
立冬を過ぎて、いつの間にか、クリスマスの季節になりました。
この冬は、新型コロナやインフルエンザが大流行するのではないかと、心配
されていますが、いかがお過ごしでうか？基本的な感染予防策に加えて、
栄養豊かな食事と、ストレスフリー、笑いをプラスした生活がおすすめです。

北インドでも気温が下がり始めました。(最低10℃台、最高20℃後半)
遠く那須まで、10月収穫した色濃い秋のモリンガが到着したばかりです。

カタログ 2022年秋号

特定非営利活動法人 アーシャ＝アジアの農民と歩む会

カディコットン新登場、

今季の制作者は、４人の子ども
の母親、カビタさん（写真左）

剪定しても、すぐに新芽を出すモリンガ
冬は静かに春の到来を待ちます。



特選モリンガ 30g, ブロックプリントエプロン 1個

定価 4,500円のところ 4,200円 （税込・送料別）

特選モリンガ 30g, 

ブロックプリントチュニック（訳アリお値下中）1個

定価 6,000円のところ 5,200円 （税込・送料別）

XA クリスマス A セット ¥4,200 XB クリスマス B セット ¥5,200

特選モリンガ 30g, カラフルトート 1個

アーシャストア人気ナンバーワンのトート、3色で展開中

定価3,000円のところ 2,700円 （税込・送料別）

特選モリンガ 30g、ヒンディーエコバッグ 1個

定価2,100円のところ 1,800円 （税込・送料別）

XC クリスマス C セット ¥2,700 XD クリスマス D セット ¥1,800

特選モリンガ 30g, キルトハンドバッグ1個

定価4,200円のところ 3,900円 （税込・送料別）

XE クリスマス E セット ¥3,900 

92種類の栄養たっぷりの「特選モリンガパウダー30g」を、皆様にお届けしたいと願い、
ハンディクラフト商品とお得なセットにしております。「特選モリンガパウダー30g」を
「モリンガ塩50gとアーシャの手挽きヒマラヤ岩塩200g」変更することも可能です。

2022年クリスマスギフトのご案内

色柄などについては、ご注文いただいた折にご相談させていただきます。

特選モリンガ 30g 半年分（6個セット）

定価6,000円のところ 5,200円 （税込・送料別）

XF クリスマス F セット ¥5,200 

（会員のみなさまは、表示価格から さらに2割引）
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【サイズ】フリーサイズ、 裏地付き75㎝丈

90⁻4 黒に近い濃紺（裏地付） ¥6,500 90-6 薄墨色（裏地なし） ¥6,000 

90⁻5 青まじりグレイ絣風(裏地付) ¥6,500 

【サイズ】 フリーサイズ、スカート丈90㎝。 裏地付き

90⁻1 青まじりグレイ絣風(裏地付) ¥6,800 90-3 柿色（裏地なし） ¥6,300 

90-２ 赤茶のざっくり織模様(裏地なし) ¥6,300 

カディコットン タック入りギャザースカート
手紡ぎ、手織りコットンを贅沢に使用した肌触りのよい高級スカートです

90-1 90-2 90-3
(90cm丈） （90cm丈） （90cm丈）

90-4 90-5 90-6
（75cm丈） （75㎝丈） （75cm丈）

どのスカートも両サイドに
スマホも入るポケット付き！お知らせ：カディコットンのチュニックが年内に到着予定

お問い合わせやご予約は avs@ashaasia.orgまで

ウエスト全周に
タックを入れて
ギャザー仕上
げしました。
すっきり見える
デザインです

mailto:お問い合わせやご予約はavs@ashaasia.org
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ハンドブロックプリント コットンチュニック
高級ハンドブロックプリント生地を使ったコットンのチュニック

両サイドにスマホも
入るポケット付き！

バックスタイル

バックに木のかわいいボタン2つ。
ボタンホールは手縫いしました

95-1

95-2                  95-3 95-4

【サイズ】 M（およそ 肩幅37.5㎝ 身幅110㎝、総丈77㎝、袖丈53.5㎝）若干サイズにばらつきがあります

95-1 ベージュに紫と赤の小花 ¥5,000 95-3 鉄紺地に小花模様 ¥5,000 

95-2 紺青地赤茶の伝統模様 ¥5,000 95-4 えんじ色のペイズリー ¥5,000 
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【サイズ】フリーサイズ、 裏地付き75㎝丈 【サイズ】フリーサイズ、 裏地なし 90㎝丈

