北インドの農村女性によるモリンガパウダーとハンディクラフト
価格表（税込）（2020年11月1日現在）
食 品
モリンガは北インドを原産とし、亜熱帯・熱帯地方に広く自生する生命力の強いワサビ科の木。
葉・実・茎・根など全てにビタミン、ミネラル、食物繊維、必須アミノ酸、GABA・ポリフェノール
生葉
（Fresh Leaves）

乾燥粉末
（Dry Leaves）

・β-カロテンなど、90種以上の栄養素をバランス良く含んでいます。血糖値、コレステロール値、
血圧を低下させ、がん、糖尿病、高血圧、肥満などの生活習慣病を防ぐ、食と健康を支える
スーパーフードです。インドの伝統医学アーユルヴェーダでは生薬として使用されてきました。
WHO（世界保健機関）では貧困地域での栄養補給にモリンガ栽培を推奨しています。

ヒマラヤ岩塩

モリンガ塩

ミネラルが豊富なヒマラヤ岩塩
マイルドな味の岩塩パウダー
｢粗びき｣と｢粒状｣は予約注文品

1

100g

¥280

モリンガパウダー

モリンガパウダーとヒマラヤ岩塩をブレンド
おにぎり, 天ぷら, サラダ, 焼肉に

4

50g

¥300

特選モリンガパウダー

インド国家有機食品規格の認証
を受けた有機農場で栽培した
モリンガの葉を100%使用

栄養豊富なモリンガの葉のパウダー
を汁物, 粉もの, お茶に混ぜて

6

30ｇ

¥600

7

100g

¥1,700

8

500g

¥6,800

9

30g

¥1,000

手工芸品
コットンふんわりギャザースカート

コットンしっかりギャザースカート

高級薄手ブロックプリント生地を使った
ふんわりコットンギャザースカート，裏地付

厚手ブロックプリント生地を使った
しっかりコットンギャザースカート，裏地なし

スッキリしたデザインのスモールトート
生成り裏地に内ポケットを付けて
さらに機能充実

メヘンディ柄のトートバッグ
AVSの女性たちが村のお祝い時に
肌に描く吉祥模様のシルクスクリーン

【サイズ】 フリーサイズ、スカート丈 90㎝・75㎝

【サイズ】 フリーサイズ、スカート丈 75㎝

【サイズ】 20cm x 30cm (マチ10cm)

【サイズ】 32cm x 25cm

82 グレイに白花,イエロー
花,グレイに青花
~84

86 青花,アクアグリーン花,
¥4,500
¥4,000
~88 青 蔓花のデザイン

ラウンド・パース

ヒンディー・エコバッグ

スモールトートバッグ

62

スモールトートバッグ

メヘンディバッグ

¥1,300

パイピング・ペンケース

63

メヘンディバッグ

¥1,100

ミニ・パイピング・ペンケース

ブロックプリントやカラムカリなど
インドの伝統技術で染めた生地の
丸形の巾着。リバーシブルになります

インド綿のエコバッグ
日本の有名な詩の一節をヒンディー語
で書いた遊び心いっぱいのバッグ

ルンギー生地やブロックプリント生地
のペンケース。手作りのタッセルと
パイピングがアクセント

ブロックプリント生地のミニ・ペンケース
コンパクトで、パイピングがアクセント

【サイズ】 22cm x 21cm

【サイズ】 39cm x 36cm

【サイズ】 22cm x 10cm

【サイズ】 19cm x 8cm

64

ラウンド・パース

¥1,300

65

ヒンディー・エコバック

¥1,100

66 パイピング・ペンケース ¥1,000

❀ 詳しくは、ホームページに掲載している商品カタログをご覧ください。 http://ashaasia.org/avs.org/

67

ミニ・ペンケース

¥800

ツートーン・ペンケース

ツートーン・ヒンディーポーチ

ツートーン・ポーチ

ツートーン・カンタ・ポーチ

コットン生地のツートーン・ペンケース
マチを広くし、カンタ刺繍を施しました

ブロックプリント生地のツートーン・ポーチ
マチ幅をより広くし、タッセルでアクセント
を付けた切り替えポーチ

ブロックプリント生地のツートーン・ポーチ
地元プラヤグラージの伝統刺繍
カンタを手で丁寧に刺しました

インド綿のツートーン・ポーチ
ヒンディー語で「いつも一緒に」と
刺繍を施したおしゃれなポーチ

【サイズ】 9cm x 20cm (マチ5cm)

