと食べ過ぎてしまうくらい食べられます。

おなかいっぱい食べた筈なのに、鍋の後、〆の雑炊も。お酒の後のお茶漬けも。汁が

加わると、炊き立ての白飯でなくても、残ったご飯でもおいしくいただける。茶碗よ

り大きくて汁も入り、掌に収まりも良いサイズ。レンゲで食べても、（ちょっと行儀

は悪いですが）掻き込んでも食べやすい形です。柄の十草（とくさ）は金運を招いて

くれる縁起の良い吉祥文様です。白磁に藍が爽やかな小丼。まずは一日の始まり、朝

食の納豆や卵かけご飯で試してみてください。

丼3個
径12.5×高さ7cm

磁器　日本製（美濃焼）　

電子レンジ、食器洗い乾燥機対応

朝粥にしたくなる小丼









アカシア シェアトレイ

ガールフレンドとビーチハウスでランチなら、質感が素敵なトレイがあるといい

ですね。海外ドラマのような特別なことがなくても、和洋折衷で日常的に使える

アカシア製のシェアトレイです。フードはなんでも、デリバリーでもコンビニで

も、天然木のハンドメイドなので、気分が揚がります。イレギュラーなエッグ型

シェイプのトレイなので、いつもの料理もおしゃれに見せてくれます。

※天然の木を切り出して作っていますので、木目、色調など、ひとつひとつ全て違います。

実際の商品は、写真と異なることがありますがご容赦ください。

プールサイド　シェアトレイ

アカシア　シェアトレイ

申込番号：78-010

木製（ラッカー塗装）トレー大1枚、小2枚セット
大皿：約24.5×21.5×高さ2.5cm
小皿：約17.5×12.5×高さ2.5cm
電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、漂白
剤使用不可



水草栽培アクアリウム

癒しの水草アクアリウム

球体のガラス鉢に光が差し込み、いっそう潤いを増す水草

のある空間。美しいアクアリウムや水槽に憧れはあっても

インテリアに取り入れるのは難しいというイメージを持っ

ていませんか？そんな“水景”を作り上げるまでに必要な

ものが全て揃った水草の栽培セットです。難しい植え込み

作業をすることなく、ガラス鉢の中で水草を種から育てて

アクアリウムを作り、簡単に癒しの環境が整います。

水草栽培セット一式：ガラス瓶、種、土、石2コ、流木、

取扱説明書

ガラス瓶サイズ：高さ11.5×Φ14.5cm

水草栽培アクアリウム　

申込番号：57-003

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は完成イメージです。

→ → → →→

【セット内容】

【成長するイメージ】



マカロンカラー　クッションカバー２枚セット

おしゃれリセエンヌのクッションカバー

マカロンのような配色。草木の中を鳥が飛びまわるかわいいデザインです。柄部分はオパー

ル加工で、下地の白い布が透けて見える、プリントとは違う、凝った2重構造の素材です。フ

ランスで小鳥は「キュイキュイ（cui-cui）」とさえずります。置くだけでリセエンヌ（フラ

ンスの女子高生）のお部屋になる女子力アップなクッションカバーです。ピンク＆ブルーの

色違い２枚セットです。

クッションカバー２枚（ピンク1枚、ブルー１枚）

45×45cm

地組織：綿75％ポリエステル25％

柄部分：ポリエステル100％

裏地：綿100％

インド製

※カバーのみの提供です。クッションの中身は含まれ

ていません。

※洗濯の際、色落ち、繊維の抜け、多少の縮みなどが

生じることがあります。単品の手洗いでの洗濯をお願

いします。

マカロンカラー　クッションカバー２枚セット　

申込番号：65-013



ナースウォッチ

パルスメーターがついて脈拍を測れるナースウォッチタイプ、暗くても見やすい蓄光針、付け替え便
利なクリップ、時間の確認がしやすいリール伸縮60㎝、動作不良の少ない安心の日本製ムーブメン
ト、しかも省エネ設計で電池寿命が約4年の長持ちバッテリー。シンプルな見た目ですが、くすみカ
ラーがおしゃれですが、めちゃくちゃデキル懐中時計です。女性にも男性にも使っていただきたい。

Ｂ. ナースウォッチ　グレージュ

申込番号：92-002

Ｃ.ナースウォッチ　ピンク

申込番号：92-003

Ｄ.ナースウォッチ　ブルー

申込番号：92-004

Ａ．ナースウォッチ　ホワイト

申込番号：92-001

ケースサイズ：φ３４mm   ベルト全長：87mm 
ケース素材：合金   リール素材：プラスチック 
ムーブメント：日本製   １年保証書付A.ホワイト B.グレージュ C.ピンク D.ブルー

文字盤のアップ

脈拍を測れるナースウォッチ



ドットストライプ　取分けセット

ＰＣバッグ Ａ４ポケットＰＣバッグ 外２ファスナー

ビジネスマンに必要な機能性を重視したサイズのPCバッグ。どちらのタイプもクッション
材（ウレタン）が入っているので、パソコンをしっかりプロテクトしてくれます。
厚みのあるA4ファイルや角2封筒も楽々入るサイズです。ショルダーは肩パッド付、定番
のブラック、汚れや雨に強いポリエステル。ここまでは同じです。２つの違いはポケットで
す。内側仕切りポケット2つと外側ファスナーポケット2つが付いたタイプと外側にA4サイ
ズの入るファスナー付ポケットとオープンポケットがあるタイプ。営業先で、通勤で、この
ポケットが便利に働いてくれます。

