
    

    

    

    

上着・ズボン 
マントコート・帽子 
（深緑、金色の刺繍入り） 
 
Inner‐clothing、pants、
mantle、Square‐shaped 
headwear（dark green with 
gold embroidery design) 

ダシキ（上着：青、オレンジ） 
※ダシキ (dashiki) は主に西
アフリカの男女の衣服   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          
DASHIKI SHIRT（African 
traditional shirt, blue, 
orange colored） 
 

上着 
（緑、胸元に金色の刺繍） 
ズボン（緑） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（green with gold 
embroidery design on the 
front） 
PANTS（green） 

XL 

ガンビア／GAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-203 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-201 

ケニア／KENYA 

番号／NUMBER 2-1-202 

ケニア／KENYA 

番号／NUMBER 2-1-202 

ガンビア／GAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-203 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

L 

 

L 

 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-201 

*2-1-0201*2-1-0201 *2-1-0203*2-1-0203*2-1-0202*2-1-0202



    

    

    

    

エチオピア／ETHIOPIA 

番号／NUMBER 2-1-206 

ガンビア／GAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-205 

上着（白、胸元に金色の刺繍） 
ズボン（白） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（white with gold 
embroidery design on the 
front） 
PANTS（white） 
 
※透け感有り、インナー着用おすす
め 
TRANSLUCENT FABRIC.  
RECOMMEND WEARING AN 
INNER WEAR 

エチオピア／ETHIOPIA 

番号／NUMBER 2-1-207 

上着、ズボン、スカーフ
（白） 
 
COLLARLESS SHIRT 
PANTS、SCARF (white) 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
TRANSLUCENT FABRIC.  
RECOMMEND WEARING 
AN INNER WEAR 

手つむぎの手織りポンチョ 
（ベージュ、緑の刺繍） 
 
HAND-SPINING, 
HOMESPUN PONCHO 
（beige with green 
embroidery design） 

ガンビア／GAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-205 

エチオピア／ETHIOPIA 

番号／NUMBER 2-1-206 

L 

 

L 

 

one size 
fits all 

エチオピア／ETHIOPIA 

番号／NUMBER 2-1-207 

*2-1-0205*2-1-0205 *2-1-0206*2-1-0206 *2-1-0207*2-1-0207



    

    

    

    

タンザニア／TANZANIA 

番号／NUMBER 2-1-210 

シャツ（シマウマ柄） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（zebra motif） 

上着・ズボン（ベージュ） 
 
COLLARLESS SHIRT
（beige) 
PANTS（beige) 

ズボン 
（白、フサフサ付き） 
 
PANTS 
（white with bushy bobble 
ornaments) 

シャツ 
（グレー、葉のモチーフ風デ
ザイン有り） 
 
SHIRT 
（gray with leaf‐looking 
motif） 

タンザニア／TANZANIA 

番号／NUMBER 2-1-210 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-211 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-209 

ルワンダ／RWANDA 

番号／NUMBER 2-1-208 

ルワンダ／RWANDA 

番号／NUMBER 2-1-208 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-209 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-211 

L 

 

L, XL 

 

L 

 

L 

 

*2-1-0208*2-1-0208 *2-1-0211*2-1-0211*2-1-0210*2-1-0210*2-1-0209*2-1-0209



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL サイズ／SIZE XL 

シャツ 
（ナショナルカラー、国鳥のサ
ンショクウミワシ、トロフィ
ー、2012 の文字入り） 
 
SHIRT 
（National color with African 
fish eagle of the National 
bird、trophy and       
2012 printed） 

シャツ 
（黄緑、黒と茶色のまだら模
様） 
 
SHIRT 
（light green with black and 
brown patchy pattern） 

上着 
（青と白のストライプ柄） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（blue and white striped 
pattern） 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-212 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-215 

L, XL 

 

L 

 

L, XL 

 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-213 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-212 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-213 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-214 

シャツ 
（ナショナルカラー、ザンビア
の地図とフリーダム、ピース& 
プライドの文字入り） 
 
SHIRT 
（National color with 
geography of ZAMBIA and 
texts "FREEDOM"、 
"PEACE&PRIDE lettered） 

L, XL 

 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-215 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-214 

*2-1-0215*2-1-0215*2-1-0214*2-1-0214*2-1-0213*2-1-0213*2-1-0212*2-1-0212



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 

シャツ 
（ナショナルカラー、国鳥のサ
ンショクウミワシのデザイン） 
 
SHIRT 
（National color with African 
fish eagle of the National 
bird motif） 

上着 
（淡黄色、胸元に刺繍有り） 
ズボン（淡黄色） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（light yellow with 
embroidery design on the 
front） 
PANTS（light yellow） 

上着 
（紺、胸元に刺繍有り） 
ズボン（紺） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（navy blue with embroidery 
design on the front） 
PANTS（navy blue） 

