
NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 アジア 1-1-0001 インドネシア 男性用 上着（茶色） XL

2 アジア 1-1-0002 インドネシア 男性用 上着（茶色） L

3 アジア 1-1-0003 スリランカ 男性用 上着、腰巻（クリーム色） M,L

4 アジア 1-1-0004 タイ 男の子 上着（白）、ズボン（白）
約110㎝
対象年齢5-6歳

5 アジア 1-1-0005 タイ 男の子 上着（白）、ズボン（白）
約100㎝
対象年齢3-4歳

6 アジア 1-1-0006 タイ 男性用 上着（紺）、腰帯（ピンク） L

7 アジア 1-1-0007 タイ 男性用 上着（黒地・鈴ボタン） L

8 アジア 1-1-0008 タイ 男性用 上着（紺） L

9 アジア 1-1-0009 タイ 男性用 上着（グレー地にチェック柄） L

10 アジア 1-1-0010 大韓民国 男の子 ベスト（紺）
約100㎝
対象年齢3-4歳

11 アジア 1-1-0011 大韓民国 男性用
ベスト・ズボン（紺）
ジャケット（オレンジ色）

XL

12 アジア 1-1-0012 大韓民国 男性用 ジャケット・ズボン（紺） L

13 アジア 1-1-0013 中国 男性用
太極拳衣装・水色
（上着・ズボン）

XL

14 アジア 1-1-0014 中国 男性用 太極拳衣装・えんじ色（上着のみ） M

15 アジア 1-1-0015 ネパール 男性用 上着（カーキ） L

16 アジア 1-1-0016 ネパール 男性用 上着・ズボン（グレー） L

17 アジア 1-1-0017 バングラデシュ 男性用 上着（黄緑）
L
透け感有り

18 アジア 1-1-0018 バングラデシュ 男性用 上着（白、黄色花模様付き）
S,M
肩幅狭め
透け感有り

19 アジア 1-1-0019 フィリピン 男の子 ベスト（緑）
140㎝
対象年齢11歳前後

20 アジア 1-1-0020 フィリピン 男の子
ベスト（青）・ズボン（赤）
腰紐（緑）

140㎝
対象年齢11歳前後

民族衣装一覧表（アジア男性）

1



NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

21 アジア 1-1-0021 フィリピン 男性用
【バロンタガログ】
シャツ（白・刺繍入り）

L
透け感有り

22 アジア 1-1-0022 ベトナム 男の子 カラフルなチェック柄シャツ
150㎝
対象年齢13歳前後

23 アジア 1-1-0023 マレーシア 男性用
バジュマライユ
（上着・ズボン（水色））
帽子（黒）

XL

24 アジア 1-1-0024 モンゴル 男性用 上着（ワインレッド）、帯（黄緑） M

25 アジア 1-1-0025 モンゴル 男性用
ロング立ち襟コート(黒）
腰紐（オレンジ）
JICA山田暁職員から借用

L

26 アジア 1-1-0026 ラオス 男性用 上着（薄いクリーム色）
M
透け感有り

27 アジア 1-1-0027 ミャンマー 男性用
シャツ（白）
腰巻（青地にオレンジ、黒のストライプ）
腰巻（青地に花の刺繍入り）

L
透け感有り

28 アジア 1-1-0028 ウズベキスタン 男性用
ガウン（青むらさき）、
ベルト（青むらさき）
帽子（ガウンと同じデザイン）

L

29 アジア 1-1-0029 ウズベキスタン 男性用 ガウン（グレー） L

30 アジア 1-1-0030 ウズベキスタン 男性用

上着（白）
伝統模様腰巻
伝統模様肩掛け布
四角い帽子（カーキ）

M
透け感有り

31 アジア 1-1-0031 ウズベキスタン 男性用
ガウン（青むらさき）、
ベルト（青むらさき）
帽子（ガウンと同じデザイン）

L

32 アジア 1-1-0032 マレーシア 男性用
バジュマライユ
（上着・ズボン（水色））
腰巻（青地に金色の刺繍入り）

XL

33 アジア 1-1-0033 ウズベキスタン 男性用
上着、ズボン（茶色）
四角い帽子（銀色）

XL

34 アジア 1-1-0034 タイ 男性用 上着（黒地・鈴ボタン） L

35 アジア 1-1-0035 バングラデシュ 男性用
ルンギ（オレンジ×黒チェック）
腰巻

フリー

36 アジア 1-1-0037 ラオス 男性用
上着（黄色シルク）
腰巻（青シルク）
スカーフ（肩かけ、紺色）

L

37 アジア 1-1-0038 バングラデシュ 男性用
上着（青、柄あり）
ズボン（白）

L

38 アジア 1-1-0040 パキスタン 男性用 上着（シャツ　グレー、黒の刺繍入り）、ズボン（白） フリー

39 アジア 1-1-0041 ミャンマー 男性用 上着（シャツ　白、ベージュの刺繍入り） L

40 アジア 1-1-0042 インドネシア 男性用 上着（シャツ バティックプリント） L
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

41 アジア 1-1-0043 フィリピン 男性用
シャツ（白、刺繍入り）
※バロンタガログと呼ばれる正装用シャツ

L
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 アジア 1-2-0100 インドネシア 女性用 上着（緑、花柄）、スカート（黒） Ｌ

