
◉本ミニカタログでのご注文・商品のお届けについて
COVID-19感染拡大による輸送への影響等により入荷が遅れている商品がございます。商品コードの前に　　　印のある商品は予約受 注とし、
準備出来次第6月下旬より順次発送させていただきます。あらかじめご了承いただき、お急ぎの商品は予約商品とは別にご注文ください。

ミニカタログ 2021年 夏号

クラフトリンクはバングラデシュとネパールで、身近にある素材や文化を大切にしたものづくりを通じ生産者の生活向上に取り組む
国際協力NGOシャプラニールのフェアトレード活動です。

クラフトでみんなを
笑顔に！

予約

数量限定

￥700品名：スンタラジャム
原料：みかん、砂糖
原産地：ネパール
内容量：130ｇ
製造者：㈱SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

どこか懐かしい味のみかんジャム。
甘すぎず、サラッとしているので、パンに
に塗る他にもいろいろお使いいただけます。

ファーマーズパッション
スンタラジャム

No. 16120　

太陽とヒマラヤの恵みハニープロセスコーヒーが育てられているネパールのシャンジャ郡では、COVID－19禍で
柑橘系果物の価格が大暴落し農家が悲鳴をあげています。シャンティ・シャンティ・コーヒーファームの生産組合で、
アグロフォレストリー農法を用いてコーヒーの木と共に健やかに育った無農薬の「スンタラ(＝みかん)」が美味しい
ジャムになりました。

ぜひ、ご賞味いただき
厳しい状況が続くネパールの
農家を応援してください。

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レシピ。
太陽とヒマラヤの恵み 香るチャイマサラ

No. 16105
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　　内容量：20g　　 原産地：ネパール
※本商品は溶かすタイプの粉末飲料ではありません。
紅茶葉と共に、牛乳や豆乳と煮出してお召し上がりください。
製造者：(株)SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM

￥550定価

ネパール農家応援企画
※表示は全て税込価格です。

定価



￥1,200定価

日本国内の障害のあるアーティストが所属する「エイブルアート・カンパニー」
とのコラボ商品。思わず笑顔になる動物たちの素朴な表情や葉脈の独創的なデザイン。
アーティストはクラフト工房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

素材：ジュート（本体）、ジュートコットン（持ち手）　
サイズ：［オオハシ、ねこ、はっぱと花]縦型　縦約40cm×横30cm、

［しろくま]横型　縦約30cm×横35cm、
　持ち手の長さ　約50cm

はっぱと花ねこオオハシ

No. 08369　オオハシ　　No. 08370　しろくま(横型)　
No. 08336　ねこ　　　　No. 08338　はっぱと花

かえる

裏側

ねこ

￥1,000
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10㎝、持ち手長さ約50㎝

定価

マチもありA4サイズも楽々入る軽くて丈夫なバッグ。
持ち手はジュートコットンで優しい手触り。

ジュートバッグ＋コットン

 No. 08303   ねこ　　　No. 08353  かえる　　　　

￥1,900

素材：ジュート（本体）、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8cm
　　　　[L：24～25.5cmサイズの方]全長約26cm、甲幅8.5cm　
　　　　[LL：26～27.5cmサイズの方]全長約28cm、甲幅9cm

定価

ロングセラーの大人気商品。素足で履いて気持
ちが良いとリピーターが多いサンダルです。

ジュートサンダル

No. 36104　M　　　　
No. 36105　L　
No. 36106　LL

￥1,600
素材：ジュート（持ち手）、わら（ほうき部分）
サイズ：全長［象］約25cm、［鹿・馬］約28cm、［ライオン］約27cm

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24㎝、マチ約10㎝、持ち手長さ約30㎝

定価

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. 6499　鹿　
No. 6525　ライオン　　No.36100   象

ジュートのミニバッグ 

No.08367   花火 

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
アレンジも楽しめます。内側はポリエチレン加工。

ジュート手編み鍋しき／コースター

No.36101　 100cm
No.36102　 125cm

No.36029　コースター5枚組
No.36072　鍋しき

ライオン 象

馬 鹿

内側はポリエチレン加工で、
汚れは水拭きでさっとひと拭き！

レジバッグ緑
（持ち手ジュートコットン） 

No.06456

素材：ジュート、ポリエチレン（内側）
サイズ：約27×39cm、マチ約27cm、
（畳んだ時　約15cm×27cm、厚さ約8cm
　

Bangladesh
from

 
 