シャツ 
（茶色系のアニマル柄） 
 
SHIRT 
（shade of brown with 
animal‐printed） 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-219 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-218 

L, XL 

 

L 

 

L, XL 

 

L 

 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-217 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-216 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-218 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-217 

ザンビア／ZAMBIA 

番号／NUMBER 2-1-216 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-219 

*2-1-0216*2-1-0216 *2-1-0217*2-1-0217 *2-1-0218*2-1-0218 *2-1-0219*2-1-0219



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 

ジャラビーヤ（夏仕様 2 枚組）、
インナー（白、割烹着風）、アウ
ター（ベージュ）、タルフィーハ
（白、茶色の刺繍入り） 
 
JELLABIYA for summer in 
pairs inner-clothing（white 
with cooking coat‐looking 
design）、outer-clothing
（beige）、TALFIHA（white 
with brown embroidery design 
headcloth） 

ジャラビーヤ（冬仕様 2 枚
組）、インナー（白）、アウター
（ベージュ）、タルフィーハ
（白、青の花柄模様） 
 
JELLABIYA for winter in pairs 
inner-clothing（white）、outer-
clothing（begie）、TALFIHA
（white with blue floral pattern 
headcloth） 

上着 
（白地、ストライプ柄） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（white with striped 
pattern） 

ガラビア（インナー、白） 
ビシュト（羽織物、紺） 
 
GALABIYA（white、
Inner‐clothing） 
BISHT（navy blue、
outer‐clothing） 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-222 

エジプト／EGYPT 

番号／NUMBER 2-1-223 

頭に巻く布もあります

WITH HEADCLOTH 

頭に巻く布もあります

WITH HEADCLOTH 

L 

 

L, XL 

 

L 

 

L 

 

スーダン／SUDAN 

番号／NUMBER 2-1-220 

スーダン／SUDAN 

番号／NUMBER 2-1-221 

スーダン／SUDAN 

番号／NUMBER 2-1-220 

スーダン／SUDAN 

番号／NUMBER 2-1-221 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-222 

エジプト／EGYPT 

番号／NUMBER 2-1-223 

*2-1-0220*2-1-0220 *2-1-0221*2-1-0221 *2-1-0222*2-1-0222 *2-1-0223*2-1-0223



    

    

    

    

上着 
（アンティークグリーン、  
ワックス素材、胸元に刺繍有
り） 
 
TOPS 
（antique green with 
wax print fabrics、
embroidery design on the 
front） 

ダシキ（上着：黄、赤、
青） 
※ダシキ (dashiki) は主に
西アフリカの男女の衣服   
T シャツ（黄色）                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                          
DASHIKI SHIRT（African 
traditional shirt, yellow, 
red, blue colored） 
T-SHIRT（yellow 
colored） 

上着 
（麻袋のような生地） 
 
TOPS 
（brown, stripe） 

上着 
（茶色、中央に白いストライ
プ） 
ズボン（白） 
 
COLLARLESS SHIRT 
（brown, with a white 
STRIPE in the front） 
PANTS（white） 

マダガスカル／
MADAGASCAR 
番号／NUMBER 2-1-226 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-227 

XXL 

 

M 

 

one size 
fits all 

M 

 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-225 

ナイジェリア／NIGERIA 

番号／NUMBER 2-1-224 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-225 

マダガスカル／
MADAGASCAR 
番号／NUMBER 2-1-226 

セネガル／SENEGAL 

番号／NUMBER 2-1-227 

ナイジェリア／NIGERIA 

番号／NUMBER 2-1-224 

*2-1-0224*2-1-0224 *2-1-0225*2-1-0225 *2-1-0227*2-1-0227*2-1-0226*2-1-0226



    

    

    

    

上着 
（黒地、白と青の刺し子模
様） 
 
TOPS 
（black, with white and 
blue needlework ） 

ダシキ（上着：黄、赤、青、
緑） 
※ダシキ (dashiki) は主に西
アフリカの男女の衣服                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                          
DASHIKI （African 
traditional shirt, yellow, 
red, blue, green colored） 

トーゴ／TOGO 

番号／NUMBER 2-1-230 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-229 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-229 

トーゴ／TOGO 

番号／NUMBER 2-1-230 

XL 

 

L 

 

*2-1-0229*2-1-0229 *2-1-0230*2-1-0230



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 
サイズ／SIZE L 

上着（織物、青地、白×黒の縞模
様、胸元と背中に白の飾り）、ズ
ボン（上着と同じデザイン）、帽
子（上着と同じデザイン） 
 
TOPS（Blue white and black 
stripe, white embroidery and 
the neck and 
pockets ）,PANTS（same 
design as TOPS ）,HAT（same 
design as TOPS） 
                                              