2 アジア 1-2-0101 インドネシア 女性用
上着（緑、花柄）、
スカート（上着と同デザイン）

L,XL

3 アジア 1-2-0102 モルディブ 女性用 ロングワンピース（水色）
Ｍ

4 アジア 1-2-0103 モルディブ 女性用 ロングワンピース（えんじ色）
Ｍ

5 アジア 1-2-0104 タイ 女性用
ゾウ絵柄入り上着（赤）
スカート（黒）
羽織り布（赤）

Ｍ
上着はフリーサイズ
スカート丈調整可

6 アジア 1-2-0105 タイ 女性用

上着（白）、スカート（ゴールド）
羽織り布（ゴールド）、
ベルト（ゴールド）
ネックレス（ゴールド、花柄）

M

7 アジア 1-2-0106 タイ 女性用
上着（白）
巻スカート（黒、孔雀の絵柄入り）

上着Ｓ
スカートＭ
巻スカート丈調節可

8 アジア 1-2-0107 タイ 女性用
上着（ピンク）
巻スカート（紺、ストライプ柄と金色の刺繍入り）

Ｌ

9 アジア 1-2-0109 中国 女性用 チャイナドレス（白地・ピンクの花模様） S

10 アジア 1-2-0110 中国 女性用 チャイナドレス（白地・緑の花模様）
Ｍ

11 アジア 1-2-0111 中国 女性用 チャイナドレス（白地・紫の花模様）
Ｓ

丈短め

12 アジア 1-2-0112 大韓民国 女性用
チョゴリ（インナー：白・花柄の刺繍）
チョゴリ（アウター：黄緑・袖ストライプ）
チマ（スカート：赤）、帽子

100㎝
対象年齢3-4歳

13 アジア 1-2-0113 中国 女性用 ワンピース（赤、黒、胸元に金色の装飾有り）、帽子（赤）
Ｍ
透け感有り

14 アジア 1-2-0114 中国 女性用
民族衣装（ドレス白、裾にレインボーストライプ）、腰巻（赤）、
髪飾り（赤のボンボン付）

Ｍ，Ｌ
全体的に透け感有り

15 アジア 1-2-0115 大韓民国 女性用
チョゴリ（インナー：白・花柄の刺繍・リボン留め）
チョゴリ（アウター：ピンク）
チマ（スカート：花柄ピンク）

100㎝
対象年齢1.2歳

16 アジア 1-2-0116 中国 女性用
ロングワンピース（白）
チャイナ服風上着（赤）

Ｍ．Ｌ

17 アジア 1-2-0117 バングラデシュ 女性用
【サリー】白・オレンジ系
ボレロ（黒）

サリー　フリーサイズ
ボレロ　Ｍ

18 アジア 1-2-0118 バングラデシュ 女性用
上着（クリーム色）
ズボン（ベージュ地にストライプ柄、足首シャーリング加工）

Ｌ

19 アジア 1-2-0119 フィリピン 女性用 ワンピース（白・オレンジ花柄）
Ｌ
透け感有り

20 アジア 1-2-0121 フィリピン 女性用
ノースリーブワンピース（白・赤チェック）
ストール（シースルー・黄色・ビーズ装飾有り）

ＸＬ

民族衣装一覧表（アジア女性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

21 アジア 1-2-0123 フィリピン 女性用
【カミサ】
半そでブラウス（アイボリー・刺繍入り）

Ｍ

22 アジア 1-2-0125 フィリピン 女性用
【バロッツァイヤ】
半袖ブラウス（白地にノースリーブ、シースルー、刺繍入り）
スカート（アイボリー）

上着Ｌ・ＸＬ
スカートＬ

23 アジア 1-2-0126 ベトナム 子ども
【アオザイ】
上着(赤）、ズボン(白）

約130㎝　対象年齢10歳
前後
ズボン透け感有り

24 アジア 1-2-0127 ベトナム 女性用
上着（青地にいろんな柄のデザイン入り）
スカート（上着と同じデザイン）

Ｍ

25 アジア 1-2-0128 ベトナム 子ども
【アオザイ】
上着（オレンジ）
ズボン（淡ピンク）

約130㎝　対象年齢10歳
前後
ズボン透け感有り

26 アジア 1-2-0129 ベトナム 女性用
【アオザイ】
(赤色・上着のみ）

Ｍ

27 アジア 1-2-0130 ベトナム 女性用
【アオザイ】
上着（白地、水玉柄）
ズボン（黄緑）

Ｍ

透け感有り

28 アジア 1-2-0131 ミャンマー 女性用
上着（紫・銀色花の刺繍入り）、
巻スカート（上着と同じデザイン）

Ｍ

29 アジア 1-2-0132 タイ 女性用
キャミソール（パッションピンク・金の刺繍入り）
巻スカート（キャミソールと同じデザイン）

キャミソールL
巻スカート フリーサイズ

30 アジア 1-2-0133 スリランカ 女性用
ヘッタヤ（ショートブラウス：赤）
サリー（オレンジ地に模様有り）

ヘッタヤ M
サリー フリーサイズ

31 アジア 1-2-0134 スリランカ 女性用
ヘッタヤ（ショートブラウス：青地に金色の模様）
サリー（青地に金色の花模様）

ヘッタヤ M
サリー フリーサイズ

32 アジア 1-2-0135 フィリピン 女性用
【カミサ】
半そでブラウス（アイボリー・袖部分シースルー、刺繍入り）

Ｌ

33 アジア 1-2-0136 インド 女性用
チョリ（黒のショートブラウス）
ガーグラ（緑のフレアスカート）
ショール（ピンク地にスパンコール入り）

Ｍ，Ｌ

34 アジア 1-2-0137 不明 女性用
上着・スカート
（黒、花柄のデザイン）

Ｍ，Ｌ

35 アジア 1-2-0138 ブータン 女性用
テュゴ（羽織、シルク地、エンジ色）
ケンジャ（ブラウス、シルク地、白）

Ｍ

36 アジア 1-2-0139 パキスタン 女性用

【シャルワール・カミーズ】
カミール（上着：黄色）
シャルワール（ズボン：紫）
ストール（紫）

Ｍ

37 アジア 1-2-0140 バングラデシュ 女性用

【サロワカミューズ】
カミーズ（上着ピンク刺繍あり）
サロワール（白）
ストール

Ｍ

38 アジア 1-2-0141 フィリピン 女性用
【カミサ】
（半袖ブラウス、アイボリー、袖部分シースルー、刺繍入り）
巻きスカート（オレンジ）

Ｍ

39 アジア 1-2-0142 日本 女性用 着物（紺色、花柄の紅型プリント）
Ｍ、L

40 アジア 1-2-0144 日本 女性用 浴衣（紺色、アサガオ柄） Ｍ、L
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