実用重視PC対応ビジネスバッグ

Ａ. ＰＣバッグ 外２ファスナー

申込番号：39-057
黒色  ポリエステル

幅約29×高さ約39×底幅約7cm

本体内側：仕分けポケット／前面：

ファスナーポケット2／背面、底面

ウレタン入／ショルダーベルト：取

外し、長さ調節可、肩パッッド付／

手提げハンドル

Ｂ. ＰＣバッグ Ａ４ポケット

申込番号：39-058
黒色  ポリエステル

幅約29×高さ約39×底幅約8cm

前面：通しマチファスナーポケット、マジックテープ付

オープンポケット／側面、背面、底面ウレタン入／ショ

ルダーベルト：取外し、長さ調節可、肩パッッド付／手

提げハンドル





ハワイアンジュエリーは神聖な植物や

動物がモチーフとなっていて、身につ

けることで力を授り、願いが叶うとさ

れています。ハワイでは思いを込めた

メッセージとして、特別な日に贈る習

慣があります。また、仕事がうまくい

った自分へのご褒美や、願掛けのお守

りにします。2個セットなので、日替

わりでどうぞ。

プルメリア＆ハイビスカス

申込番号：23-051
■プルメリア
薫り高い気品と情熱。恵まれた人になる人気
の高いモチーフです。
シルバー925／ジルコニア（クリアー）　
花の直径9mm
■ハイビスカス
輝かしい未来と新しい恋が花開く予感。仕事
や恋愛の良縁祈願に。
シルバー925　花の直径8mm

ホヌ＆ホエールテイル

申込番号：23-052
■ホヌ
サーファーの守り神で、危険や災いから身を
守って幸せに導いてくれる、厄除け開運。　
シルバー925　12mm×15mm
■ホエールテイル
くじらに出会えると幸運。運気好転パワー溢
れるラッキーアイテム。男性に人気。
シルバー925　9mm×12mm

パイナップルキルト＆バレル

申込番号：23-053
■パイナップルキルト
大地と太陽の恵、パイナップルは「おもてな
しの果実」金運、繁栄の象徴。
シルバー925　キルト部分8mm×8mm
■バレル
樽の中の「夢」を守り、熟成し、達成へと導く
サクセスモチーフ。心願成就に。
※プルメリアの透かし彫り柄
シルバー925／エナメル（ブラック）　
6mm×径5mm

聖なる金属シルバー
銀には聖なる力が宿るとされ、魔除けのお守りとして身に
つけられてきました。銀製品は財運、富に恵まれる縁起の
良い貴金属（Sterling Silver：銀含有量92.5%）です。

※トップ(チャームのみ)のご提供です。チェー
ンは付いていません。
お手持ちのペンダントに追加してチャームの
重ね付け用におすすめです。

※手彫りのため写真と若干違う場合があります。

ハワイアンジュエリーで運気上昇ペンダントトップ



ドットストライプ　取分けセット









ドットストライプ　取分けセット

ル・ハワイアン　マグ３個セット

モンステラの群生をワイキキのど真ん中で見て驚いたのですが、常夏の気候では街の

あちらこちらで日本人にとっては珍しい植物の大群を見ることができます。ホノルル

全体の夜景を見渡せる絶景スポット、タンタラスの丘では月下美人（A QUEEN OF 

THE NIGHT）が群生していて夢の様な光景です。6月から9月位まで10日～2週間

のサイクルで一斉に大量大輪で咲く月下美人は圧巻。タンタラス以外にプナホウハイ

スクール（ちなみにオバマ元アメリカ大統領の出身校）の生垣とパンチボールが有名

です。日本では「幻の花」ですが、タイミングが良ければ大群の幻に出会えるかもし

れません。

ハワイで咲く草花をモチーフにフレンチテイストでデザインしたマグカップです。

花と夢のハワイ

ル・ハワイアン　マグ３個セット

申込番号：83-010

磁器　日本製　マグカップ3個セット

マグ：径7.7×高さ9.6cm　250cc

電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機　使用可

アルカリ洗剤、漂白剤の漬け置き、クレンザー　使用不可



キルナー　クリップトップジャー2個セット

伝統あるイギリスのブランド「KILNER（キルナー）」のクリップトップジャーで

す。密閉性の高いクリップ式で、シリコン製パッキンが付いているので、圧力がか

かり過ぎず気密性が保てます。さびにくく耐久性のあるステンレススチールのクリ

ップと、外せて丸洗いもできるパッキンで衛生面も安心です。熱や酢に強く、匂い

が残りにくいソーダガラスは、ピクルスやジャムに適しています。また、湿気を防

ぐので塩、砂糖、小麦粉などの保存向き。中に入れたものが一目でわかる実用性と

キッチンに並べるだけでインテリアになるキュートで働き者のジャーです。

申込番号：47-025

キルナー　クリップトップジャー2個セット

幅10.5×奥行10.5×高さ10cm（容量0.5ℓ）

本体：ソーダガラス

留具：ステンレススチール

パッキン：シリコン

生産国：中国

食器洗い乾燥機対応

電子レンジ、オーブン、直火使用不可

今週末はジャムを煮る



ドットストライプ　取分けセット

二つ折り財布

長財布

本革財布を持つ

シンプルで機能性重視の財布をご用意しました。使うほど
手になじむ牛革は、耐久性の高い素材です。二つ折り財布
は中ベラが付いているので、カードが取り出しやすく、小
銭入れは使いやすいスナップ留めです。長財布はカード
がたくさん収納でき、小銭入れ部分がファスナーで開閉す
るタイプです。オーソドックスな黒。スムースの柔らかい手
触り。毎日使うものは、飽きのこない安心感と無駄のない
心地よさが大切ですから。