マジックテープで
三つに折りたためて
コンパクト！

ジュート野菜ストッカー 

No.36071

素材：ジュート　
サイズ：高さ約28cm、
　　　　底約14×22cm、
　　　　持ち手の長さ約30cm

丈夫で柔らかい素材のため、中身が少ない
時は、上部を折り曲げて使用できたりと
実用的です。

リクエストにお応えしてカムバック！

￥2,600定価

機能性があり見た目もスマートなエコバッグ。
大きな野菜も飲み物もキレイに収まるのでお買
い物に便利です。マジックテープで留めてくる
くるっとたたんで持ち歩けます 。

レジ袋が有料化されてお会計周りでもたついて
しまうことはありませんか？商品が移されるレ
ジカゴに先にセットしておけば、手間要らずで
そのままスムーズに持ち帰れます。

￥1,000定価

￥1,100定価

ジュートエコバッグ 
生命の木 

No.08368

素材：

サイズ：約30×30cm、
　　　　マチ約25cm
　　　　持ち手の長さ約35cm

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）

水平に運びたいケーキや
お惣菜も安定して運べます。

￥1,600定価

￥1,000定価

￥1,300定価

￥800定価

￥900定価

夏のジュート特集

・・ 軽くて丈夫なのでとても使いやすいです。
シンプルで着ている服を選ばず毎日使いできます。

￥900定価
￥1,100定価

・・

※しろくまのみ横型、他は縦型です。

※入荷数に限りがあるため、今号でのご注文を
　お一人さま3足まで、
　クラフトリンクパートナーは各サイズ３足までの
　数量限定とさせていただきます。

予約
予約
予約

しろくま

お客様の声

お客様の声

残りわずか

ジュートという素材・・・

クラフトリンクの活動は、1974年に
バングラデシュで大洪水の被害を受け
た村で、女性たちの生活向上を目指し
てはじまりました。身近にある特産の
ジュートを使い、伝統的な民具づくり
を活かしたジュートの手工芸品は、
クラフトリンクのいわば原点です。

湿潤な環境で育つ「黄麻」とも呼ばれる麻の一種。
実は野菜のモロヘイヤの仲間です。光合成が旺盛で
二酸化炭素をよく吸収するエコな植物でもあります。
その丈夫な繊維は、使い込んでいくと人の手に馴染んで
やわらかくなってくるのも良いかんじ。
ぜひお気に入りを育ててください！

ジュートプランターカバー 

No.6526  かえるS　　No.6472  ねこS

No.6527  かえるL         No.6471  ねこL               
素材：ジュート、ポリエチレン(内側)　

ジュート透かしのれん 

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

ジュート かめ・子がめ 

No.15083 かめ 1,500
No.15130 子がめ

素材：綿(生地)、レーヨン(刺しゅう糸)　
サイズ：［親がめ]全長約18cm、高さ約10cm、
[子がめ]全長約13cm、高さ約9cm

まん丸な目とジュートで作ったしましま模様の甲羅の
かめの親子。お部屋や玄関先に飾って楽しめます。

￥
1,000￥

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

過ごす時間の多くなったお部屋をナチュラルに、居心地よく。
観葉植物とジュートプランターカバーが一役買います！内側には、
ポリエチレン加工が施されています。Sは５号鉢、Lは７号鉢が入るサイズ。