41 アジア 1-2-0146 インド 女性用

【パンジャビドレス】
上着（生成り地、胸元は緑地に小さな水模様のパッチ）
パンツ（緑地に小さな水模様）
ショール（緑地に小さな水模様）

Ｍ

42 アジア 1-2-0148 タイ 女性用
上着（赤地、金色のストライプ刺繍）
スカート（赤地、金色の花柄刺繍）

Ｓ

43 アジア 1-2-0149 日本 女性用 着物（黒地、ピンクの模様入り） Ｍ、L

44 アジア 1-2-0150 日本 女性用 浴衣（紺色、牡丹柄） Ｍ、L

45 アジア 1-2-0154 日本 女性用
【琉装】
紅型羽織り（赤色）、花笠

Ｌ

46 アジア 1-2-0155 日本 女性用
【琉装】
紅型羽織り（黄色）、花笠

Ｌ

47 アジア 1-2-0156 タイ 女性用

上着
（ピンク、七分袖）
巻きスカート
（紫地、金糸の刺繍入り）

Ｌ

48 アジア 1-2-0157 タイ 女性用
巻きスカート
（黒地、刺繍模様のプリント）

フリー

49 アジア 1-2-0158 日本 女性用 浴衣（紺色、百合柄） Ｍ、L

50 アジア 1-2-0159 日本 女性用 浴衣（黄色、紫・白の花柄） Ｍ、L
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 アフリカ 2-1-0201 ザンビア 男性用

上着（深緑色・金刺繍入り）、
ズボン（深緑色・金刺繍入り）、
マントコート（深緑色・金刺繍入り）
帽子（深緑色・金刺繍入り）

XL

2 アフリカ 2-1-0202 ケニア 男性用
ダシキ：上着（青地に刺繍）
※ダシキ (dashiki) は主に西アフリカにおいての男女の衣服

L

3 アフリカ 2-1-0203 ガンビア 男性用 上着（緑地、胸元に金色の刺繍）、ズボン（緑） L

4 アフリカ 2-1-0205 ガンビア 男性用
上着（白地、胸元に金色の刺繍）
ズボン（白）

L

5 アフリカ 2-1-0206 エチオピア 男性用
手つむぎの手織りポンチョ
（ベージュ、緑の刺繍）

フリーサイズ

6 アフリカ 2-1-0207 エチオピア 男性用 上着、ズボン、スカーフ（白） L

7 アフリカ 2-1-0208 ルワンダ 男性用 上着（シマウマ柄） L

8 アフリカ 2-1-0209 セネガル 男性用 上着、ズボン（ベージュ） L,XL

9 アフリカ 2-1-0210 タンザニア 男性用 ズボン（白、フサフサ付き） L

10 アフリカ 2-1-0211 ガーナ 男性用 シャツ（グレイ、葉のモチーフ風デザインあり） L

11 アフリカ 2-1-0212 ガーナ 男性用 上着（青と白のストライプ柄） L,XL

12 アフリカ 2-1-0213 ガーナ 男性用 シャツ（黄緑地、黒と茶色のまだら模様） L

13 アフリカ 2-1-0214 ザンビア 男性用
シャツ
（ナショナルカラーに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）

L,XL

14 アフリカ 2-1-0215 ザンビア 男性用
上着
（ナショナルカラーに国鳥のサンショクウミワシ、トロフィー、
2012の文字入り）

L,XL

15 アフリカ 2-1-0216 ザンビア 男性用
シャツ
（ナショナルカラーに国鳥のフィッシュイーグルのデザイン）

L,XL

16 アフリカ 2-1-0217 セネガル 男性用
上着（淡黄色、胸元に刺繍）
ズボン（淡黄色）

L

17 アフリカ 2-1-0218 ニジェール 男性用
上着（紺、胸元に刺繍）
ズボン（紺）

L

18 アフリカ 2-1-0219 ニジェール 男性用 シャツ（茶色系のアニマル柄） L,XL

19 アフリカ 2-1-0220 スーダン 男性用

【ジャラビーヤ（夏仕様）】
2枚組インナー（白、割烹着風）、 トップス（ベージュ）
【タルフィーハ（頭や首用のショール）】
（白、茶色の刺繍入り）
★夏は薄い木綿地の白がよく着られる

L

民族衣装一覧表（アフリカ男性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

20 アフリカ 2-1-0221 スーダン 男性用

【ジャラビーヤ（冬仕様）】
2枚組インナー（白）、トップス（ベージュ）
【タルフィーハ（頭や首用のショール）】
（白地に青の花柄模様）
★冬は厚手で濃い色が良く着られる

L

21 アフリカ 2-1-0222 ガーナ 男性用 上着（白地、ストライプ柄） L,XL

22 アフリカ 2-1-0223 エジプト 男性用
ガラビア（インナー、白）
ビシュト（羽織物、紺）

L

23 アフリカ 2-1-0224 ナイジェリア 男性用
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）

XXL

24 アフリカ 2-1-0225 セネガル 男性用
ダシキ：上着（赤　派手な柄）
Tシャツ（黄色）

M

25 アフリカ 2-1-0226 マダガスカル 男性用 上着（井草のような生地） S

26 アフリカ 2-1-0227 セネガル 男性用
上着（茶色、真ん中に白いストライプ）
ズボン（白）

M

27 アフリカ 2-1-0229 ガーナ 男性用
上着
（黒地、白と青の刺し子模様）

L

28 アフリカ 2-1-0230 トーゴ 男性用
ダシキ（黄、赤、青、緑）
※ダシキ (dashiki) は主に西アフリカにおいての男女の衣服

XL

29 アフリカ 2-1-0233 ガーナ 男性用
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）

XL

30 アフリカ 2-1-0234 ガーナ 男性用
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）

XL

31 アフリカ 2-1-0235 ガーナ 男性用
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）

XL

32 アフリカ 2-1-0236 ガーナ 男性用
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）

XL

33 アフリカ 2-1-0237 ガーナ 男性用
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）

XL

34 アフリカ 2-1-0238 ガーナ 男性用
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）

XL

35 アフリカ 2-1-0239 ニジェール 男性用

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）

XL

36 アフリカ 2-1-0240 ニジェール 男性用

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、装飾品： 革（濃い
赤）、モスグリーンのペイント、ビーズ装飾付き