85 白地に薄茶と紫の草花 ¥5,000 87 青ベージュの伝統柄 ¥5,000 

88 アクアのアラベスク ¥5,000 

【サイズ】 フリーサイズ、スカート丈90㎝。 裏地付き

81 薄黄地に青紫草木花 ¥5,000 83 黄色い花 ¥5,000 

82 モカブラウンのボタニカル ¥5,000 84 空色に草花模様 ¥5,000 

ブロックプリントコットンふんわりギャザースカート
高級ハンドブロックプリント生地を使った裏地付きコットンギャザースカート

81 82 83 84
(90cm丈） (90cm丈） (90cm丈） (90cm丈）

ブロックプリント❀しっかりスカート
(裏地なし）

85
（75cm丈） 87（90cm丈） 88（90cm丈）
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アーシャのブロックプリントエプロン
肌触りのよいブロックプリントインド綿。【サイズ】 縦92cm 胸幅23㎝ 腰回り96㎝

78ｰ1 エプロン(青ベージュ伝統柄) ¥3,500 78-6 エプロン(青緑に大きな花) ¥3,500

78-2 エプロン(グレイ･コーラルピンク) ¥3,500 78-7 エプロン(アクアのアラベスク) ¥3,500

78-3 エプロン(アクアに黄花) ¥3,500 78‐8 エプロン（青い花と鳥） ¥3,500

78-4 エプロン(青のお魚パレード) ¥3,500 78-9 エプロン(象に乗った楽隊） ¥3,500

78-1           78-2       78-3 78-4           

78-5             78-6               78‐7 78‐8  

大切なお知らせ： 輸入や配送にかかる諸費用の高騰に加え、円安のため原材料調達にも

大きな影響が出ております。誠に申し訳ございませんが、10月1日より、エプロン価格を3,300円

から3,500円に値上げさせていただきました。皆様のご理解とご協力を感謝いたします。



ヒマラヤの岩塩・モリンガ塩

ヒマラヤ岩塩は、主にインド，パキスタン，ネパール，チベットの岩塩鉱床から産出される岩塩の総称
です。淡紅（ピンク）色，紫色，黒色，黄色などの様々な色があります。アーシャではピンク岩塩の
粉末を提供しています。モリンガの葉のパウダーとブレンドしたモリンガ塩もあります。

1 ヒマラヤ岩塩 100ｇ ¥350 4 モリンガ塩 50g ¥350 

ヒマラヤ岩塩 モリンガ塩
太古の海水を地殻変動で封じ込めたヒマラヤ岩塩
を、シルバッタと呼ばれる石板を使い手作業で粉砕
しました。天然のミネラルが多く含まれ、まろやかな
味わいです

モリンガパウダーとヒマラヤの岩塩をブレンド。おにぎり, 

天ぷら, サラダ, 焼肉に。時間を置くと次第に緑色

が薄くなりますが、栄養価は変わりません。
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大切なお知らせ： コロナ禍の影響が長期化しており、国際郵送料など諸費用が現地でも国内でも

高騰しています。誠に申し訳ございませんが、ヒマラヤ岩塩とモリンガ塩を値上げいたします。 どうぞ皆様の

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

（ヒマラヤ岩塩 100ｇ：300円 → 350円 、モリンガ塩 50g：300円 → 350円 ）



生葉（Fresh Leaves） 乾燥粉末（Dry Leaves）

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ノキ科の木です。
葉・実・茎・根など全てに利用価値があり、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・β-カロテンなど90種以上の栄養素や機能性成分が含まれています。300種類の効能効果
が確認され、人々の食と健康を支えるスーパーフード。伝統医学のアーユルヴェーダでは、3000年も前
から生薬として使用されてきました。 WHO（世界保健機関）では貧困地域で栄養補給にモリンガの
栽培を推奨しています。