ジュートをよりあわせた紐で丁寧に編んで形をつくって
います。花器の下に敷いたり壁に飾ってインテリアとしても！

素材：ジュート
サイズ：［鍋しき］直径約20cm、厚さ約０.５cm
　　　　［コースター］直径約10cm

コースターは5枚それぞれデザインが違って
見ていて楽しく、来客時に褒められました！

Lサイズは取手付き。

3枚を横に並べるとちょうど半間分の幅になり、
のれんとしてお使いいただける他、目隠しなど
その用途は色々！

※100cmを3枚並べたところ。
　上部に直径2cm位までの棒を
　通すことができます。

予約

かえるS

ねこSかえるL ねこL

親がめ

子がめ
売切れました。



赤系

リボン

ボタン

青系

青系で
色柄
おまかせ

赤系で
色柄
おまかせ

ねこ
いぬ

レッド

グリーン

うさぎ 
赤

うさぎ 
白

子ぶた

￥920
No. 39086

素材 ： 綿 　　

定価

ちょっとした小物やアクセサリーを整理するのに
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

サイズ : 直径約10cm、マチ約1.5cm

色柄
おまかせ

￥1,600

No. 09323  うさぎ赤 　No. 09322  うさぎ白　 No. 09362  子ぶた
No. 09321   いぬ　　　No. 09320  ねこ　　　　　

　 素材 ： 綿 　　定価

ペンはもちろん、のりや定規などが入るたっぷりサイズ！
携帯やPCの充電コードの収納にも便利。

手織布のペンケース

サイズ : 取り出し口約21cm、高さ7cm

素材： 綿　 サイズ : 約3.5cm×約5.5cm、
紐の長さ9cm

￥1,700
No. 39038

素材 ： 綿 　　 定価

定価

色・柄は織り手によって変わるため、ひとつずつ個性
が豊か。両端の日もを使えば開け閉めも簡単。取り外しも
できる鳥のマスコット付き。

カラフル手織りポーチ(マスコット付)

手織布のマスコット 鳥
色々なところにつけて持ち歩ける
かわいい鳥ストラップ

No. 15158 ￥500定価

サイズ : 約8cm×17cm、マチ約8cm

色柄
おまかせ

No. 48001    ＦＡＣＥ　No. 48002　ＢＯＤＹ 
No. 48003　ＨＡＩＲ　No. 48012    ＨＡＰＰＹ
No. 48004　ＢＡＢＹ　　　

シー　 マイメンシンソープ　

シー マイメンシンソープ  
簡易パッケージ
No. 18016  ＦＡＣＥ　　           
No. 18017  ＢＯＤＹ 　　  

￥1,200定価

￥930定価

No. 06524 青系No. 6523  赤系
素材 ： 綿
サイズ ： 全長約31×16cm ￥1,100定価

素材 ： 木（はんこ）、ロクタの手漉き紙（箱）
サイズ ： 7×11cm（箱） ￥1,800定価

くたっとした質感が魅力のリユースサリー
のブックカバー。裏地も何ともキュートです！
ひとつずつ違う柄の個性をおたのしみください。

リユースサリーのブックカバー

ボタン ： No. 17115

リボン：  No. 17114
素材 ：綿、ゴム
サイズ：約15ｃｍ　(ゴム)約17ｃｍ

             

￥700定価

定価

ヘアアレンジのポイントになるヘアゴム。
お子様にも大人にも！

リユースサリーのヘアゴム

￥400素材 ： 綿、ゴム、金具
サイズ：直径約3ｃｍ　
　　　　ゴム約17ｃｍ

No. 36034　 定価
素材 ： 綿
サイズ ： 長さ約  68cm、長さ約176cm

ちょっとそこまでのお散歩バッグや、
セカンドバッグやエコバッグとして
の持ち歩きにも。藍染めならではの
風合いが生きています。バングラデシュの手拭いガムチャ

￥1,300

色柄
おまかせ

ネパールの
女性が織りなす手織布

三角

四角

藍染めトートバッグ 

No.8348　三角
No.8349　花
No.8350　四角

花

価格を見直しました！

広げてピシッとアイロンを
かけて使えば爽やかなテーブル
クロス。シワを生かして首に
巻いたり、夏のエアコン対策にも！

＼お待た
せしました

！／

ネパールの山岳部に古くから伝わる地機織（じばた
おり）という手法を使った布は、全て女性たちの手に
よって染色され手織りされています。費用をかけずに
家庭で用意できる木を組み合わせた織り機を使い、
持ち運びができるのが特徴です。女性たちが、足と
腰を上手に使って器用に織り上げた布は、伝統を守
り生活を豊かにする役割を担っています。