L

37 アフリカ 2-1-0241 モザンビーク 男性用
上着
（茶系地、黒のライン・お面・鳥などのプリント入り）

L

38 アフリカ 2-1-0242 マラウイ 男性用
上着
（黒地、襟・袖・ボタン部分に青地の縁取り）
パンツ（黒）

L

39 アフリカ 2-1-0243 エリトリア 男性用
上着
（白、ロングシャツ）
パンツ（白）

L

8



NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

40 アフリカ 2-1-0244 ベナン 男性用
ダシキ
上着（紫、ノースリーブ、ポケットあり）、パンツ（紫）

M

41 アフリカ 2-1-0245 ナイジェリア 男性用

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）

M
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 アフリカ 2-2-0300 ジンバブエ 女性用
上着、スカート
（ベージュ地に紫、緑の絞り染め）

Ｌ

2 アフリカ 2-2-0301 ナイジェリア 女性用
上着・ズボン
（ワックス素材、ピンク地にろうけつ染め、
胸元にスパンコール装飾有り）

Ｌ，ＸＬ

3 アフリカ 2-2-0302 ザンビア 女性用
キャミソール・スカート
（ベージュ・壺がモチーフのデザイン）

Ｌ

4 アフリカ 2-2-0303 コートジボワール 女性用
上着・スカート
（青地、葉のモチーフ風デザインあり）

Ｌ、ＸＬ

5 アフリカ 2-2-0304 ケニア 女の子用
ダシキ：上着（ピンク、刺繍デザイン）
※ダシキ (dashiki) は主に西アフリカにおいての男女の衣服

約130-140㎝
対象年齢10歳前後

6 アフリカ 2-2-0305 ケニア 女性用
上着（白地、ビーズ刺繍）
巻スカート（青地、ビーズ刺繍）

上着Ｌ
巻スカート フリーサイズ

7 アフリカ 2-2-0306 マダガスカル 女性用
ワンピース（ピンク、サテン生地）
麦わら帽子

約130-140㎝

8 アフリカ 2-2-0307 トーゴ 女性用
ワンピース
（パープル、黄色の花柄）

XL

9 アフリカ 2-2-0308 トーゴ 女性用
トップス
（黄色、刺繍入り）

XL

10 アフリカ 2-2-0309 エスワティニ 女性用
布
（赤、国旗柄・ESWATINI文字プリント）

フリーサイズ

民族衣装一覧表（アフリカ女性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 大洋州 3-1-0400 ツバル 男性用
腰みの
葉っぱの素材でできた赤染料がメインに黒と白の模様が入っ
た柄

フリーサイズ

2 大洋州 3-1-0401 バヌアツ 男性用
腰みの
赤・茶・紫・緑のワラを編んでできたような素材のカラフルな腰
みの

フリーサイズ

3 大洋州 3-1-0402 パプアニューギニア 男性用
腰みの
ピンク・茶・紫・水色のワラと葉っぱでできたようなカラフルな
素材の腰みの

フリーサイズ

4 大洋州 3-1-0403 ミクロネシア 男性用
腰みの
バナナの皮で作られた茶色の長い腰みの

フリーサイズ

5 大洋州 3-1-0404 不明 男性用 腰みの フリーサイズ

6 大洋州 3-1-0405 トンガ 男性用 腰みの、ひも フリーサイズ

7 大洋州 3-1-0406 サモア 男性用
シャツ（青）
★トライバル柄：
部族や種族ごとに独自のデザインを持つ民族的文様

XL

8 大洋州 3-1-0407 サモア 男性用
シャツ（黄色地に緑、青のボーダー柄）
首飾り（赤、黄、緑色）

S

9 大洋州 3-1-0408 パプアニューギニア 男性用
上着（赤、黒、黄）
帽子（赤、黒、黄）

XXL

10 大洋州 3-1-0409 トンガ 男性用
シャツ（緑に白の花柄）
トゥペヌ：巻きスカート（黒）

2XL

11 大洋州 3-1-0411 ミクロネシア 男性用 腰みの フリーサイズ

民族衣装一覧表（大洋州男性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 大洋州 3-2-0500 サモア 女性用

【プレタシ】
ノースリーブ（黄緑、トライバル柄）、巻スカート（ノースリーブと
同じデザイン）
PULETASI：Sleeveless★トライバル柄：部族や種族ごとに
異なる、固有の民族的文様

XL
スカート丈調整可

2 大洋州 3-2-0501 サモア 女性用

【プレタシ】
上着（緑、トライバル柄）、スカート（上着と同じデザン、スリット
入り）
★トライバル柄：部族や種族ごとに異なる、固有の民族的文様

L

3 大洋州 3-2-0502 サモア 女性用
【プレタシ】
上着（緑、トライバル柄）、スカート（上着と同じデザイン）
★トライバル柄：部族や種族ごとに異なる、固有の民族的文様

上着　XL（肩幅広め）
スカート　XXL

4 大洋州 3-2-0503 サモア 女性用
【プレタシ】
上着（青、黒の模様入り）,スカート（上着と同じデザイン）
★トライバル柄：部族や種族ごとに固有の民族的文様

