
    

    

    

    

エクアドル／IECUADOR 

番号／NUMBER 5-2-900 

エクアドル／IECUADOR 

番号／NUMBER 5-2-900 

エクアドル／IECUADOR 

番号／NUMBER 5-2-901 

エクアドル／IECUADOR 

番号／NUMBER 5-2-901 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-903 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-903 

 

番号／NUMBER 5-2-902 

 

番号／NUMBER 5-2-902 

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） 
 
Quechua tribe：JACKET (red 
with embroidery design at 
collar／cuff）、SKIRT (black 
with embroidery design 
hemline）、HEADWEAR 
(red） 

スカート 
（ピンク、刺繍入り） 
 
SKIRT 
（pink with embroidery 
design） 

上着（緑、襟元赤） 
フレアスカート 
（黄・赤・緑） 
 
TOPS 
(green with red collar) 
FLARED SKIRT 
(yellow／red／green) 

上着・フレアスカート 
（白地、赤・黄・青・緑ライ
ン、裾にレース） 
       
TOPS・FLARED SKIRT 
(white with red／yellow／
blue／green stripes, lace 
embroidery） 
 
※シンカ族の民族衣装 
National costume for XINCA 
people 

 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

L, XL 

 

L, XL 

 

M 

 

L, XL 

*5-2-0900*5-2-0900 *5-2-0903*5-2-0903*5-2-0902*5-2-0902*5-2-0901*5-2-0901



    

    

    

    

サイズ／SIZE XL 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-904 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-904 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-905 

グアテマラ／GUATEMALA

番号／NUMBER 5-2-905 

コロンビア／COLOMBIA 

番号／NUMBER 5-2-907 

コロンビア／COLOMBIA 

番号／NUMBER 5-2-907 

コスタリカ／COSTA RICA

番号／NUMBER 5-2-906 

コスタリカ／COSTA RICA

番号／NUMBER 5-2-906 

巻スカート（ネイビー） 
 
WRAP SKIRT（navy blue) 
 
※トドス･サントス・クチュ
マタン村の民族衣装 
National costume to wear 
in TODOS SANTOS 
CUCHUMATAN 

ウィピル（青ベスト・カラフル
な刺繍入り） 
 
HUIPIL（blue vest with a 
colorful embroidery design) 
 
※約 110-130 ㎝ 
対象年齢 10 歳前後 
AGED AROUND 10 YRS. 
※ウィピル･･･グアテマラの伝統
ぬいとり織りで作られた上衣 
HUIPIL is Guatemala’s 
traditional textile with 
embroidery design 
 

上着（白、青刺繍） 
 
SHELL TOP（white with 
blue embroidery design) 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear. 

上着・フレアスカート 
（赤・白ギンガムチェック） 
 
TOPS・FLARED SKIRT 
（red／white gingham 
checked pattern） 
 
※サルサダンスの 1 つでクンビア
を踊る時の衣装 
The costume for CUMBIA which 
is one of the SALSA DANCE 
※透け感有り、インナー着用おす
すめ Translucent fabric. 
Recommend wearing an inner 
wear.        

L 

 

L, XL 

 

one size 
fits all 

110-130
㎝ 

*5-2-0904*5-2-0904 *5-2-0907*5-2-0907*5-2-0906*5-2-0906*5-2-0905*5-2-0905



    

    

    

    
 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） 
 
TOPS（white)、FLARED 
SKIRT(red／white JAMAICAN 
plaid）、BANDANA(red／white  
JAMAICAN plaid） 
※透け感有り、インナー着用おすすめ
Translucent fabric. Recommend 
wearing an inner wear.    

上着 
（白地・胸に花刺繍） 
 
TOPS 
(white with flower 
embroidery design) 

レースの上着（白） 
プリーツスカート（赤） 
 
LACE TOP(WHITE） 
PLEATED SKIRT(RED） 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear.   

スカート(黄緑地、赤と緑のチェッ
ク)、ペチコート(白)、麦わら帽子
（スカートと同柄のリボン付き） 
 
SKIRT(light green with red／
green plaid）、PETTICOAT 
(white)、STRAW HAT（with 
same design ribbon as skirt） 
 
※ペチコート･･スカートの下から着る
アンダースカート 
Petticoat is an innerwear to be worn 
under a skirt 

バンダナもあります 

WITH BANDANA 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

L, XL 

 

L, XL 

 

L 

 

L 

 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-911 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-911 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-910 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-910 

ジャマイカ／JAMAICA 

番号／NUMBER 5-2-908 

ジャマイカ／JAMAICA 

番号／NUMBER 5-2-908 

ドミニカ共和国／
DOMINICAN REPUBLIC 
番号／NUMBER 5-2-909 

ドミニカ共和国／
DOMINICAN REPUBLIC 
番号／NUMBER 5-2-909 

*5-2-0908*5-2-0908 *5-2-0909*5-2-0909 *5-2-0910*5-2-0910 *5-2-0911*5-2-0911



    