素材 ： 綿 　　

定価

￥2,200

※天然の藍で一枚ずつ染めています
のでオンリーワンの個性をお楽しみ
ください。
※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。

素材：綿　サイズ：約31×23cm、
持ち手の長さ約40cm、マチなし

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！自在な使い方で、何枚でも持っていたい優れもの。

定価

マシュマロネット（洗顔用泡立てネット）

No.6457

素材：（ひも・ネット）ポリ乳酸、
　　　（留め具）ナイロン 
サイズ：約13cm

東日本大震災の被災地の女性たちがつくった肌と環境に優しいネット。
トウモロコシ由来の繊維を細かく編み、マシュマロのような泡ができます。

￥550

↓リサイクルコットンを使ったパッケージ作りも
女性たちの仕事づくりにつながっています！

文庫本サイズ

ヒマラヤから
やってきた

予約

予約

予約 予約 No. 6470 

職人技が光る手彫りのはんこ。木の質感が素朴で、味わい
のある版が押せます！とっておきの文具を入れるのに
相応しいロクタの手漉き紙の箱も特別感があって素敵。

木彫はんこセット　ミティラ

「ミティラ」とは
土壁に描かれてきた
ネパールの伝統アート

使用例
楽しい時間が過ごせます♪

細いニードル
を使って
手彫り

予約

予約

厳選された5種類の植物オイルをベースにした
、マイルドで潤いのあるお肌へと導くラインナッ
プ。コールドプロセス製法による、しっとりとし
た洗い上がりが特徴。石けんを長期間熟成させ
ることで天然のグリセリンが自然生成し、高い保
湿力と洗浄力が期待されます。パッケージにはリ
サイクルコットンの手すき紙を使用。

MYMENSINGH

標準重量：100g

ＦＡＣＥ

全成分：ヤシ油・パーム油・水
・水酸化Na・レモングラス葉油
・オリーブ果実油・ヒマシ油・
ヒマワリ種子油・ハチミツ・粘
土・アロエベラ液汁・コショウ
果実・チョウジつぼみ

香り：レモングラス
B O D Y

全成分：ヤシ油・パーム油・水
・水酸化Na・レモン果実油・オ
リーブ油・ミツバラン果実エキ
ス・ヒマワリ種子油・コーン油
・ハチミツ・粘土・サピンヅス
トリホリアツス・果実エキス・
アロエベラ液汁・ヒラマメ根粒

香り：レモン
H A I R

全成分：ヤシ油・パーム油・水・水酸化
Na・ユーカリ葉油・ビンロウ種子エキス
・ヒマシ油・アカシアコンシナ果実・コ
ーン油・ハチミツ・セテアリルコムギフ
スマグリコシズ・アンマロク果汁・サピ
ンヅストリホリアツス果実エキス・セイ
ロンニッケイ樹皮エキス・バナナ果実

香り：ユーカリ
B A B Y

全成分：ヤシ油・パーム油
・水・水酸化Na・ラベンダ
ー花エキス・オリーブ果実
油・ハチミツ・コーン油・
キュウリ油・ウコンエキス
・アロエベラ果汁

香り：ラベンダー
H A P P Y

全成分：ヤシ油・パーム油・ヒマワリ種子油
・コーン油・オリーブ果実油・ハチミツ・コ
コヤシ果実・アロエベラ液汁・オレンジ果皮
エキス・粘土・バナナ果実・ミロバラン果実
エキス・水酸化Na・ユーカリ葉油・レ・水酸
化Na・ユーカリ葉油・レモングラス葉油・水

香り：レモングラス
　　　ユーカリ　ブレンド

￥2,700
No. 09364　グリーン

サイズ：長さ約12×19cm、
　　　   マチなし、取り出し口約16cm

おくすり手帳や通帳、細々したものをまとめて入れるのに
ぴったり！ファスナー付のポケットが2つ、ボタンを外す
と内側にもポケットが2つ付いて機能的。

手織布のダブルファスナー　ポーチ

レッドも入荷！

￥750
No. 15123

素材 ： 羊毛、フェルト　　

定価

ヒマラヤに住むとされる雪男イエティ。
優しい表情とふわふわした肌さわり。

フェルトマスコット
イエティ

サイズ : 長さ約8㎝

シャプラニー
ルの

　愛されキャ
ラ♡

No. 09363　レッド

・・

パッケージが
かわいい
のでギフトに
喜ばれます。

自分用に使って
空いた箱は小物の整理
に利用しています！

＃ Who is SHE  ?