上着　XL
スカート　XXL

5 大洋州 3-2-0504 トンガ 女性用
【プレタハ】
上着（黒、胸元に茶色の花模様）
巻スカート（黒、裾に茶色の模様）

XL
スカート丈調整可

6 大洋州 3-2-0505 ニューカレドニア 女性用
【ミッションローブ】
ワンピース（ベージュ地に赤のハイビスカス柄、レース装飾付
き）

XL

7 大洋州 3-2-0506 バヌアツ 女性用
【アイランドドレス】
ワンピース（赤地に白のハイビスカス柄、レース装飾付き）

XL

8 大洋州 3-2-0507 バヌアツ 女性用
【アイランドドレス】
ワンピース（茶色地、青の貝殻柄）

XL

9 大洋州 3-2-0508 バヌアツ 女性用
【アイランドドレス】
ワンピース（緑地に白のハイビスカス柄）

XL

10 大洋州 3-2-0509 バヌアツ 女性用

【アイランドドレス】
ワンピース（赤地に白のハイビス
カス柄、レース装飾付き）
貝殻ネックレス（クリーム色、2点）

XL

11 大洋州 3-2-0510 パプアニューギニア 女性用
ワンピース（青地に白とピンクのハイビスカス柄）
貝殻ネックレス（白1 点、茶2 点）

L,XL

12 大洋州 3-2-0511 サモア 女性用
シャツ（赤、花柄）
スカート（黒）

L

13 大洋州 3-2-0512 サモア 女性用
シャツ（緑、トライバル柄）
★トライバル柄：部族や種族ごとに異なる、固有の民族的文様

L

14 大洋州 3-2-0513 パプアニューギニア 女性用 トップス（茶色地、ハイビスカス柄） M

15 大洋州 3-2-0514 ミクロネシア 女性用
ポンペイスカート
（グレー、紫の花柄）

150㎝

16 大洋州 3-2-0515 ミクロネシア 女性用

ラバラバ：腰布、手織り、紺×白のストライプ
※ラバラバ：ヤップ州の離島の民族衣装で、色鮮やかなストラ
イプで手織りの腰布。島によって巻き方が違う。ハイビスカスの
繊維やヤシの葉などで編んだもの、バナナの繊維や木綿糸で
手織りのものなどがあります。

フリーサイズ

17 大洋州 3-2-0516 ミクロネシア 女性用

ラバラバ：腰布、手織り、水色×薄橙のストライプ
※ラバラバ：ヤップ州の離島の民族衣装で、色鮮やかなストラ
イプで手織りの腰布。島によって巻き方が違う。ハイビスカスの
繊維やヤシの葉などで編んだもの、バナナの繊維や木綿糸で
手織りのものなどがあります。

フリーサイズ

18 大洋州 3-2-0517 ミクロネシア 女性用

ラバラバ：手織りの腰布、紫・水色・濃いピンク・緑・オレンジの
ストライプ
※ラバラバ：ヤップ州の離島の民族衣装で、色鮮やかなストラ
イプで手織りの腰布。島によって巻き方が違う。ハイビスカスの
繊維やヤシの葉などで編んだもの、バナナの繊維や木綿糸で

フリーサイズ

19 大洋州 3-2-0518 フィジー 女性用

【スルチャンバ】
チャンバ：トップス、紫、花柄プリント
スル：スカート、チャンバと同じデザイン
※スルは本来巻きスカート

XL

20 大洋州 3-2-0519 トンガ 女性用

【プレタハ】
トップス、巻きスカートのツーピース（赤地、ハイビスカスやカメ
などのプリント）
キエキエ：ヤシやタコノキなどの繊維を編んだすだれのような
腰に巻く飾り（花の模様）

L

民族衣装一覧表（大洋州女性）
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民族衣装一覧表（大洋州女性）

21 大洋州 3-2-0520 ソロモン諸島 女性用 ココナツのブラジャー フリーサイズ

22 大洋州 3-2-0521 パラオ 女性用 腰みの（子ども用） 90-100cm

23 大洋州 3-2-0522 ミクロネシア 女性用

【ラバラバ】腰みの（レインボー）
※ヤップ州の衣装で、伝統行事
や踊りの時に着用される。ハイビスカスやバナナの繊維、ヤシ
の葉で織った色鮮やかな腰みの。

フリーサイズ
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 中近東 4-1-0600 イラク 男性用

【ディスダーシャ（白のロングシャツ）】
ズボン（白）、【ガフィア（レース帽子）】
【ガトラ（フリンジ付きショール）】
【イガール（黒の留め輪）】

L

2 中近東 4-1-0601 サウジアラビア 男性用
【トーブ（白のロングシャツ）】
【シェマガ（赤と白の千鳥格子柄のショール）】
【イガール（黒の留め輪）】

L

3 中近東 4-1-0602
クルド
（クルド人民族衣装）

男の子
ジャケット（茶色）、シャツ（黄色）
ズボン（茶色）、腰巻（茶色）

約110-120㎝
対象年齢6-7歳前後

4 中近東 4-1-0603 イエメン 男性用
【ディスダーシャ（白のロングシャツ）】
【クーフィーヤ（白・緑の千鳥格子柄のショール）】 L

5 中近東 4-1-0604 イエメン 男性用
【ディスダーシャ（白のロングシャツ）】
【クーフィーヤ（白・赤の千鳥格子柄のショール）】

L

6 中近東 4-1-0605 イラン 男性用 ズボン（黄色）
子ども用130-140ｃｍ
対象年齢10歳前後

7 中近東 4-1-0606 アフガニスタン 男性用 【ペラーン・トンボン(シャルワーズ・カミューズ)】黒 M

8 中近東 4-1-0607 アフガニスタン 男性用 【パトゥ（マント）】茶、濃い緑ストライプ柄 L

9 中近東 4-1-0608 アフガニスタン 男性用 【パトゥ（マント）】緑、青ストライプ柄 L

民族衣装一覧表（中近東男性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 中近東 4-2-0700 アフガニスタン 女性用