「奇跡の木」モリンガ

6 特選モリンガパウダー 10g ¥350 ８ 特選モリンガパウダー 100g ¥2,500

７ 特選モリンガパウダー 30g ¥1,000 ９ 特選モリンガパウダー 500g ¥9,500

特選モリンガパウダー
インド政府の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葉100%使用。

インディア・オーガニック
インドで生産された有機
農作物の認証マーク
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✴ 農村女性が有機農場に通い、心を込めてモリンガ
を栽培しています。モリンガは見事に成長しており、
十分な収穫量が得られています。収穫した生葉は
農村女性の手でモリンガパウダーに加工されます。

大切なお知らせ：コロナ禍の影響が長期化しており、輸入や配送にかかる諸費用が現地でも国内
でも高騰しているため、モリンガ商品は、特選モリンガパウダーのみの販売に限定させていただき、コスト
を抑えることになりました。ご理解とご協力よろしくお願いします。



手工芸品
私たちは、北インドのウッタル・プラデシュ州プラヤグラージ県において農村女性の社会的・経済的な自立
と地位向上を目指し、農村女性による手工芸品の制作・販売を行っています。日本の専門家から縫製
技術・デザインの指導を受けた農村女性が製作したハンドメイドの新作をお届けします！

【サイズ】 39cm x 36cm 【サイズ】 32cm x 25cm

62 ヒンディエコバッグ ¥1,100 63 メヘンディバッグ ¥1,100 

メヘンディバッグ
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。
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ヒンディー・エコバッグ
ソフトなインド綿のエコバッグ。
宮沢賢治の有名な詩の「アメニモマケズ」の一節を
ヒンディー語でシルクスクリーンに刷り上げた遊び心
いっぱいのバッグです。



リネン・ペンケース キルト・ペンケース

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。

ブロックプリント綿をふんだんに使用したキルト
ペンケース。

【サイズ】 22cm x 21cm 【サイズ】 14cm x 20 cm (マチ6cm)

64 ラウンド・パース ¥1,300 74 ポシェット ¥1,650 

ラウンド・パース
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です。
リバーシブルになります。

【サイズ】 22cm x 10cm 【サイズ】 19cm x 8cm

66 パイピング・ペンケース ¥1,000 67 ミニ・ペンケース ¥800 

パイピング・ペンケース ミニ・パイピング・ペンケース
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。
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【サイズ】 10cm x 20 cm （マチ2㎝）

40 リネン・青 ¥1,200 

41 リネン・紺 ¥1,200 

43 リネン・ラベンダー ¥1,200 45 ブロックプリント ¥800 

44 リネン・柿色 ¥1,200 

ブロックプリント・ポシェット
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。
紐の端には手作りのチャーム。



【サイズ】 左25.5cm x 35.5cm（A4サイズ）

76 フラット・ケース ¥1,650 

フラット・ケース
A4サイズの布ケース。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。 柄を内側と縁にした無地も登場。

【サイズ】 14㎝ x 21cm （マチ6cm) 【サイズ】 １4cm x 21cm （マチ6cm)

71 カンタ・ポーチ ¥1,750 72 ヒンディーポーチ ¥1,750 

（コットンピンク、リネンベージュ/リネン紺） （グリーン系、オレンジ系）

カンタ・ポーチ ヒンディーポーチ
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
おしゃれなポーチです。

【サイズ】 １4cm x 21cm （マチ6cm)

73 コットン刺繍ポーチ ¥1,650 

（グリーン系、オレンジ系）

コットン刺繍ポーチ
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。
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コインケース
ブロックプリント生地を使ったコインケース。両側に
ポケットがあり、カードが取り出しやすい。
カードホルダーとしてご購入くださる方も。

【サイズ】 9.5cm x 13cm

75 コインケース ¥650 



【サイズ】 35cm x 30cm (マチ16.5cm)

80 ヨガバッグ ¥4,100 100 名入れ注文バッグ

（グレイ、紺、イエローからお選びください） オーダーメイド賜ります。お気軽にご相談ください。

ヨガバッグ 名入れ注文バグ
ヨガウエアとマットをまとめて持ち運べて便利バッグ。
バッグの口は刺繍チャーム付きの紐で留める。内側
にはポケット付き。行楽シーズンはレジャーシートも
運べます。