    

    

    
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） 
 
TOPS(black with light blue 
lace）、FLARED SKIRT(pink 
with light blue lace)、
BANDANA(pink with light 
blue lace) 
 

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（白・青のリボン付
き）、腰紐（白・青のラインに金の飾
り付き） 
 
TOPS(white with blue stripes）、
FLARED SKIRT(white with blue 
stripes）、Woolen wig with white 
and blue ribbons、
WAISTCLOTH(blue/white lines with 
gold bobble ornaments) 

上着・フレアスカート 
（白、赤・青・黄のライン中
央に刺繍入り） 
 
TOPS・FLARED SKIRT 
(white with red/blue/yellow 
stripes, embroidery design) 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ Translucent 
fabric. Recommend 
wearing an inner wear 

上着（白地、襟元水色） 
フレアスカート 
（白と水色のボーダー） 
 
TOPS（white with light blue 
collar）               
FLARED SKIRT 
(white/blue stripes） 

髪飾りもあります 

WITH HEADORNAMENTS 

バンダナもあります 

WITH BANDANA 

L, XL 

XL 

 

L, XL 

 

M 

 

L, XL 

 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-913 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-913 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-912 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-912 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-915 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-915 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-914 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-914 

*5-2-0912*5-2-0912 *5-2-0913*5-2-0913 *5-2-0914*5-2-0914 *5-2-0915*5-2-0915



    

    

    

    
上着（白地、袖に赤のリボン飾
り）、フレアスカート（白、裾
に赤のリボン飾り） 
 
TOPS(white with red ribbon 
on sleeves） 
FLARED SKIRT（white with 
red ribbon on hem） 
 
※透け感有り、インナー着用お
すすめ Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

上着（黒レース、袖部分はカラ
フルレース） 
フレアスカート（白） 
 
TOPS（black lace with 
colorful lace on sleeves） 
FLARED SKIRT（white） 
 
※透け感有り、インナー着用お
すすめ Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

上着（白） 
TOPS(white） 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

上着、フレアスカート（白地、
青のニャンドゥティ刺繍入り） 
 
TOPS・FLARED SKIRT 
(white with NANDUTI 
embroidery design) 
 
※ニャンドゥティ刺繍･･･ 
パラグアイ伝統のレース刺繍 
NANDUTI IS：a traditional 
PARAGUAYAN     
embroidered lace 

L, XL 

 

M, L 

L,  

L, XL 

 

L, XL 

 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-916 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-916 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-917 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-918 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-918 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-917 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-919 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-919 

*5-2-0916*5-2-0916 *5-2-0917*5-2-0917 *5-2-0918*5-2-0918 *5-2-0919*5-2-0919



    

    

    

    
ワンピース（赤・アオポイ刺繍
入り） 
 
DRESS（red with AO-POI 
 embroidery design） 
 
※約 110-120 ㎝ 
対象年齢 10 歳前後 
AGED AROUND 10 YRS. 
※アオポイ刺繍･･･伝統的な綿織
物 
AO-POI embroidery is  
Paraguay’s traditional                  
cotton textile 

ワンピース 
（白地にカラフルな花柄） 
 
DRESS 
（white with colorful flower 
printed） 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

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) 
 
SKIRT（blue/red stripes with 
flower embroidery design)、
Petticoat(yellow）、HAT
（black） 
 
※ペチコート･･スカートの下から着
るアンダースカート 
Petticoat is an innerwear to be 
worn under a skirt 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

L 

 

L, XL 

 

110-120
㎝ 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-920 

パラグアイ／PARAGUAY 

番号／NUMBER 5-2-920 

ベリーズ／BELIZE 

番号／NUMBER 5-2-922 

ベリーズ／BELIZE 

番号／NUMBER 5-2-922 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-923 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-923 

*5-2-0923*5-2-0923*5-2-0920*5-2-0920 *5-2-0922*5-2-0922



    

    

    

    

ポンチョ 
（茶系・ラマ柄入り） 
 
PONCHO 
（brown with LLAMA 
motif) 
 

ポンチョ（赤・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） 
 
PONCHO（red with rainbow 
design） 
SKIRT（same design as 
PONCHO） 
WAISTCLOTH（rainbow 
design） 

メキシカンチュニック 
（白、花柄の刺繍入り） 
 
MEXICAN TUNIC 
（white with flower 
embroidery design) 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ 
Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

スカート 
（緑・朱色、蝶々のスパンコー
ルワッペン、国名入り） 
 
SKIRT 
（green・reddish‐orange 
with Butterfly/ country 
name sequined） 
 

XL 

 