【ケミス】
ゼロペロン（上着、黒地に花の刺繍）
トンボン（ズボン、ピンク、裾部分に刺繍有り）
ヒジャブ（髪や肌を覆うベール、ピンク、花の刺繍入り）

L,XL

2 中近東 4-2-0701 アフガニスタン 女性用

ゼロペロン
（上着、緑に金の刺繍入り）
トンボン（ズボン）、ベルト、ヒジャブ（ベール）
（上着と同じデザイン）

L,XL

3 中近東 4-2-0702 サウジアラビア 女性用
アバヤ（マントコート、黒）
ヒジャブ（髪や肌を覆うベール、黒）

フリーサイズ

4 中近東 4-2-0703 チュニジア 女性用 マントコート（黒、フード付き） フリーサイズ

5 中近東 4-2-0704 ヨルダン 女性用 ワンピース（青、スパンコール刺繍） L,XL

6 中近東 4-2-0705 オマーン 女性用 ワンピース（グレイ、横縞模様に花の刺繍入り） L,XL

7 中近東 4-2-0706 アフガニスタン 女性用
ケミス（ワンピース、黒、スパンコール）
ドレープ（黒）

M

8 中近東 4-2-0707 イラン 女性用
アバヤ（黒、袖口・裾にピンクの花と水色の葉柄の刺繍）
ヒジャブ（ベール、黒、一部ピンクの刺繍）

フリーサイズ

9 中近東 4-2-0708 イラン 女性用
【ベリーダンス衣装】
ヒップスカーフ（青、ゴールドの飾り付き）
※貸出禁止

フリーサイズ

民族衣装一覧表（中近東女性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 中南米 5-1-0800
アンティグア・
バーブーダ

男の子
ベストとネクタイ
（オレンジ系と緑のチェック柄）

約150-160㎝
対象年齢13歳前後

2 中南米 5-1-0801 エクアドル 男性用
ベスト
（黒地、インカモチーフのデザイン）

M,L

3 中南米 5-1-0802 エクアドル 男性用 上着（白・襟と袖に刺繍） M

4 中南米 5-1-0803 グアテマラ 男性用
マム族、トドス･サントス・クチュマタン村の民族衣装
上着（赤、ストライプ柄）
ズボン（白、ストライプ柄）

上：M,L
下：S,M
※ズボン7分丈

5 中南米 5-1-0804 グアテマラ 男性用
マム族、サンファン・アティタン村の民族衣装
ジャケット（赤、ストライプ柄）

S,M

6 中南米 5-1-0805 グアテマラ 男の子
上着（緑・黄色のストライプ柄）
ズボン（赤・白のストライプ柄）

約80-90㎝
対象年齢1-2歳前後

7 中南米 5-1-0806 ニカラグア 男性用 上着（オレンジ・襟元黒地に刺繍入り） L,XL

8 中南米 5-1-0807 パラグアイ 男性用

上着
（白地の綿生地、アオポイ刺繍入り）
麦わら帽子
※ アオポイ刺繍・・・伝統的な綿織物

L

9 中南米 5-1-0808 グレナダ 男性用

上着
（赤、黄、オレンジチェックシャツ）
スカート風（同じ柄）
紙の帽子（同じ柄）

S

10 中南米 5-1-0810 ペルー 男性用
ポンチョ（エンジ色）
白シャツ
黒パンツ

M

11 中南米 5-1-0811 メキシコ 男性用
チャロ：マリアッチやカウボーイの衣装
※マリアッチとは、メキシコの民芸楽団
ジャケット、ベスト、パンツ（黒、白の装飾）

M

12 中南米 5-1-0812 エクアドル 男性用
ポンチョ
（茶系のストライプ、アルパカウール）

フリーサイズ

民族衣装一覧表（中南米男性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 中南米 5-2-0900 エクアドル 女性用

【ケチュア族の衣装】
ジャケット（赤・襟と袖に刺繍）
スカート（黒・裾に刺繍）
帽子（赤）

上：M
下：L

2 中南米 5-2-0901 エクアドル 女性用 スカート（ピンク、刺繍入り） L、XL

3 中南米 5-2-0902 エルサルバドル 女性用
上着（緑、襟元赤）
フレアスカート（黄・赤・緑）

上：L
下：XL

4 中南米 5-2-0903 グアテマラ 女性用
上着・フレアスカート
（赤・黄・青・緑ライン、裾にレース）
※　シンカ族の民族衣装

上：L
下：XL

5 中南米 5-2-0904 グアテマラ 女性用
巻きスカート（ネイビー）
※　トドス･サントス・クチュマタン村の民族衣装

フリーサイズ

6 中南米 5-2-0905 グアテマラ 女の子
※ウィピル＝グアテマラの伝統ぬいとり織で作られた上衣
（青ベスト、カラフルな刺繍入り）

約110-130㎝
対象年齢10歳前後

7 中南米 5-2-0906 コスタリカ 女性用 上着（白、青刺繍）
L
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