牛革

約9×約19×約1.5cm

札室2　フリーポケット1　カード12枚収納

※同じ素材のデザイン違いです。

Ａ．二つ折り財布　

申込番号：39-045

Ｂ. 長財布

申込番号：39-046

牛革

約9.5×約11.5×約2cm

札室2　フリーポケット4　カード9枚収納　ベラ付

二つ折り財布

長財布



バナナリーフ型トレイ

バナナリーフ型トレイ

申込番号：65-019

約12×25×高さ4cm（深さ約3 cm）

トレイ内側:約11.5×23.5cm

生産国：タイ　素材：ストーンウェア（せっ器）

電子レンジ、食器洗い乾燥機　使用可

オーブン使用不可

南インドの正餐では、バナナの葉に料理を盛り付けて食べる伝統的なスタイルがあ

る。またタイやシンガポールなど東南アジアの各国や東アフリカ、サイパンのチャ

モロ料理にもバナナの葉を使った料理がある。ハワイのローカルフード、カルアピ

ッグは豚をバナナの葉で包んで蒸し焼きにする有名な料理。常夏の国では食生活に

バナナの葉が欠かせない。最近はアジアン食材が手に入りやすくなったので、エス

ニック料理を作る時はぜひとも本格的にいきたい。本物のバナナの葉が手に入らな

くてもこのトレイに盛り付ければかなり雰囲気が出るはず。深みのあるボウル状の

器なので汁が多めでも、タレがたっぷりでも問題なし。

※タイの食器は釉薬をかけて焼いています。焼いたあと冷却することによりひび模様が入ります。

こちらはタイの食器の特徴のひとつです。自然に作られる繊細なひび模様をお楽しみください。

エスニックな宴





ドットストライプ　取分けセット

スライス&シャープン　グリーン

ピクニックシート

おとな用ピクニックシート

ブローニュの森でピクニックを楽しむパリジャンのように、ハイドパークで日向ぼっこ
しちゃうロンドナーのように。サンドウィッチとグラスもちゃんと用意してシードルを飲
む…正統派ピクニックのためのシートです。まずデザインが素敵です。日本ではあまり
見かけない欧州らしい配色。それ以上に機能性がスバラシイ！さすがライゼンタール。
裏側は耐水コーティングが施されていて、地面が濡れていても大丈夫。芝生が突き出
たりもしません。よくあるレジャーシートのように、風で舞い上がらず、荷物で押える心
配もないので、足を伸ばして隅々まで使えます。同柄の収納袋が付属しているので持
ち帰りも楽らくです。

ポリエステル　耐水PVCコーティング(裏面)　収納袋付  

140×125cm

収納時： 15×36×2.5cm 

※使用する生地の場所によって柄が写真と異なる場合

がございます。

Ａ. ピクニックシート　ロンバス　

申込番号：47-061

Ｂ. ピクニックシート　ストライプ

申込番号：47-062

Ａ. ピクニックシート　ロンバス　 Ｂ. ピクニックシート　ストライプ



ドットストライプ　取分けセット

カピスコースター　４枚セット

揺れる水面のコースター

フィリピンの海で取れたカピス貝を加工して作ったコースターです。透明なグラスに

合わせると、底からキラキラ輝く、まるで水面の様で癒されます。1つ1つ違う、天然の

素材ならではの風合い。パステル調のやわらかいグラデーションとホワイトプリントの

トロピカルリーフが素敵です。テーブルやグラスが傷つかないよう、樹脂コーティング

が施されているので安心です。お客様にも対応できるよう、各色２枚づつのセットで

お届けします。

ピンク２枚　イエロー２枚

約φ10×高さ0.2cm

カピス貝　樹脂コーティング 

フィリピン製

※自然素材を使用した手作り品のため、色柄が写真と異

なる場合がございます。

品質保持のため表面に樹脂コーティングを施してありま

すが、ベースとなる貝は自然の物なので、ゆがみでコー

ティング剤が浮いていることがあります。ご了承ください。

食器洗い乾燥機使用不可

グラスは含まれていません。コースターのみのご提供です。

カピスコースター　４枚セット　

申込番号：65-015



ドットストライプ　取分けセット

トラベル＆ランドリーバッグ

何かと役に立つＳ、Ｍ、Ｌサイズの巾着です。一番大きなＬサイズは20ℓの大容
量なので、洗濯物をどんどん入れられます。ロープにぶら下がった洗濯物のイラ
スト柄がかわいい！ので、そのまま持ってコインランドリーまで外出できそう。

