
（税込） （税込）

品番 小売価格 会員価格 注文数 金額 コメント（色、柄をご記入ください）

クリスマス　A セット
特選モリンガパウダー 30g

ブロックプリントエプロン 1個
XA ¥4,200 ¥3,360

クリスマス　B セット
特選モリンガパウダー 30g

ブロックプリントチュニック 1個
XB ¥5,200 ¥4,160

クリスマス　C セット
特選モリンガパウダー 30g

カラフルトート 1個
XC ¥2,700 ¥2,160

クリスマス　D セット
特選モリンガパウダー 30g

ヒンディーエコバッグ 1個
XD ¥1,800 ¥1,440

クリスマス　E セット
特選モリンガパウダー 30g

キルトハンドバッグ 1個
XE ¥3,900 ¥3,120

クリスマス　F セット 特選モリンガパウダー 30g  6個セット XF ¥5,200 ¥4,160

ヒマラヤ岩塩 ヒマラヤ岩塩 100g 1 ¥350 ¥280

モリンガ塩 モリンガ塩 50g 4 ¥350 ¥280

特選モリンガパウダー 10g 6 ¥350 ¥280

特選モリンガパウダー 30g 7 ¥1,000 ¥800

特選モリンガパウダー 100g 8 ¥2,500 ¥2,000

特選モリンガパウダー 500g 9 ¥9,500 ¥7,600

ヒンディー・エコバッグ オレンジ・グリーン 62 ¥1,100 ¥880

メヘンディバッグ 赤・青・緑・水色・ピンク 63 ¥1,100 ¥880

ラウンドパース 各種 64 ¥1,300 ¥1,040

パイピング・ペンケース ブロックプリント、ルンギー柄各種 66 ¥1,000 ¥800

ミニ･パイピングペンケース ブロックプリント、ルンギー柄各種 67 ¥800 ¥640

カンタ・ポーチ 71 ¥1,750 ¥1,400

ヒンディー・ポーチ 2種類 72 ¥1,750 ¥1,400

コットン刺繍ポーチ くじゃく刺繍 73 ¥1,650 ¥1,320

ブロックプリント・ポシェット 3種類 74 ¥1,650 ¥1,320

コインケース ブロックプリント柄 75 ¥650 ¥520

フラットケース ブロックプリント、ルンギー柄 76 ¥1,650 ¥1,320

エプロン 各種 78 ¥3,500 ¥2,800

キルト･ハンドバッグ 紺、ピンク、グリーン 79 ¥3,200 ¥2,560

ヨガバッグ 紺、グレイ、イエロー 80 ¥4,100 ¥3,280

薄黄地に青紫草木花（90cm) 81 ¥5,000 ¥4,000

モカブラウンのボタニカル（90cm) 82 ¥5,000 ¥4,000

黄色い花（90cm) 83 ¥5,000 ¥4,000

空色に草花模様（90cm) 84 ¥5,000 ¥4,000

白地に薄茶と紫の草花(75cm) 85 ¥5,000 ¥4,000

青にベージュに伝統模様（90cm) 87 ¥5,000 ¥4,000

アクアのアラベスク（90㎝） 88 ¥5,000 ¥4,000

黒に近い濃紺（裏地付、90㎝） 90⁻1 ¥6,800 ¥5,440

赤茶のざっくり織模様(裏地なし、90㎝) 90-2 ¥6,300 ¥5,040

柿色（裏地なし、90㎝) 90-3 ¥6,300 ¥5,040

黒に近い濃紺（裏地付、75㎝） 90-4 ¥6,500 ¥5,200

青まじりグレイ絣風(裏地付、75㎝) 90-5 ¥6,500 ¥5,200

薄墨色（裏地なし、75㎝） 90-6 ¥6,000 ¥4,800

ブロックプリントチュニック ブロックプリントチュニック 95 ¥5,000 ¥4,000

ブロックプリントコットン生地　ピンク系 91 ¥2,000 ¥1,600

ブロックプリントコットン生地　ブルー系 92 ¥2,000 ¥1,600

おおきめトート 各種 93 ¥2,800 ¥2,240

ポケット付きスモールトート 各種 37 ¥1,300 ¥1,040

名入れ注文バッグ サイズや材質による  （＋原盤代5,000円） 100

合計

　お名前

　ご住所

　電話番号

　 　メールアドレス

　注文日

　配達希望日時・時間帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注文表（2022年11月15日現在）

商品名

ギフト

セット

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 　

食品

特選モリンガパウダー

 特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会

パッチワークトート

手工

芸品

　               年　　　  月　　　 日

　               年　 　　 月　　　 日　　　午前 ・ 午後 ・ 夜間

ブロックプリント

コットンギャザースカート

（裏地付）

コットンギャザースカート

ブロックプリント（裏地なし）

カディコットンスカート

　