8 中南米 5-2-0907 コロンビア 女性用
上着＆フレアスカート
(赤・白ギンガムチェック)
サルサダンスの一つでクンビアを踊る時の衣装

L、XL
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

9 中南米 5-2-0908 ジャマイカ 女性用

上着（白）
フレアスカート
（赤と白のジャマイカンチェック柄）
バンダナ（ジャマイカンチェック柄）

L
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

10 中南米 5-2-0909 ドミニカ共和国 女性用
スカート(赤と緑のチェック)、
ペチコート(白)
麦わら帽子

L、XL

11 中南米 5-2-0910 ニカラグア 女性用 上着（白地・胸に花刺繍） L、XL

12 中南米 5-2-0911 ニカラグア 女性用
レースの上着（白）
プリーツスカート（赤）

上：L
下：L、XL
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

13 中南米 5-2-0912 ニカラグア 女性用

上着（黒・水色レース）
フレアスカート（ピンク・水色レース）
バンダナ（ピンク・水色レース）

L、XL

14 中南米 5-2-0913 ニカラグア 女性用
上着（白・青のライン）
フレアスカート（白・青のライン）、毛糸の髪飾り
腰紐（白・青のラインに金の飾り付き）

L、XL

15 中南米 5-2-0914 ニカラグア 女性用
上着・フレアスカート
（白地・赤・青・黄のライン・中央に刺繍）

L、XL
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

16 中南米 5-2-0915 ニカラグア 女性用
上着（白地、襟元水色）
フレアスカート（白と水色のボーダー）

上：M
下：L

17 中南米 5-2-0916 ニカラグア 女性用
上着（白地、袖に赤の飾りひも）
フレアスカート（白）

L、XL

18 中南米 5-2-0917 パラグアイ 女性用
上着（黒レース）
フレアスカート（白）

L、XL

19 中南米 5-2-0918 パラグアイ 女性用 上着（白） M、L

20 中南米 5-2-0919 パラグアイ 女性用
上着、フレアスカート
（ニャンドゥティ刺繍入り）

L、XL

民族衣装一覧表（中南米女性）
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

21 中南米 5-2-0920 パラグアイ 女の子 ワンピース（赤・アオポイ刺繍入り）
約110-120㎝
対象年齢10歳前後

22 中南米 5-2-0922 ベリーズ 女性用 ワンピース（白地にカラフルな花柄） L

23 中南米 5-2-0923 ペルー 女性用
スカート(青・赤のボーダー柄、花の刺繍入り)
ペチコート(黄)､
帽子(黒)

Ｌ、ＸＬ

24 中南米 5-2-0924 ペルー 女性用 ポンチョ（茶系・ラマ柄入り） フリーサイズ

25 中南米 5-2-0925 ペルー 女性用
ポンチョ（赤地・襟と裾にレインボー柄）、スカート（ポンチョと
同じデザイン）、腰紐（レインボー柄）

上：フリーサイズ
下：L、XL

26 中南米 5-2-0926 メキシコ 女性用
メキシカンチュニック
（白、花柄の刺繍入り）

L、XL
※ 透け感有りインナー着
用おすすめ

27 中南米 5-2-0927 メキシコ 女性用
スカート
（緑・朱色、蝶々のスパンコールワッペン、国名入り）

XL

28 中南米 5-2-0928 ベネズエラ 女性用
上着（白、襟元に赤・青・黄のボーダー）
フレアスカート（赤・青・黄のボーダー柄）

XL

29 中南米 5-2-0929 ベネズエラ 女性用
上着(赤、青の襟）
フレアスカート（黄色に青のボーダー柄）

XL

30 中南米 5-2-0930 ホンジュラス 女性用
上着・フレアスカート
（白、青・黄・オレンジの3色ボーダー柄）

L、XL

31 中南米 5-2-0931 トリニダード・トバゴ 女性用
スワン、ワイヤー羽、ベルト、キャミソール、レーススカート
※貸出禁止

M

32 中南米 5-2-0932 ニカラグア 女性用
上着（黄色、緑・白・赤・青のライン入り）、フレアスカート（黄
色、緑・白・赤・青のライン、国名刺繍入り）

L、XL

33 中南米 5-2-0933 ニカラグア 女性用
上着（白、襟元に青・黄・赤のボーダー、花柄）、フレアスカート
（白、国名刺繍有り）、布（青）三つ編みウィッグプルメリアの花
飾り

XL

34 中南米 5-2-0936 ホンジュラス 女性用
上着（青、黄・赤・緑のライン入り）
スカート（上着と同じデザイン）

XXL

35 中南米 5-2-0937 ハイチ 女性用
ワンピース
（青、赤・青のライン入り、馬・ヤシの木の刺繍入り）

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

36 中南米 5-2-0938 ベネズエラ 女性用
トップス（白地、虹色ライン）
スカート（白地、虹色ライン）

L

37 中南米 5-2-0939 エルサルバドル 女性用
トップス（白地、青ライン）
スカート（白地、青ライン、刺繍）

S

38 中南米 5-2-0940 ニカラグア 女性用 ワンピース（紫地×ピンクレース、ピンク花柄） L

39 中南米 5-2-0941 ドミニカ共和国 女性用
トップス（国旗柄）
スカート（国旗柄）

L

40 中南米 5-2-0942 アルゼンチン 女性用
ポンチョ（ボルドー地、
黒ライン）

フリーサイズ
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NO. 地域 ハンガーNO. 国 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

41 中南米 5-2-0943 アルゼンチン 女性用
ポンチョ（赤・黒のストライ
プ）

フリーサイズ

42 中南米 5-2-0944 ペルー 女性用

ペルー舞踊（Marinera Norteña）の衣装：ブラウス（白のサ
テン地、花柄プリント、レース付）、スカート（黒のサテン地、白
レースのライン入り）、ショール（黒のサテン地、花の刺繍、フリ
ンジ付き）、髪飾り（青い花・羽付）

フリーサイズ

43 中南米 5-2-0945 ホンジュラス 女性用
トップス（白地、刺繍）
スカート（白地、刺繍、Hondurasの刺繍入り） 140㎝

44 中南米 5-2-0946 メキシコ 女性用

スカート
（緑・白・赤のストライプ）
ショール（緑）

フリーサイズ

45 中南米 5-2-0947 ペルー 女性用
【ケチュア族の衣装】
ジャケット（赤・襟と袖に刺繍）、スカート（黒・裾に刺繍）
帽子（赤）、スカーフ（緑・刺繍の縁取り）、ぼんぼり飾り

M

46 中南米 5-2-0948 キューバ 女性用
トップス（茶色、七分袖）
パンツ（茶色）

M
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NO. 国 ハンガーNO. 地域 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 ボリビア 6-1-1000 中南米 男性用
上着(青地にカラフルな刺繍入り）
ズボン（黒地にカラフルストライプ）