３枚セット

ポリエステル

Ｓ：幅20×高さ25cm　巾着ストッパー付き

Ｍ：幅30×高さ40cm　巾着ストッパー付き

Ｌ：幅43×高さ57cm　ホールバンド付き

※Ｓ、Ｍ、Ｌサイズ３枚セットです。

※使用する生地の場所によって柄が写真と異なる

場合がございます。

申込番号：47-050

トラベル＆ランドリーバッグ

「re isenthe l（ライゼン
タール）」らしく、使わ
ない時は小さく折り畳む
事ができ、収納時は手の
ひらサイズになるので、
旅行時のランドリーバッ
グとしてもお使いいただ
けます。飛行機でスーツ
ケースを預けると、想像
以上に中身がごちゃまぜ
に な っ て い る の で 、 3 サ
イズあるとかなり便利。
旅行でも自宅でも、なに
かと出番の多い巾着バッ
グです。

どこでも使えるランドリーバッグ



ドットストライプ　取分けセット

薬味栽培２個セット

料理の仕上げにお部屋で育てた薬味はいかがですか？料理に少し添えるだけで、香

りも見た目もぐっと引き締めてくれる。新鮮な薬味がいつでも使えるってかなり便

利です。白い磁肌と細やかな藍色。染付け小紋の鉢と和野菜がモダンなインテリア

として一石二鳥です。

【とうがらし】江戸時代から親しまれている薬味。最近では刺激的な味わいだけで

なく、血行を促進して代謝をアップする効果が見直されています。

【みつ葉】ミツバを食す文化があるのは日本と中国などの一部の地域。さわやかな

香りと歯ざわりが特長で、栄養も豊富。緑黄色野菜に分類されます。

※育てて食べられる栽培セットです。表面の写真は成長イメージです。 申込番号：57-014

薬味栽培 ２個セット

とうがらし栽培セット×1個

みつ葉栽培セット×1個

セット内容：小鉢/培養土/インナーポット/種/鉢底アミ/
説明書
鉢サイズ： 8×φ7cm

育てて食べる薬味



ドットストライプ　取分けセット

純銅アイスクリームスプーン  銀色 純銅アイスクリームスプーン  金色

プレミアムなアイスクリーム銅スプーン

冷蔵庫から出したばかりのプレミアムアイスが硬いのは高脂肪（濃厚）と空気含有量が

低い（濃密）ことに関係します。乳脂肪分が8％以上で「アイスクリーム」、3.0%以

上で「アイスミルク」、それ以下は「ラクトアイス」ですが、つまり濃厚で濃密なほど

おいしい。しかし、硬い。でもすぐ食べたい時のためのスプーンです。熱伝導に優れた

銅の性質を生かし、手から伝わる体温で溶かしながらすくいだすことができます。それ

だけではなく、アイスクリームのなめらかな食感を損なわないように、スプーンの先端

やカーブを調節して作られています。さすが、燕市の銅製品。職人の技が光るプレミア

ムな逸品です。

約長さ　11.4cm

銅（シルバーメッキ／ゴールドメッキ）　日本製

電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機使用不可

B．純銅アイスクリームスプーン　金色２本　

申込番号：77-014

Ａ．純銅アイスクリームスプーン　銀色２本　

申込番号：77-013

Ａ B

スプーン2本

スプーン2本

Ａ．純銅アイスクリームスプーン　銀色２本　 B．純銅アイスクリームスプーン　金色２本　













ヌーサ・ベーシックス ケアセット

スキンケアは素材にこだわりたい。アル

ミニウムフリー、パラベンフリーで敏感

肌にも優しいNOOSA BASICS（ヌーサ

・ベーシックス）。デオドラントバター

は匂いが気になる部分等に塗布して下さ

い。冬でも汗をかく脇の下など持続力が

ある塗るタイプはおすすめ。天然精油の

優しい香りも心地良い。無添加のオーガ

ニックリップバームはカカオ脂・ヤシ油

・ホホバ種子油・ヒマワリ種子ロウ・キ

ャンデリラロウを基に作られたシンプル

な成分のみ。パッケージは紙製。人にも

環境にもやさしいスキンケアです。

レモンマートル+ミント ケアセット

申込番号：89-012
■デオドラントバター レモンマートル：レモ
ンよりレモンの香りがするシトラール。朝に
似合う爽やかな香り。
■リップバーム ミント：ハッカの香りでリフレ
ッシュ。男性にもおすすめ

●Noosa Basics
ヌーサ・ベーシックスは、オーストラリア東部の美しいビーチが
連なるヌーサという小さな町の薬局が製造する、ボディケアブ
ランド。ビーガン、クルエルティフリー、パームオイルフリーの認
定を受けています。高品質の植物成分のみを使用し、添加物や
増粘剤は使用していません。可能な限りプラスチックを使用し
ないパッケージオプションを提供し、海洋浄化活動を積極的に
サポートしています。

ローズ+バニラ ケアセット

申込番号：89-013
■デオドラントバター ローズ＆フランキンセ
ンス：上品なローズとウッディーなフランキ
ンセンスの、心を落ち着かせてくれる香り。
■リップバーム バニラ：バニラビーンズのよ
うな芳醇な香り

オレンジ＆ラベンダー+ココナッツ ケアセット

申込番号：89-014
■デオドラントバター スウィートオレンジ＆
ラベンダー：ホワッと広がるオレンジとラベ
ンダーのリラックスできる香り。
■リップバーム ココナッツ：南国を思わせる
甘い香り