オリジナルバッグを制作します。同じバッグを20個
以上から。サイズや材質によって価格が異なります。
メールでお問合せください！

【サイズ】 30cmｘ37cm 【サイズ】 21cm x 27cm マチ13cm
(バッグ底 21cmｘ13cm）

91 パッチワークトートピンク ¥2,000 79 キルト・ハンドバッグ ¥3,200 

92 パッチワークトートブルー ¥2,000 （グリーン、紺、ピンクからお選びください）

ブロックプリント・
パッチワークトート

キルト・ハンドバッグ

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。額縁の中のアートのよう。裏は濃紺無地のリ
バーシブル。たたむと小さく軽いのでエコバッグにも。

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。
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10 シュシュ単色 ¥450 12 カラフル・ヘアゴム ¥500 

11 シュシュ 3色柄コンビ ¥500 

シュシュ カラフルな水牛ボタン・ヘアゴム
色とりどりのインドロックプリントコットンのシュシュ。 職人が作った水牛の骨のカラフルなボタンを

ヘアゴムに。

13 ナチュラル・ヘアゴム ¥450 

水牛ボタン・ヘアゴム サリーリボンヘアゴム
ナチュラルテーストな水牛ボタン・ヘアゴム
職人が作った水牛の角や骨のボタンをヘアゴムに。

サリー刺繍テープでリボンを作りヘアゴムにしました。

16 サリーリボン・ヘアゴム ¥700 

17 刺繍 ヘアゴム ¥800 

刺繍クルミボタン・ヘアゴム
刺繍入りクルミボタン・ヘアゴム。

インドを感じる刺繍をお楽しみください。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㎜)です。

手工芸品
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ヘアゴム商品すべて
5点以上で20%OFF

14 二つ並び・ヘアゴム ¥600 

17P 刺繍 ブローチ ¥800 

刺繍クルミボタン・ブローチ
男性の方にも、ショートヘアの方にも
手刺繍のブローチでおしゃれをお楽しみください

リネン生地に手刺繍した
クルミボタン(38㎜)ブローチ
アーシャロゴ。モリンガやニームの花
インドバラ、マンゴーなどのデザイン



18 白ランゴリ（27㎜） ¥700 20 蝶々（27㎜） ¥700 

19 赤ヘナ（27㎜） ¥700 

刺繍クルミボタン・ヘアゴム
日本の大学生とのコラボで生まれた、刺繍のクルミボタンのヘアゴムです。
ランゴリとは、お祭りの時に描くおめでたい模様。ヘナはお祝いの時に手や足に描く吉祥模様です。

ボタンヘアゴムはボタンとしても別売りしております。
価格や在庫につきましてはお問い合わせください。
在庫がない場合、少々お時間をいただきますが、
注文に応じて制作することができます。

カラフルトート ポケットトート
インド模様を縁に飾り、AVSロゴの大きなポケット
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。

【サイズ】 39cm x 35 cm （マチ7cm） 【サイズ】 39cm x 38cm（マチ7cm）

21 ネイビー ¥2,000 24 ポケットトート ¥1,650 

22 ブラウン ¥2,000 

23 グリーン ¥2,000 

【サイズ】 39cm x 40cm（マチ7cm） 【サイズ】 39cm x 40cm (マチ7cm)

25 厚手 ¥1,450 61 母と子トート ¥1,600 

26 薄手 ¥1,250 

シンプルトート 母と子トート
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絵本作家 Tomo 
Miuraのイラスト。母親サポートグループとの コラボ
作品です。

（絵葉書付）
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【サイズ】 20cm x 30cm （マチ7cm）
（ポケット付はマチ10cm）

【サイズ】 20cm x 30cm （マチ7cm）
（ポケット付はマチ10cm）

27 チェック ¥1,100 28 赤紺ストライプ ¥1,100 

27P チェック（ポケット付） ¥1,300 28P 赤紺ストライプ(ポケット付) ¥1,300 

29 青ストライプ（太） ¥1,100 

30 青ストライプ（細） ¥1,100 

スモールトート・チェック 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。

ストライプ３種類から選べます。

スモールトート・プリント花柄 スモールトート・ゴールド
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。