・・
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、色々な使い方ができるので
重宝しています。

・

リボンヘアゴムを３つ
持っています。それぞれ
色柄が違うので、その日
の気分に合わせています。
色柄お任せは、
届くのが楽しみ！

・

お客様の声

お客様の声

お客様の声
ミトゥさん（仮名）1983年バングラデシュ、マイメンシン生まれ。
家は貧しかったため学校に通うことができず、12歳から家政婦として働
き始めました。15歳の時に両親が決めた相手と結婚しましたが、麻薬常
用者でした。夫は働こうとせず生活費を入れないだけでなく、彼女に暴
力を加え続けました。子どもが生まれ、食費を稼ぐためにやむなく売春を
始めました。地元NGOが、セックスワーカーの女性たちが別の手段で生活
手段を得られるよう、石けん工房を始めたと知り、石けんつくりの仕事を
始めました。夫は、「配偶者に暴力を加えない方法」という研修に参加し
たことをきっかけに、暴力を振るわないと誓い、麻薬もやめ、それ以後は
平和な生活を送っています。



No.9346　緑×桃
No.9347　青×黄

素材：綿
サイズ：約35cm×23cm

入れられます。紐でくるっと巻くタイプ。

￥800
定価￥1,000

ブロックプリントのれん

No.6478　レイン
No.6477　バンブー

素材：綿
サイズ：約150cm×85cm

自然をモチーフにした涼やかな柄ののれん。木版を
手押しした質感が魅力的。在宅ワークのちょっと
した間仕切りや目隠しにも。

￥3,100
定価￥3,900

バンブー

レイン

残りわずか

今後継続入荷のない商品のため在庫限りとなります！※セール価格は委託不可、買取のみ

￥1,600
 No. 9338　青

素材 ： 綿、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 約21 × 16cm、マチなし

定価￥2,200

紐の先にある花をモチーフとした刺しゅう
がポイント。ノクシカタの特徴でもある刺
し子(表面)も施しました。

ノクシカタ きんちゃく フラワー

青

青

￥1,900
No. 9327　ピンク 
No. 9326    青

素材 ： 綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 約16 × 22cm、マチなし

定価￥2,800

通帳やお薬手帳にぴったりのサイズ。２つのポケット
で使い分けできる大容量の人気のポーチ。

ノクシカタ ポーチ 象 

ピンク

　　水色

  