デオドラントバター50g　リップバーム15g 各1個
生産国：オーストラリア

デオドラントバター50g　リップバーム15g 各1個
生産国：オーストラリア

デオドラントバター50g　リップバーム15g 各1個
生産国：オーストラリア

※リップバームは繰り出し式ではなく、裏面より使う分だけ押し出すタイプです。

※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合があります。

サステナブルなボディケア



ハクスター バスソーク 

ハクスター バスソーク　2個セット

申込番号：89-011

バスソーク  120g（約4回分）×2種類
（ファーンリーフピオニー／レモン＆ジンジャー）

香りが良いので、リピーター続出のハクスター。試してみましたが、「自分自身
を甘やかす香り」噂通りでした。入浴剤は入れるだけなので、手間なく幸せな気
分になれるのがいい。香りがいいだけだはなく、マグネシウムやカルシウム、カ
リウム、ヨウ素など、豊富なミネラル分を含むエプソムソルトとマレーリバーソ
ルトを配合したバスソーク。運動後などの疲れた身体を穏やかに癒し、お肌にハ
リを与えてくれます。

生産国：オーストラリア
※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合があります。

■ファーンリーフピオニー

天然の牡丹と蘭、ホワイトムスクをブレンドしたフローラルで

上品な香り。

■レモン＆ジンジャー

天然のシトラス(柑橘類)と生姜をブレンドしたスパイシーでさっ

ぱりとした香り。

　　　　　　　　　　　ハクスターは2016年にオーダーメイドの天然石けんをキュレートするという

　　　　　　　　　　　アイデアから始まり、品質、フレグランス、アートにこだわり抜いたオースト

ラリア メルボルン生まれのスキンケアブランド。リサイクル可能なパッケージや、輸送に関わる排出量

を削減、持続可能な方法で収穫されたマレーリバーソルトを使用などサステナブルで環境に配慮した取

り組みをしていることでも有名です。

・パラベンフリー

・硫酸塩フリー

・ミネラルオイルフリー

・着色料フリー

・動物テスト未実施

自分を甘やかす香りのバスソーク



唐草プレート

おもてなしの染付唐草

白磁に藍で唐草が描かれた染付の大皿です。唐草は縁起がよい吉祥文様で、和食器

や風呂敷に描かれることが多いので和柄と決めつけがちですが、もともと中国シル

クロード経由で伝わった、メソポタミアやエジプトから各地に伝播したものです。

古代ギリシャの神殿遺跡の文様や、古代エジプトの睡蓮に起源があるとされ、イス

ラム美術のアラベスク文様もつるや葉がモチーフになっています。手描きの線と染

付の色がオリエンタルな雰囲気を感じさせるので、和食に限らずアジア料理全般し

っくりきます。スブラキ、ガイヤーンや魚の香草焼など、テーブルの真ん中に置く

メインのお料理にどんどん使ってみてください。

唐草プレート

申込番号：41-143

径27×高さ2cm

磁器　日本製（美濃焼）　

電子レンジ、食器洗い乾燥機対応



ドットストライプ　取分けセット

二つ折り財布

長財布

目を凝らし息を止め、一瞬の緊張

チャンスを全力でつかまえにいく。

この季節ノースショアにはひときわ高い波が来る。

深く吸い込む潮の香り、弱音さえも受け止めてくれるのか。

心地よい疲労感とすぐそばにある安堵感。

からっぽになれる、誰もがただ黙って見つめる時間。

サンセットビーチ。

それぞれの思いをこのタンジェリンオレンジの海に。







サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

地中海のラグジュアリーライン

本物の「サボン・ド・マルセイユ」ブランド、ラ・コルベットの最高級ラインMedi ter ranean 
（メディテレーニアン）は全ての原料に高品質の植物成分を採用し、地中海沿岸の自然の恵みを
再現しています。
保湿成分オリーブオイルとココヤシオイルを贅沢に配合したオーガニック(ビオ)ソープ。成分の
99%が天然由来、全成分の 69% が有機農法によるものです。香水のメッカ、南仏プロヴァンス
のグラースで調香された天然香料。高品質の石鹸に癒される、贅沢なひと時をどうぞ。

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ
「メディテレーニアン」３個セット

申込番号：89-010
固形石鹸100ｇ×３個

- 保湿成分オリーブ＆ココヤシオイル配合
- Cosmebio Cosmos Organic認証取得
生産国：フランス
※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更となる場合があります。