ご注文者様 注文表の送付先

　〒  〒329-2703

 栃木県那須塩原市槻沢83-17

 電話番号： 0287-47-7840　　　FAX番号： 0287-47-7841

 メールアドレス：　avs@ashaasia.org



（税込） （税込）

品番 小売価格 会員価格 注文数 金額 コメント（色、柄をご記入ください）

　シュシュ単色 10 ¥450 ¥360

　シュシュ　3色柄　　コンビ 11 ¥500 ¥400

　カラフル水牛ボタン・ヘアゴム 12 ¥500 ¥400

　ナチュラルテイストな水牛ボタン・ヘアゴム 13 ¥450 ¥360

　二つ並び水牛ボタン・ヘアゴム 14 ¥600 ¥480

　サリーリボン・ヘアゴム 16 ¥700 ¥560

　刺繍（38㎜）ブローチ 17 ¥800 ¥640

　刺繍（38㎜）ヘアゴム 17P ¥800 ¥640

　白ランゴリ（27㎜） 18 ¥700 ¥560

　赤ヘナ（27㎜） 19 ¥700 ¥560

　蝶々（27㎜） 20 ¥700 ¥560

　ネイビー 21 ¥2,000 ¥1,600

　ブラウン 22 ¥2,000 ¥1,600

　グリーン 23 ¥2,000 ¥1,600

ポケットトートバッグ 24 ¥1,650 ¥1,320

　厚手 25 ¥1,450 ¥1,160

　薄手 26 ¥1,250 ¥1,000

　チェック 27 ¥1,100 ¥880

　赤と紺のストライプ 28 ¥1,100 ¥880

　ストライプ（細） 30 ¥1,100 ¥880

　花柄（青） 31 ¥1,100 ¥880

　花柄（緑） 32 ¥1,100 ¥880

　ゴールド青 33 ¥1,100 ¥880

　ゴールド赤 34 ¥1,100 ¥880

　ゴールド緑 35 ¥1,100 ¥880

　ゴールド抹茶 36 ¥1,100 ¥880

　各種（ポケット付） **P ¥1,300 ¥1,040

　ヴィレッジ 38 ¥1,450 ¥1,160

　赤い実 39 ¥1,650 ¥1,320

　リネン・青 40 ¥1,200 ¥960

　リネン・紺 41 ¥1,200 ¥960

　リネン・生成り 42 ¥1,200 ¥960

　リネン・ラベンダー 43 ¥1,200 ¥960

　リネン・柿色 44 ¥1,200 ¥960

キルト・ペンケース 　ブロックプリント（各種） 45 ¥800 ¥640

サリーポーチ 　コットンジュート 46 ¥1,500 ¥1,200

　リネン・青 48 ¥1,650 ¥1,320

　リネン・紺 49 ¥1,650 ¥1,320

　リネン・生成り 50 ¥1,650 ¥1,320

　リネン・ラベンダー 51 ¥1,650 ¥1,320

　リネン・柿色 52 ¥1,650 ¥1,320

　ごちそう 53 ¥1,650 ¥1,320

　鳥 54 ¥1,650 ¥1,320

　ツタ 55 ¥1,650 ¥1,320

　ライトブルー 56 ¥2,200 ¥1,760

　ライトグリーン 57 ¥2,200 ¥1,760

　生成りコットン 58 ¥1,650 ¥1,320

　デニム（ヴィレッジ） 59 ¥1,600 ¥1,280

　デニム（牛） 60 ¥1,600 ¥1,280

母と子トートバッグ 　母と子（絵葉書付） 61 ¥1,600 ¥1,280

合計

　お名前

　ご住所

　電話番号

　 　メールアドレス

　注文日

　配達希望日時・時間帯

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注文表（2022年11月15日現在）

商品名

カラフルトートバッグ

手工

芸品

ヘアアクセサリー

ご希望の色・デザインを

メールでご指定ください。

ヘアゴムをどれでも合わせて

5個以上ご購入で20%オフ

シンプルトートバッグ

スモールトートバッグ

リネンポーチ

リネンペンケース

コットントート

ショルダーバッグ

刺繍ポーチ

刺繍トート

 電話番号： 0287-47-7840　　　FAX番号： 0287-47-7841

 メールアドレス：　avs@ashaasia.org

　              年　　　  月　　　 日

　              年　 　　 月　　　 日　　　午前 ・ 午後 ・ 夜間

　

ご注文者様 注文表の送付先

 特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会

　〒  〒329-2703

 栃木県那須塩原市槻沢83-17