M

2 ボリビア 6-1-1001 中南米 男性用 上着（紺・胸に刺繍） L

3 ボリビア 6-1-1002 中南米 男性用
ベスト(黒地に刺繍)、シャツ（白）、ズボン（黒）
腰紐（レインボーチェック柄のボンボン付き）

M

4 ボリビア 6-1-1003 中南米 男性用 上着（緑、胸元が刺繍デザイン、ヒモタイプ） L

5 ボリビア 6-1-1004 中南米 男性用
ジャケット（青）
ズボン（青系・ストライプ柄、ウエストゴムひも）

M,L

6 ボリビア 6-1-1005 中南米 男性用
ポンチョ（茶・横線）
※ 多少重量あり

L、XL

7 ボリビア 6-1-1006 中南米 男性用

上着、ズボン
（白地にアンヘリートちゃん（通称：天使ちゃん）をモチーフにし
たデザイン）
※ 同じものが2着あり

L

8 ボリビア 6-1-1007 中南米 男性用

上着、ズボン
（白地にアンヘリートちゃん（通称：天使ちゃん）をモチーフにし
たデザイン）
※ 同じものが2着あり

L

9 ボリビア 6-1-1008 中南米 男性用 上着（青地に刺繍入り、Vネック） L、XL

10 ボリビア 6-1-1009 中南米 男性用

シャツ（赤、襟元黄色）
スラックス（白）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
※カーニバル衣装：同衣装 5着あり

160㎝-170㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生
頃）

11 ボリビア 6-1-1010 中南米 男性用

シャツ（赤、襟元黄色、ピン付き）
スラックス（白）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
※カーニバル衣装：同衣装 5着あり

160㎝-170㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生
頃）

12 ボリビア 6-1-1011 中南米 男性用

シャツ（赤、襟元黄色）
スラックス（白）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
※カーニバル衣装：同衣装 5着あり

160㎝-170㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生
頃）

13 ボリビア 6-1-1012 中南米 男性用

シャツ（赤、襟元黄色）
スラックス（白）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
※カーニバル衣装：同衣装 5着あり

160㎝-170㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生
頃）

14 ボリビア 6-1-1013 中南米 男性用

シャツ（赤、襟元黄色）
スラックス（白）
麦わら帽子（リボンなし）
※カーニバル衣装：同衣装 5着あり

160㎝-170㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生
頃）

15 ボリビア 6-1-1014 中南米 男性用
ベスト
（前面：白地×赤、国旗のワッペン・水色の襟、背面：黒地、刺
繍入り）

140㎝
対象年齢11歳前後

16 ボリビア 6-1-1015 中南米 男性用 シャツ（白、襟・ボタン部分・ポケットに緑の刺繍入り） L,XL

民族衣装一覧表（ボリビア男性）
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NO. 国 ハンガーNO. 地域 種類 衣装の説明 サイズ 画像 借用欄

1 ボリビア 6-2-1100 中南米 女性用

ポリェラ（ワンピース、黄色、レース装飾付き、襟元ドレープ仕
様）、布（正方形にレース装飾1点（黄色）、三角布1点、（黄
色））
※ポリェラ・・・中南米で着ている民族衣装

L

2 ボリビア 6-2-1101 中南米 女の子
《学生の制服》
ワンピース（白）、ネクタイ（紺）
透け感有りインナー着用おすすめ

130㎝-140㎝
対象年齢10歳前後

3 ボリビア 6-2-1103 中南米 女性用
ジャケット（赤）、ズボン（黒）
腰紐（チェック柄）

M、L

4 ボリビア 6-2-1104 中南米 女性用

《カーニバル衣装》
上下セット（黒地にビーズ装飾のホルターネックとミニスカー
ト）ロングブーツ有り、スカート横切れているので要仮止め
　※上原志乃ボリビアOGから寄贈

S,M
カーニバルで披露される踊りの1つで

カポラレス踊りの衣装

5 ボリビア 6-2-1105 中南米 女性用
ワンピース（クリーム色・刺繍あり）
麦わら帽子（黄色のリボン付き）
腰紐2枚（黒地チェック柄にボンボン付き）

L、XL

6 ボリビア 6-2-1106 中南米 女性用
ポリェラ（ワンピース、ビビッドオレンジ、襟元ドレープ仕様）
※ポリェラ・・・中南米で着ている民族衣装

L

7 ボリビア 6-2-1108 中南米 女性用
ワンピース：ビビッドオレンジ・刺繍入り、ストライプ柄
ジャケット：ビビッドオレンジ・花の刺繍入り、ストライプ柄
前布（黄色、チェック柄）、腰巻（カラフルチェック）

L,XL
カーニバルで披露される踊りの1つで

ティンク踊りの衣装、通称ケンカ踊り。

8 ボリビア 6-2-1109 中南米 女性用

羽織布（緑地に黄色の花柄模様）、三つ編み風髪飾り
※チョリータさんが身に着ける羽織りもの、ブローチ等で留め
る。三つ編みは帽子の中に入れたり、髪の毛と編みこんだりし
ている。（チョリータさん：先住民の血を引く女性のこと、敬意を
込めて”さん”付けで呼ぶことが多い。）

フリーサイズ

9 ボリビア 6-2-1110 中南米 女性用
ワンピース（赤地に刺繍）
腰紐（暖色系のチェック柄）２本

M、L

10 ボリビア 6-2-1111 中南米 女性用
上着（赤、襟元ボーダー柄）
フレアスカート（黄色に裾元が緑）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

11 ボリビア 6-2-1112 中南米 女性用

上着（赤、襟元ボーダー柄）
フレアスカート（黄色に裾元が緑）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
カーニバル衣装：同衣装 5着あり

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

12 ボリビア 6-2-1113 中南米 女性用

上着（赤、襟元ボーダー柄）
フレアスカート（黄色に裾元が緑）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
カーニバル衣装：同衣装 5着あり

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

13 ボリビア 6-2-1114 中南米 女性用

上着（赤、襟元ボーダー柄）
フレアスカート（黄色に裾元が緑）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
カーニバル衣装：同衣装 5着あり

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

14 ボリビア 6-2-1115 中南米 女性用

上着（赤、襟元ボーダー柄）
フレアスカート（黄色に裾元が緑）
麦わら帽子（赤・黄・緑ラインのリボン付き）
カーニバル衣装：同衣装 5着あり

150㎝-160㎝
対象年齢13歳前後
（小学校高学年～中学生頃）

民族衣装一覧表（ボリビア女性）
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