■メディテレーニアンディライト

　～地中海の朝日～

抗酸化特性が認められている有機活性

成分であるウチワの花を豊富に含み、

オレンジ、イチジク、バニラのような

きらめく香りがします。

●SAVONNERIE du MIDI サボネリー・デュ・ミディ

「サボン・ド・マルセイユ」を作り続けて120年以上の

歴史を重ねてきたサボネリー・デュ・ミディ社は、

UPSM（マルセイユソープ正規組合）に所属した、伝

統的な基準を守り続ける数少ない製造社の一つ。基

準が守られていない模倣品が増える中、今もなお、本

物の「サボン・ド・マルセイユ」を作り続けています。

■ガーデンインプロヴァンス

　～プロヴァンスの庭園～

回復力と鎮静効果が認められている有効

成分である有機セージ蒸留物を豊富に含

み、マグノリアとレモンバーベナの繊細

な香りがします。

■イースタントリートメント

　～東洋の治癒～ 

栄養と再生特性で知られる有効成分

であるオーガニック アルガン オイル

を豊富に含み、ムスク オレンジの花

の魅惑的な香りがします。



ドットストライプ　取分けセット

スライス&シャープン　グリーン

包丁が研げるまな板

切れない包丁ほどイライラすることはありません。ステンレス包丁は5日に1度く

らい研ぐと切れ味が保てるといわれています。でも調理を始めてから、研ぎ器を

出すのって面倒です。でも大丈夫！このまな板のグリップには、高品質のセラミ

ック製包丁研ぎ器が内蔵されています。まな板を立て、パーツの隙間に包丁の刃

を挟んでスライドさせるだけ。（まな板の淵には安全に研いだり切ったりできる

滑り止めのラバーが付いています。）画期的な発想、そしてスタイリッシュなデ

ザインセンス。さすがJoseph Joseph（ジョゼフ・ジョゼフ）です。包丁研ぎ

器が一体化したまな板で潰れたトマト、ボロボロの刺身とはスパッと縁を切りま

しょう。

スライス&シャープン　グリーン

申込番号：71-024

29.5×22.2×1cm

まな板　ポリプロピレン

滑り止め　TPR

研ぎ器　セラミック

食器洗い乾燥機使用可

※包丁研ぎ器は　セラミック刃、鋸刃、片刃には

使用できません。

※包丁は含まれません。



マカデミアナッツ＆ハワイアンティー





エアースリムウォッチ

防水ウォッチ

正確に動くこと。見やすいこと。邪魔にならないこと。腕時計で時間を確認したい方におすすめ。あたりまえの様ですが、いらない機能が付いているもの
が溢れているので、実はシンプルなものを探す方が大変。本当に求められる機能の腕時計を2タイプご用意いたしました。動作不良の少ない安心の日本製
ムーブメント。大きな文字盤のベルトタイプで、男女兼用です。

Ａ．防水ウォッチ　グレー

申込番号：92-005

Ｂ．防水ウォッチ　ブラック

申込番号：92-006

Ｃ．エアースリム　ウォッチ　グレー

申込番号：92-007ウォータープルーフ腕時計
手洗いや雨などの水滴がついても安心の10気圧防水
ケースサイズ：φ34mm ベルト全長：214mm 重さ：36.1g 
ケース素材：合金 ベルト素材：シリコン ムーブメント：日本
製　1年保証書付

Ｄ．エアースリム　ウォッチ　ブラック

申込番号：92-008

薄くて軽いエアースリムウォッチ
袖口に引っ掛かりにくいのでストレスフリー
ケースサイズ：φ34mm ベルト全長：224mm 重さ：25.2g 
ケース厚：7mm ケース素材：合金 ベルト素材：合皮 ムーブ
メント：日本製　1年保証書付