ゴールドのブロックプリント生地の
コットンスモールトートバッグ。

【サイズ】 20cm x 30cm（マチ７cm）
ポケット付 20cm x 30cm（マチ10cm）

【サイズ】 20cm x 30cm （マチ７cm）
ポケット付 20cm x 30cm（マチ10cm）

31 花柄（青） ¥1,100 33 ゴールド青 ¥1,100 

31P 花柄（青）(ポケット付) ¥1,300 34 ゴールド赤 ¥1,100 

32 花柄（緑） ¥1,100 34P ゴールド赤（ポケット付） ¥1,300 

35 ゴールド緑 ¥1,100 

36 ゴールド抹茶 ¥1,100 ポケット付きスモールトート
表面に輪がでるよう加工されたもこもこしたブークレ
生地や、ハンドブロックプリント、ざっくり織り上げたス
トライプなど、色柄はさまざまございますので、
お問い合わせください。

【サイズ】 20cm x 30cm （マチ10cm)

37 スモールトート(ポケット付) ¥1,300 
17



【サイズ】 35cm x 35cm (マチ8cm) 【サイズ】 35cm x 35cm (マチ8cm)

38 ヴィレッジ ¥1,450 39 赤い実 ¥1,650 

コットントート コットントート
4月の北インドの農村は、黄金色に輝く小麦の
収穫時期。その風景をデザイン。

生成り生地のトートバッグに赤い実の木と実を
くわえて飛んでいく鳥をデザイン。鳥の口と木には、
赤い実。赤い糸で刺繍を施しています。

【サイズ】 14.5cm x 20.5cm

46 コットンジュート ¥1,500 

サリーポーチ
カジュアルなジュート生地のポーチに、サリーの縁取りを飾る刺繍テープを組み合わせました。
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【サイズ】 12cm x 20 cm （マチ4㎝）

48 リネン・青 ¥1,650 51 リネン・ラベンダー ¥1,650 

49 リネン・紺 ¥1,650 52 リネン・柿色 ¥1,650 

50 リネン・生成り ¥1,650 

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

【サイズ】 12cm x 20 cm （マチ4㎝） 【サイズ】 20cm x 30cm (マチ10cm)

53 ごちそう 紺・柿色 ¥1,650 56 ライトブルー ¥2,200 

54 鳥 ¥1,650 57 ライトグリーン ¥2,200 

55 ツタ ¥1,650 

刺繍ポーチ 刺繍トート
リネン100％の生地に刺繍をしたポーチです。 一針一針、スパイスをモチーフにした刺繍を伝統

衣装クルタ用生地に施した上品なトートバッグ。

【サイズ】 20cm x 30 cm (マチ10cm）

58 生成りコットン ¥1,650 60 デニム（牛） ¥1,600 

59 デニム（ヴィレッジ） ¥1,600 

ショルダーバッグ
日本の大学生とのコラボで生まれたショルダーバッグ。本やノートがたくさん入り、中には携帯やペンを入れ
る仕切り付きのポケットがあります。肩紐は幅が広いので、荷物が重くても痛くないように工夫されています。
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北インド農村女性による
モリンガ・岩塩とハンドメイド手工芸品

ご注文の方法

【注文表の記入と送付】

ご購入を希望する商品（価格表にある番号と同じ商品）に数量、合計金額をご記入ください。

手工芸品を購入される場合は、ご希望の色、柄、サイズなどはコメント欄にご記入ください。

一般の方は小売価格、当会の会員の方は会員価格でご購入いただけます。

買取販売をご希望の方は買取価格となりますが、数量等の条件がありますので、国内事務局へ
お問い合わせください。

次に、注文表の最後にあるご注文者様の情報に、お名前、ご住所、電話番号、メール
アドレス、注文日、配達を希望する月日、時間帯をご記入ください。なお、配達希望
日時は、注文日の５日以降としてください。その場合でも、商品代金のお振り込みを
確認した後の発送となりますので、ご承知おきください。

ご記入済の注文表をＦＡＸ、または注文表のＰＤＦを添付したメールを当会事務局まで
お送りください。

特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会
電話番号： 0287-47-7840 FAX番号： 0287-47-7841

Email： avs@ashaasia.org

【ご注文の流れ】

注文表の記入 注文表の送付

注文受付
通知の受信
（※１）

商品代金の
振り込み

注文商品の
受取り

※１：注文受付通知には請求書が含まれます。請求書でお知らせする指定金融機関の口座に、
商品代金をお振り込みください。

商品名 品番 小売価格 会員価格 買取価格 注文数 金額 コメント

食品 特選モリンガパウダー

30ｇ ７ ¥1,000 ¥800 ¥600 1 ¥1000 
100ｇ ８ ¥2,500 ¥2,000 ¥1,500
500ｇ ９ ¥9,500 ¥7,600 ¥5,700