【サイズ】 14cm x 21cm （マチ6cm)

【サイズ】 14cm x 21cm （マチ6cm)

【サイズ】 14cm x 20cm (マチ6cm)

68 ツートーン・ペンケース ¥1,100

70

ツートーン・ポーチ

¥1,650

71

カンタ・ポーチ

¥1,750

72

ヒンディーポーチ

¥1,750

コットン刺繍ポーチ

ブロックプリント・ポシェット

ストライプのブロックプリント生地のポーチ
インドの国鳥である孔雀を刺繍しました

ブロックプリント生地のポシェット
片側は固定していないので自由な長さ
に結んで。紐の端に手作りチャーム

ルンギー生地とブロックプリント生地
を使ったコインケース。両側にポケット
カードが取り出しやすい

大きなポケットと仕切り付きポケット
携帯電話や小物が収納できます
バッグ・イン・バッグにも最適

【サイズ】 １4cm x 21cm （マチ6cm)

【サイズ】 14cm x 20 cm (マチ6cm)

【サイズ】 9.5cm x 13cm

【サイズ】 25.5cm x 35.5cm（A4）

73

コットン刺繍ポーチ

¥1,650

ブロックプリント・エプロン

74

ポシェット

コインケース

¥1,650

キルト・ハンドバッグ

75

コインケース

フラット・ケース

¥650

76

フラット・ケース

¥1,650

ヨガバッグ

ブロックプリントパッチワークトート

ブロックプリント生地のエプロン
両側にポケット付き。右のポケットには
タオルやペンを掛ける紐が付いて便利
左2枚は厚手、右2枚は薄手です

ブロックプリント生地のハンドバッグ
2色の千歳飴をねじった柄の持ち手
内外にポケットがあり、収納に便利
サリーレースのチャームつき

ヨガウエアとマットをまとめて持ち運べる
便利バッグ。バッグの口は刺繍チャーム
付きの紐で留める。内側にポケット付き
行楽シーズンはシートも運べます

ブロックプリント生地を贅沢に散りばめた
パッチワークトート。額縁の中のアート。
裏は濃紺無地、リバーシブルにもなり、
たたむと小さく軽いのでエコバッグにも。

【サイズ】 縦92cm 胸幅23㎝ 腰回り96㎝

【サイズ】 21cm x 35cm （マチ14㎝）

【サイズ】 30cm x 39cm (マチ16.5cm)

【サイズ】 43cm x 28cm (マチなし)

78

エプロン（厚手）

¥3,300

シュシュ

79

シュシュ単色

11 シュシュ 3色柄コンビ

¥3,200

80

ヨガバッグ

¥4,100

刺繍リボンヘアゴム

水牛ボタン・ヘアゴム

色とりどりのインド綿やデニム生地
のシュシュ

10

キルト・ハンドバッグ

91

パッチワークトート

¥2,000

92

パッチワークトート

¥2,000

刺繍入りクルミボタン・ヘアゴム

凛とした蒼のインドリネン、
サリー刺繍テープでリボンを作り
ヘアゴムにしました

職人が作った水牛の角や骨の
カラフルなボタンをヘアゴムに

¥450

12

カラフル・ヘアゴム

¥500

15

青リボン・ヘアゴム

¥500

13

ナチュラル・ヘアゴム

¥450

16 サリーリボン・ヘアゴム

14

三つ並び・ヘアゴム

¥600

インドの植物をモチーフに刺繍した
クルミボタンヘアゴム(38㎜)