Ａ

B

C

D

シンプルに正確に腕時計であれ



石の上にもサボテン

黒本物の石にそっくりなポットで種から育てるカクタス（サボテン）の栽培セット

です。リアルな石の質感は陶器で再現しているので作り物っぽくなく、石からサボ

テンが生えていたとしても、なぜか自然に感じます。石のような手触りや表面の風

合いは釉薬で表現していますので、石ころのように並べて飾ればナチュラルなイン

テリアになります。成長が遅いので、サボテンらしくなるまでには2～3年かかり

ますが、種まきから始め、大きくなる様子を見ているだけで癒されます。ちなみに

サボテンは日本語、カクタス（cactus）は英語です。

※育てて楽しむ栽培セットです。表面の写真は成長（2～3年）イメージです。

サボテン栽培セット

申込番号：57-005
サボテン栽培セット一式×3個
石ころポットサイズ： 9.8～9.3×8～7×5cm
※石ころポットの色、形はお任せください。

サボテン栽培セット





ドットストライプ　取分けセットロイヤルコナ　ドリップコーヒー

ワンドリップでハワイの香り

空港やアラモアナショッピングセンターで、バニラやナッティなコーヒーの甘い香り

を嗅ぐと「ああ、ハワイに来たんだ。」と感じます。ハワイではとてもポピュラーな

フレーバーコーヒーですが、豆はハワイコナを使っているとは限りません。ハワイ州

の法律により、10％以上ハワイコナがブレンドされていないものはKONAの表示が

認めらないので、多くのハワイアンコーヒーにはKONA表示がありません。ロイヤ

ルコナは単なるハワイアン・フレーバーではなく、ベースになるコーヒー豆の品質が

確かなコーヒーです。ハワイコナが10％以上ブレンドされたミディアムローストを

中挽きにした一杯ずつのドリップパックなのでペーパーやドリッパーはいりません。

オフィスでもアウトドアでもカップにセットして、お湯を注ぐだけでハワイの香りを

お楽しみ頂けます。

ロイヤルコナ　ドリップコーヒー　10個セット

申込番号：88-003

レギュラーコーヒー　ワンドリップパック　10g/袋　10個

原産国：アメリカ（ハワイ州）

■アソートでお届けします。フレーバーは選べません。

＜バニラマカダミアナッツ＞一番人気のバニラマとカダミアナッツ

＜チョコレートマカダミアナッツ＞ミルクチョコレートとマカダミアナッツのエキゾチックな風味

＜メープルカプチーノ＞コクのあるカプチーノにメイプルの香りをプラス





ドットストライプ　取分けセット

キルナー　プリザーブジャー4個セット

ジャーサラダを作ってみよう

イギリスのKILNER（キルナー）は世界各国のキッチンで

愛される保存容器のブランドです。長年変わらない伝統的

デザインがその証拠。蓋部分は交換可能な金属製ディスク

と固定用のスクリューバンドの２つのパーツに分かれてい

ます。高級感のあるクラシックなデザインのボトルは熱や

酢に強く、匂いが残りにくいソーダガラス製で、煮沸消毒

はもちろん食器洗浄器の使用も可能です。気密性が高いの

でドレッシングと野菜を重ねて作るジャーサラダも楽しめ

ます。ニューヨーカーに流行した、カラフル野菜が美しい

ジャーサラダでヘルシーに気分をあげてみてはいかが？

同じサイズなので、調味料やジャムを並べても良し。0.5

リットルのプリザーブジャー4個セットです。

キルナー　プリザーブジャー4個セット

申込番号：47-039

プリザーブジャー4個セット

幅8.3×奥行8.3×高さ12.8cm（容量0.5ℓ）

本体：ソーダガラス

フタ：ブリキ

生産国：中国

食器洗い乾燥機対応

電子レンジ、オーブン、直火使用不可







ドットストライプ　取分けセット

苔むす箱庭

陶器製の角鉢で自分だけのレイアウトで、苔庭作りができるキットです。黒石とミニ

灯籠に加えて、さくら・もみじを型取りしたチップも付いているので日本らしい趣き

と季節感を味わえます。使用している苔はスナゴケです。普段は葉を閉じて眠ってい

るような苔ですが、乾燥した状態が長期間続いても大丈夫です。霧吹きでお水をかけ

ると、一斉に葉を開く扱いやすい植物です。

苔庭栽培キット

申込番号：57-012

セット内容：角鉢（陶器）/スナゴケ/化粧砂/底スポンジ/

黒石/ミニ灯籠/さくら・もみじ型チップ/説明書

サイズ： 11.8×12×6cm

【スナゴケの特長とお手入れについて】

長期の乾燥に強く、乾くと筆状に縮みますが、水分を与える

とふっくらとしたみずみずしい姿に変わります。一般的な苔

と異なり、日光の当たる場所を好む品種です。室内で育て

る場合は1日に最低2〜3時間は日光に当てて下さい。寒さ

にも暑さにも強く-20℃から70℃まで耐える事ができます。

水やりは1週間に1度程度、お好きな時に霧吹きでやさしく

行って下さい。

※育てて楽しむ栽培セットです。写真は完成イメージです。
さくら型チップで春の演出もできます。



パープル×グレー大判ストール

テラコッタ×ベージュ大判ストール

スリーシーズン男女兼用

Ａ．テラコッタ×ベージュ大判ストール

申込番号：85-001

Ｂ．パープル×グレー大判ストール

申込番号：85-002

コットン70％リネン30％

横幅約51cm×長さ約182cm（フリンジ部分：両端各7cm位）

生産国：インド

Ａ
B

シンプルな服装は安心感があるので、つい選んでしまいがちですが、地味に見えたり、印象が

薄いなど、損をすることも。いつもの服でもナチュラルな配色と綿麻の素材感ストールをプラ

スすることで、ワンランクアップの着こなしができます。合わせやすい色柄なので、ストール

初心者にこそオススメ。巻き方で見える柄が違うので、上手く使うと何通りにも変化がつけら

れます。ざっくりと編まれた風合いが年齢を問わず、天然素材の爽やかな心地良さが季節を選

ばず活躍してくれます。大判サイズで、もちろん男女兼用。しかも家庭で洗濯できるのがうれ

しい。洗いざらしでシワ感を生かしたカジュアルテイストにも、アイロンをきかせてキレイめ

コーデも。気の利いた小物があると毎日の洋服選びが楽になります。

※ハンドメイドのため、色、サイズが写真、表記と異なる場合がありますがご容赦ください。

※糸の太さが違っていたり、ざっくりと編まれているため、穴が開いた様に見える場合がござ

いますがこれは製品の特性で、不良品ではございませんのでご理解ください。

※使用中、水、汗、摩擦などにより多少の色落ち、色移りすることがありますのでご注意くだ

さい。お手入れの際は必ず単品での洗濯をお願いします。



キャスウェル・マッセイ 
オードトワレ

キャスウエル・マッセイが創業以来、ほ

ぼ 3 世紀にわたり開発を重ねた、センチ

ュリーズ コレクションのオードトワレ。

洗練された香りが特徴的な、男性も女性

も使えるフレグランス ラインです。

・FSC（森林管理協議会）認証紙を使用した

サスティナブルなパッケージ

・太陽 光 発 電で 作 ら れた 天然 エ ッセ ンシ ャル

オイルを使用

・パラベン、硫酸塩、フタル酸エステル不使用

・動物テストの実施なし

センチュリーズ ラベンダーEDT

申込番号：89-015

明るく複雑なフローラルノートから、ドライダウン
時にはクラシックでフレッシュな香りに落ち着くリ
ラックスできる香り。
フレグランス ファミリー:ウッディ フローラル ムスク
トップノート：スパークリングベルガモット
ハートノート：ラベンダー
ベースノート：シダーウッド、ムスク

センチュリーズ バーベナEDT

申込番号：89-016

柑橘系とハーバルの爽快なブレンドから、シダー
ウッドとスモーキーなベチバーの洗練された素
朴なドライダウン。
フレグランス ファミリー:シトラス アロマティック
トップノート：ゴールデンシトラスバーベナ
ハートノート：フレッシュグリーンハーブ
ベースノート：シダーウッド、ベチバー