￥1,500
No. 36069   水色

素材  ：
：

 綿100％、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ：約36×16cm

定価￥ 2,100

予備ペーパーをストックしておくことも
できて実用的。お客様にも使ってもらい
たいトイレ空間になります！

ノクシカタ
トイレットペーパーホルダー 

￥1,350

赤

No. 6494   ダイヤ黒

素材 ： 綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 約16×31cm

定価￥2,700

文庫本サイズで厚みによってカバーも調節可能。
ダイヤの人気デザイン。全体に刺し子が施されています。

ノクシカタ ブックカバー 
内側

￥1,500
定価￥2,000

￥1,000

No. 39056  出会いの鳥 白 No. 9365   ダイヤ 紺

素材  ：  綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ  ：  約7.5×11.5cm

定価￥1,500

カード収納所は2カ所。刺し子で光沢感を出しました。
贈り物にも人気です。

ノクシカタ カードケース

ダイヤ 紺

出会いの鳥 白

内側

￥1,300
No. 9308　魚 紺

素材 ： 綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 約9.5 × 13cm

定価￥1,900

ティッシュケースにファスナー付のポーチ
が付いてとても便利！子宝を意味する魚
のモチーフと裏にも可愛いお花の刺繍。

ノクシカタ 
ポーチ付きティッシュケース

紺

裏側ジュートアニマル

No.45038　ぞう

一つひとつ表情の違う、あたたかみのある動物シリーズ。
手足の部分にワイヤーが入っているため、自由に動かせます。

つぶらな瞳がかわいい動物の
小ぶりなポーチ。裏にファスナー付。

象（裏）
象

コットンポーチ 

No.9344　象
No.9345　鳥

素材：綿（象のしっぽ：麻）
サイズ：約12㎝×11.5㎝、マチなし

素材：ジュート、針金
サイズ：
［象］約13×14cm
［赤モンキー］約18×14cm
［ひつじ］約9×14cm
　　　　　

鳥（裏）

鳥

贈る気持ちが伝わる
ギフトラッピング

バングラデシュの女性たちが手すき
したギフトバッグでご希望の商品を
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。ギフトバッグは商品の大きさに
よってこちらでお選び
いたします。

包装代：350円
　（１袋につき）

▶クラフトリンクパートナーになりませんか？

優しく
肌を包み込む竹布

Nepalf rom

ネイビー

カーキ

竹布のフレアパンツ 
No.1485 カーキ S  
No.1484 カーキ M 
No.1483 カーキ L 
No.1482 ネイビー  S
No.1493 ネイビー  M 
No.1481 ネイビー  L 

『クラフトリンクパートナー』は、商品の背景やストーリーを伝えること
で、多くの人に現地生産者やフェアトレードについて伝えていく役割を
担う協力者です。店舗の有無に関わらず、学校の文化祭や企業活動のイ
ベントでの販売、地域のマルシェなど広く一律の条件、割引価格でご利
用ください。商品により、買取と委託 (2 週間まで ) を設定しています。
委託とは、商品を２週間お預かりいただき、売れた商品のみを後で割引
価格で精算していただくシステムです。<注文→一部返品→ご請求→お
支払>　パートナー制度をご利用いただくためには、登録が必要です。
クラフトリンクの活動指針をお読みいただいた上で、「クラフトリンク
パートナー申込書」をご提出いただきます。お問い合わせください。

☝ クラフトリンクパートナー
について、詳しくはこちら

￥1,100No. 9349　白
No. 9348    紺

素材 ： 綿
サイズ ： 上部開口部約20cm、マチ約7.５cm、高さ約13.５cm

定価￥1,500

￥800

￥600
￥550

定価￥ 780

定価￥ 700

人気のブロックプリントの生地に刺し子を施したポーチ。
マチがあり、中に物を自立します。ファスナーに
ついたタッセルがポイント。

ブロックプリントと刺し子のポーチ　

青×黄

紺

緑×桃
白

￥6,000
定価￥11,000

竹布とは、100％竹の繊維で織られた布で、消臭性や
抗菌性、保温性があり、夏は風をよく通し、冬は熱を
逃がさない優れた素材。シルクのように滑らかでさら
りとした生地です。

これからの季節に絶対オススメ！
シャプラニールスタッフも
みんな愛用しています！

No.9309  とら        No.9310  くじゃく
No.39061   ピンクの花

食卓を楽しくしてくれるモチーフの
コースター。壁に飾っても◎
何枚あっても嬉しい。

ノクシカタコースター

素材 ： 綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 直径約10cm

お買い得！！

☝ オンラインショップ

☝より詳しい生産者情報
はこちら▶より詳しい生産者情報はWEBサイトをご覧ください。

▶オンラインショップでは他の商品もご覧いただけます。
シャプラニール会員の方は、会員割引クーポンのご利用がとてもお得です！

￥500各 定価￥600

身長150㎝
Sサイズ

身長174㎝
Lサイズ

身長160㎝
Mサイズ

こちらのページ

とら

ピンクの花

くじゃく

￥1,900
No. 39060　白

素材 ： 綿（生地）、レーヨン（刺しゅう糸）
サイズ ： 約10 × 15cm、マチ約6.5cm

定価￥2,700

たっぷりとしたマチと内ポケット（１つ）が機能的。
華やかな小鳥の刺しゅうと花は人気のデザインです。

ノクシカタ 化粧ポーチ  小鳥

サイズ：［S］ウエスト約72cm（ゴム入）
ヒップ約105cm、パンツ総丈約84cm、
股下約55cm　
［M］ウエスト約72cm（ゴム入り）、
ヒップ約105cm、パンツ総丈約88cm、
股下約60cm　
［L］ ウエスト約113cm（ゴムなし）、
ヒップ約113cm、パンツ総丈約88cm、
股下約56cm