¥700

17

刺繍 ヘアゴム

¥800

¥700

18

白ランゴリ

¥700

19

赤ヘナ

¥700

20

蝶々

¥700

カラフルトート

ポケットトート

シンプルトート

母と子トート

インド模様を縁に飾り、大きなポケット
が特徴。パソコンや書類、お買い物、
丈夫な作りなので重くてもOK

便利なポケット付きトートバッグ
生成りインド綿で丈夫
たっぷり入るバッグ

生地は厚手と薄手から選べます
ロゴはインドの母子の健康を
願ったイラストです

AVSのロゴのデザインを手がけた
Tomo Miuraのイラスト。絵葉書付
母親サポートグループとのコラボ作品

【サイズ】 39cm x 35 cm （マチ7cm）

【サイズ】 39cm x 38cm（マチ7cm）

【サイズ】 39cm x 40cm（マチ7cm）

【サイズ】 39cm x 40cm（マチ7cm）

21
~23

ネイビー・ブラウン
・グリーン

¥2,000

スモールトート ・チェック

24

ポケットトート

スモールトート・ストライプ

ざっくりとしたインド綿のトート。
裏地に生成り綿を合わせました

チェック

¥1,100

ブークレ生地コットントート

25

シンプルトート・厚手 ¥1,450

26

シンプルトート・薄手 ¥1,250

プリント花柄トート

【サイズ】 20cm x 30cm
（マチ7cm，ポケット付は10cm）

母と子トート

赤と紺ストライプ

¥1,100

31

花柄青

30

ストライプ(細)

¥1,100

32

花柄緑

¥1,600

スモールトート

ゴールドのブロックプリントの入った
コットン生地のスモールトートバッグ

【サイズ】 20cm x 30cm
（マチ７cm，ポケット付は10cm）

28

コットントート

61

インド綿のプリント花柄トート
裏地に生成り綿を合わせました

ストライプ３種類から選べます

【サイズ】 20cm x 30cm
（マチ7cm，ポケット付は10cm）

27

¥1,650

【サイズ】 20cm x 30cm
（マチ７cm，ポケット付は10cm）

¥1,100

33
¥1,100 ~36

ゴールド青・赤
・緑・抹茶

¥1,100

サリーポーチ

リネンペンケース

表面に輪っかがでるよう加工された布
もこもこした手触りをお楽しみください

農村の小麦の収穫時期の風景（左）
赤い実の木と実をくわえて飛ぶ鳥（右）
実は赤い糸で刺繍を施しています

上質なインドリネンにブロックプリント
生地を合わせました

ふわっとしたコットンシェニール生地に
サリー刺繍テープの組み合わせ

【サイズ】 20cm x 30cm（マチ10cm)

【サイズ】 35cm x 35cm (マチ8cm)

【サイズ】 10cm x 20 cm （マチ2㎝）

【サイズ】 14.5cm x 20.5cm

37P ブークレ(ポケット付)

¥1,300

リネンポーチ

38

ヴィレッジ

39

赤い実

¥1,450

40 リネン 青・紺・生成り
¥1,350
¥1,650 ~44 ・ラベンダー・柿色

刺繍ポーチ

刺繍トート

46

コットンジュート

¥1,500

47

シェニール

¥1,700

ショルダーバッグ

リネン100%生地にブロックプリント
生地を合わせました。底にマチがあり、
化粧道具を入れるのにぴったり

リネン100％の生地に刺繍をした
ポーチです

一針一針、スパイスの刺繍を伝統
衣装クルタ用生地に施した
上品なトートバッグ。ポケットが内側に

本やノートがたくさん入り、中には
仕切り付のポケット。肩紐は幅が広い
ので荷物が重くても痛くない工夫
生成りコットンとデニムの2種類

【サイズ】 12cm x 20 cm （マチ4㎝）

【サイズ】 12cm x 20 cm （マチ4㎝）

【サイズ】 20cm x 30cm (マチ10cm)

【サイズ】 20cm x 30cm (マチ10cm)

48 リネン・青・紺・生成り
¥1,650
~52 ・ラベンダー・柿色

53
~55

ごちそう・鳥・ツタ

¥1,650

56

ライトブルー

¥2,200

58

コットン・生成り

¥1,650

57

ライトグリーン

¥2,200

59

デニム・ヴィレッジ

¥1,600

60

デニム・牛

¥1,600