センチュリーズ サンダルウッド EDT

申込番号：89-017

オーストラリア産サンダルウッドの美しい香りに、軽
いスモーキーなキプリオールと緑豊かな植物のレシ
ピをブレンド。
フレグランス ファミリー: ウッディ アロマティック
トップノート：アロマティックサンダルウッド
ハートノート：緑豊かなボタニカル
ベースノート：スモーキーシプリオール、ソフトムスク

オードトワレ 15mL ：1個
生産国：アメリカ
※パッケージ・ラベル・仕様は予告なく変更と
なる場合があります。

●CASWELL-MASSEY
キャスウェル・マッセイは、250年以上の歴史を重ねるアメリカ
で最も歴史あるフレグランスメーカー。ジョージ・ワシントンや
ジョン・F・ケネディ、コールポーター、ローリングストーンズな
ど数々の著名人が愛用してきたことでも知られています。アメリカ最古のフレグランスブランド



アカシア オーバルボウル 3個

アアカシア仕切り付きトレー 3個

ディナーの名脇役

アカシアウッドのトレイ。職人が1本の木から削り出して作っていますので、継ぎ

目のないみごとな工芸品です。なめらかな手触りと天然木の質感がディナーのテー

ブルを引き立ててくれます。深さのあるオーバルボウルと仕切り付きレクタングル

トレイ。前菜だけではなく、アイディア次第で様々なスタイルで使えそうです。

※天然の木を切り出して作っていますので、木目、色調など、ひとつひとつ全て違います。実

際の商品は、写真と異なることがありますがご容赦ください。

Ａ．アカシア オーバルボウル 3個

Ｂ．アカシア 仕切り付きトレイ 3枚

申込番号：78-011

申込番号：78-012

木製（ラッカー塗装）オーバルボウル3個セット

約23×9×高さ5cm

電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、漂白剤

使用不可

木製（ラッカー塗装）仕切り付きトレイ　3枚セット

約23×11×高さ3cm

電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機、漂白剤

使用不可



古伊万里の大鉢

申込番号：41-149

径25.5×高さ7.5cm
磁器　日本製（美濃焼）　
電子レンジ、食器洗い乾燥機対応

煮込み、煮付け、含め煮、煮しめ、煮浸し、炊き合せ、煮きる、煮詰める、煮転が

す。すべて煮物の調理法です。板前の「煮方さん」はお店の味を決める重要な役割

で、経験を積んだ料理人でないと任せてもらえません。慣れ親しんだ家庭料理です

が、如何様にもなります。「料理が上手い。」は、「おいしい煮物が作れる。」と

言い換えられる気がします。せっかくなので、和食器にも拘りたい。伝統のある唐

草文様、深さのある古伊万里の大鉢で、更においしそうに見えること間違いなし。

煮物を極める



島人の皿

島人のうつわ

申込番号：41-145

気温が高く、雨が多い沖縄では赤みがかった土の色。海は流れが早く透明度が高いので、海水の色は青黒色に見えます。

柄はティダ(太陽)、アダン（沖縄でよく見かける常緑の木）、リン(蓮)沖縄の自然を表現している器です。ゴーヤーチャン

プルー、ニンジンシリシリ、ラフテー、テビチ。派手さはありませんが、素朴で素材の持ち味を引き出した沖縄料理。自

然と共に暮らす島人（しまんちゅ）ならではの料理です。ちなみに私はジーマーミ豆腐と海ぶどうが大好きです。

申込番号：41-144

Ａ．島人の皿　ティダ柄

大皿、小皿各1枚

大皿：径23.5×高さ3cm

小皿：径9×高さ2cm

磁器　日本製（美濃焼）　

電子レンジ、食器洗い乾燥

Ｂ．島人の皿　アダン柄

大皿、小皿各1枚

大皿：径23.5×高さ3cm

小皿：径9×高さ2cm

申込番号：41-146

C．島人の小皿6枚セット

小皿6枚（ティダ、アダン、リン柄各2枚）

径9×高さ2cm

申込番号：41-147

D．島人の小鉢3個セット 

小鉢3個（ティダ、アダン、リン柄各1枚）

径14.5×高さ4cm



デュラレックス　コージーマグ

デュラレックス　コージーマグ２個セット

申込番号：47-091

マグカップ　２個セット
径8.6×高さ10.5cm　350cc

強化ガラス　フランス製
電子レンジ、食器洗い乾燥機、熱湯（100℃)、
フリーザー（－25℃）対応
オーブン、直火、ホットプレート、電熱器不可

グラスでホット

シンプルで機能的な強化ガラスのマグカップです。デュラレックスといえば衝撃
に強く、また急激な温度変化にも耐えることができるので、グラスに直接熱湯を
注いだり、フリーザーから出して電子レンジで温めることも可能です。ハンドル
が付いた大きめのマグタイプなので、ホットドリンクにぴったり。お湯を注ぐと
花が咲く工芸茶や焼酎の梅割りなどに良さそうです。

※デュラレックス製品には機械による傷、気泡などが見受けられます。これは製造上どう

しても発生してしまうものであり不良品ではありません。また、表面にソーダ灰(汚れのよ

うに見えます)が付着していることがございますが、食器用洗剤で落ちますのでご安心くだ

さい。