： ： ：

ご注文者様の情報

お名前

ご住所 〒

電話番号

メールアドレス

注文日 2022 年 月 日

配達希望日時 2022 年 月 日 午前 ・ 午後 ・ 夜間

20



北インド農村女性によるモリンガ、岩塩とハンドメイド製品
注文表 (2022年11月15日現在） （税込） （税込）

商品名 品番 小売価格 会員価格 注文数 コメント

ギフト
セット

クリスマス A セット 特選モリンガ30g、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 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 30g、カラフルトート 1個 XC ¥2,700 ¥1,840

クリスマス D セット 特選モリンガ 30g, ヒンディエコバッグ 1個 XD ¥1,800 ¥2,000

クリスマス E セット 特選モリンガ 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 30g 6個セット（半年分） XF ¥5,200 ¥4,160

食品

ヒマラヤ岩塩 100g 1 ¥350 ¥280 

モリンガ塩 50g 4 ¥350 ¥280 

特選モリンガパウダー

10g 6 ¥350 ¥280 

30g 7 ¥1,000 ¥800 

100g 8 ¥2,500 ¥2,000 

500g 9 ¥9,500 ¥7,600 

手工
芸品

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 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 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 

ブロックプリント
コットンギャザースカート

（裏地付）

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 

コットンギャザースカート
ブロックプリント（裏地なし）

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 

カディコットンスカート

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 番号ご指定ください

パッチワークトート
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 入荷待ち

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

ご注文者様 注文表の送付先

お名前 特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会

ご住所
〒 〒329-2703

栃木県那須塩原市槻沢83-17

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

メールアドレス メールアドレス： avs@ashaasia.org

注文日 2022 年 月 日

配達日時 2022 年 月 日 午前 ・ 午後 ・ 夜間
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北インド農村女性によるモリンガ、岩塩とハンドメイド製品

注文表 (2022年11月15日現在） （税込） （税込）

商品名 品番 小売価格 会員価格 注文数 コメント

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。

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㎜）ヘアゴム 17 ¥800 ¥640 

刺繍（38㎜）ブローチ 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 

カラフルトートバッグ

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 

シンプルトートバッグ
厚手 25 ¥1,450 ¥1,160 

薄手 26 ¥1,250 ¥1,000 

スモールトートバッグ

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）or (太) 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 

ゴールド抹茶 36 ¥1,100 ¥880 

各種(ポケット付） **P ¥1,300 ¥1,040 

コットントート
ヴィレッジ 38 ¥1,450 ¥1,160 

赤い実 39 ¥1,650 ¥1,320 

リネンペンケース

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 

リネンポーチ

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 

刺繍ポーチ

ごちそう 53 ¥1,650 ¥1,320 

鳥 54 ¥1,650 ¥1,320 

ツタ 55 ¥1,650 ¥1,320 

刺繍トート
ライトブルー 56 ¥2,200 ¥1,760 

ライトグリーン 57 ¥2,200 ¥1,760 

ショルダーバッグ

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 

ご注文者様 注文表の送付先

お名前 特定非営利活動法人アーシャ＝アジアの農民と歩む会

ご住所
〒 〒329-2703

栃木県那須塩原市槻沢83-17

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

メールアドレス メールアドレス： avs@ashaasia.org

注文日 2022 年 月 日

配達日時 2022 年 月 日 午前 ・ 午後 ・ 夜間
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北インド農村女性による
モリンガ・岩塩とハンドメイド手工芸品

「アーシャ＝アジアの農民と歩む会」事務所へのアクセス

カゴメ那須工場

西富山

住所： 栃木県那須塩原市槻沢83-17

車で国道４号線を利用して来られる方は、石林通りを進み、槻沢小学校の先を右折してください。

４号線から石林通りへ曲がる角にセブンイレブン那須塩原井口店があります。また、石林通りか
ら右折する角にはヘアサロンがあります。 事務所に「モリンガ」のノボリが出ている時は職員
がおりますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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