上着（青地、胸ポケット・胸か
ら裾・背中の襟元に白×黄色の
刺繍）、ズボン（青地、白×黒
の縞模様、裾に白×黄色の刺
繍）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
TOPS（Light blue,  yellow 
and white embroidery at the 
front and  back）                                                                                                        
PANTS（Light blue, yellow 
and white embroidery at 
bottom ）      

上着                                                                                                               
（紺地、緑の花模様、襟ま
わりとポケットに白の刺
繍、ポケット 2 つ付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（Dark blue with green 
flower pattern, white 
embroidery and the neck 
and pockets）      

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-234 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-234 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-233 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-235 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

XL 

 

XL 

 

XL 

 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-233 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-235 

*2-1-0233*2-1-0233 *2-1-0235*2-1-0235*2-1-0234*2-1-0234



    

    

    

    

上着                                                                                                               
（緑地、ピンクと白のまだら
模様、襟まわりとポケットに
白の刺繍、ポケット 2 つ付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（Green with pink and 
white patchy pattern, 
white embroidery and the 
neck and pockets）      

上着                                                                                                               
（茶色地、水色と白のまだ
ら模様、襟とポケットに白
の刺繍、ポケット 2 つ付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（Brown with light blue 
and white patchy pattern,  
white embroidery and the 
neck and pockets）      

上着                                                                                                               
（黒地、白のまだら模様、襟
まわりとポケットに黄色と白
の刺繍、ポケット 2 つ付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（Black with white patchy 
pattern、yellow and 
white embroidery and the 
neck and pockets）      

XL 

 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-237 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-238 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-238 

XL 

 

XL 

 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-236 

XL 

 

3L 

 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-239 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-239 

上着（白地、水色の刺繍） 
ズボン（上着と同じデザイン）                                                                                                               
帽子（ベビーブルー、グレーの
☓☓の刺繍入りのクリーム色リボ
ン付きデザイン） 
 
TOPS（white with light blue 
embroidery）、PANTS（Same 
design as TOPS）、HEADWEAR
（baby blue） 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-237 

ガーナ／GHANA 

番号／NUMBER 2-1-236 

*2-1-0237*2-1-0237*2-1-0236*2-1-0236 *2-1-0239*2-1-0239*2-1-0238*2-1-0238



     

     

     

     

L 

 

上着（貫頭衣）：白地、首・胸元回

り・背中中央に黒×白の刺繍入り 

シャツ：白地、首・胸元回りに黒×

白の刺繍入り、パンツ：白地 

帽子：白地、白×黒の刺繍で縁取り 
                                                                                                    
TOPS ＆ COLLARLESS SHIRT                                        

（White with black and white 

embroidery along the neck）、

PANTS(White) 

 
    

帽子と装飾品もあります 

WITH HEADWEAR & ORNAMENTS 

L 

 

  

番号／NUMBER 2-1-241 

上着                                                                                                           
（茶系地、黒のライン・お
面・鳥などのプリント入り）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（Brown with black line, 
masks and birds pattern 
print）      

L 

 

L 

 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-240 

ニジェール／NIGER 

番号／NUMBER 2-1-240 

  

番号／NUMBER 2-1-241 

L 

 

L 

 

上着 

（黒地、襟・袖・ボタン部分に

青地の縁取り） 

パンツ（黒） 

                                                                                                    

TOPS                                        

（black with blue line along 

the neck and sleeves）、

PANTS(black) 

 
    

上着                                                                                                               
（白、ロングシャツ） 
パンツ（白）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
TOPS                                        
（long white shirt） 
PANTS (White)      

マラウイ／MALAWI 

番号／NUMBER 2-1-242 

マラウイ／MALAWI 

番号／NUMBER 2-1-242 

エリトリア／ERITREA  

番号／NUMBER 2-1-243 

エリトリア／ERITREA  

番号／NUMBER 2-1-243 

*2-1-0243*2-1-0243*2-1-0240*2-1-0240 *2-1-0241*2-1-0241 *2-1-0242*2-1-0242



   

   

   

   

ベナン／ＢＥＮＩＮ  

番号／NUMBER 2-1-244 

M 

 

【ダシキ】 
上着                                                                                             
紫、ノースリーブ、ポケット
あり） 
パンツ（紫）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
【danchiki】                                       
（sleeveless purple top, 
purple pants)      

*2-1-0244*2-1-0244

ベナン／ＢＥＮＩＮ  

番号／NUMBER 2-1-244 

M 

 

*2-1-0245*2-1-0245

ナイジェリア／NIGERIA 

番号／NUMBER 2-1-245 

ナイジェリア／NIGERIA 

番号／NUMBER 2-1-245 

上着：青、半袖、黒の胸ポケッ
ト付、アフリカンプリント 
パンツ：青、アフリカンプリン
ト                                                                                                         
 
※西アフリカでは、アフリカンプリ
ントの布はパーニュ（pagne） と
呼ばれている。 
 
TOPS : Blue African print fabric 
with black pocket on the chest 
PANTS : Blue African print fabric                                        
     