素材：竹布100%

No.45037　赤モンキー
No.45036　ひつじ

No. 6504   ダイヤ赤

赤

黒

四季を感じ
るのれんが

風を運ぶ♪

モデル

Sale

Sale

Sale Sale

Sale

Sale
Sale

Sale

Sale Sale Sale

Sale Sale

売切れました。

残りわずか

残りわずか

残りわずか

売り切れました。

売り切れました。



●お問い合わせ
特定非営利活動法人
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
TEL: 03-3202-7863
FAX: 03-3202-4593

）日休定は祝・月・日、00：81～00：01の日曜土らか日曜火（        
E-mail  :  craft@shaplaneer.org

●ご注文にあたって

※商品のお届けは、ご注文をいただいてから1週間～10日後となります。
※セール品につきましては、会員割引などの各種割引は適用されません。
   全て通信販売(買取）のみとさせていただきます。
※数量限定のため、お早めにお買い求め下さい。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。ご了承下さい。
　
●送料
送料は一律600円を代金と一緒に請求させていただきます。
　（商品代金合計6,000円以上のご注文 いただいた場合は送料無料。）
　
●お支払方法
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下さい。

）。すまい願担負ごは料数手替振がすまり入れ恐（             
代金引換 ： 商品受け取り時にお支払い下さい。別途手数料がかかります。

※セール商品は、商品の不良がない場合は返品、返金、交換はお断りさせていただいております。
※衣料品は最初は多少の色落ちや色移りすることがあります。他のものとは別にお洗いください。
※商品はすべて手づくりのため、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。
※在庫がなくなり次第、販売は終了となります。

●ご注文方法
・ ご注文は1,000円以上でお願いいたします。
・ 専用のはがき、電話、FAX、E-mail、またはオンラインショップよりご注文下さい。
・ はがき、FAXやE-mailでご注文の際には、ご氏名、ご住所、5桁の商品コードと
   商品名、数量をご明記下さい。

を

※表示金額は全て税込です。

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
　　　　

粉
タイプ 粉

タイプ

豆
タイプ

￥1,250定価

レギュラーサイズ（150g）
No. 16094  スーリヤ
No. 16096  ヒマール ￥1,250定価￥1,250定価

ハニープロセス珈琲    豆
レギュラーサイズ（150g）
No. 16102  スーリヤ
No. 16103  ヒマール ￥650定価￥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

ハニープロセス珈琲   粉　(中挽き)

￥750
品名：レギュラーコーヒー　原産地：ネパール
内容量：10ｇ／1袋　挽き方：中挽き
焙煎：スーリヤ（深煎り）
製造者：
㈱ピーエスアイ（ドリップパック加工）
㈱SHANTI・SHANTI・COFFEE FARM　(焙煎)
　　　　

定価

より手軽にお楽しみいただけてギフトにもピッタリ！

ハニープロセス珈琲ドリップパック
（スーリヤ／5袋セット）
No. 16110　

HOT
にも

ICEに
も

ヒマール （ハーフ&ハーフ）

スーリヤ （深煎り）

ハチミツのようにコク深く
ほんのり甘い
すっきりとした味わい

ビスケットのような
優しい苦みと
コク深い味わい

コク 　     
甘み 　     
酸味 　     
苦み 　     
すっきり感 　     

コク 　     
甘み 　     
酸味 　     
苦み 　     
すっきり感 　     

HOT
に

おすすめ

￥730定価

8種類のオーガニックスパイスがセットになっているから、簡単に
本場の味！シャプラニールバングラデシュ事務所のオリジナルレシピ付。

ベンガルカレースパイスセット

No. 16106　

原材料名：コリアンダー、シナモンパウダー、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
製造者：新宿区立高田馬場福祉作業所

原産地：スリランカ、トルコ、ベトナム、オーストリア、スペイン等

約５皿分がつくれます！

シャプラニール東京事務所近くの
高田馬場福祉作業所で
梱包しています。

お試しサイズ

レギュラーサイズ
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