L, XL 

 

one size 
fits all L, XL 

 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-924 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-924 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-925 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-925 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-926 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-926 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-927 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-927 

*5-2-0924*5-2-0924 *5-2-0925*5-2-0925 *5-2-0926*5-2-0926 *5-2-0927*5-2-0927



    

    

    

    
上着（白、襟元に赤・青・黄の
ボーダー柄、肩に赤・青・黄・
白のリボン付き） 
フレアスカート（赤・青・黄の
ボーダー柄） 
 
TOPS（white with red / blue 
/ yellow stripes at collar with 
ribbon on shoulder) 
FLARED SKIRT(with red / 
blue / yellow stripes） 

上着(赤、青の襟） 
フレアスカート 
（黄色、青のボーダー柄） 
 
TOPS（red with blue 
collar） 
FLARED SKIRT（yellow 
with blue stripe） 

上着・フレアスカート 
（白、青・黄・オレンジの 3
色ボーダー柄） 
 
TOPS・FLARED SKIRT 
（white with blue / yellow 
/orange’s  3 stripes） 
 
※透け感有り、インナー着用
おすすめ Translucent fabric. 
Recommend wearing an 
inner wear 

スワン、ワイヤー羽、ベルト 
（白、スパンコール付き） 
キャミソール（白、スパンコール、
ファー付き） 
レーススカート（白） 
 
SWAN、WINGS、BELT 
（white with sequin） 
CAMISOLE TOP 
（white with  
sequin and  
fluffy fur） 
LACE SKIRT 
（white） 
※カーニバル衣装 
CARNIVAL COSTUME 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-929 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-929 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-928 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-928 

XL 

 

XL 

 

M 

 

XL 

 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-930 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-930 

トリニダード・トバゴ／
TRINIDAD AND TOBAGO 
番号／NUMBER 5-2-931 

トリニダード・トバゴ／
TRINIDAD AND TOBAGO 
番号／NUMBER 5-2-931 

貸出禁止 
in-library  
use only 

貸出禁止 
in-library  
use only 

*5-2-0928*5-2-0928 *5-2-0929*5-2-0929 *5-2-0930*5-2-0930 *5-2-0931*5-2-0931



    

    

    

    

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） 
 
TOPS(yellow with green / 
white /red /blue            
stripes）、FLARED SKIRT 
(yellow with green /white 
/red / blue stripes , country 
name embroidery design）    

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 
 
TOPS(white with blue／yellow／
red stripes、flower print）、
FLARED SKIRT（white with 
country name embroidery 
design)、Blue cloth、Braids wig 
Plumeria’s  hair ornaments) 

髪飾りもあります 

WITH HAIR ORNAMENTS 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-932 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-933 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-933 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-932 

XL 

 

L, XL 

 

*5-2-0932*5-2-0932 *5-2-0933*5-2-0933



    

    

    

    

 

番号／NUMBER 5-2-939 

 

番号／NUMBER 5-2-939 

上着・フレアスカート 
（青、黄・赤・緑の 
     3 色ボーダー柄） 
 
TOPS・FLARED SKIRT 
（blue with yellow/red／
green 3 stripes） 

ワンピース 
（青、赤・青のライン入り    
馬・ヤシの木の刺繍入り） 
 
DRESS（blue with red／blue 
stripes horse／palm tree 
embroidery design) 
 
※150 ㎝-160 ㎝ 
対象年齢 13 歳前後 
AGED AROUND 13 YRS. 

上着（白地、虹色柄） 
フレアスカート 
(白地、虹色柄） 
 
TOPS (white with rainbow 
collar) 
FLARED SKIRT 
(white with rainbow collar) 

上着 
（白地、青ライン） 
フレアスカート 
（白×青 刺繍） 
 
TOPS 
(white with blue line) 
FLARED SKIRT 
(white, blue with 
embroideries) 

S 

 

L 

 

XXL 

 

150-160
㎝ 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-936 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-936 

ハイチ／HAITI 

番号／NUMBER 5-2-937 

ハイチ／HAITI 

番号／NUMBER 5-2-937 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-938 

ベネズエラ／VENEZUELA

番号／NUMBER 5-2-938 

*5-2-0936*5-2-0936 *5-2-0937*5-2-0937 *5-2-0938*5-2-0938 *5-2-0939*5-2-0939



    

    

    

    

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-940 

ニカラグア／NICARAGUA

番号／NUMBER 5-2-940 

ドミニカ共和国／
DOMINICAN REPUBLIC 
番号／NUMBER 5-2-941 

ドミニカ共和国／
DOMINICAN REPUBLIC 
番号／NUMBER 5-2-941 

 

番号／NUMBER 5-2-942 

 

番号／NUMBER 5-2-943 

 

番号／NUMBER 5-2-943 

 

番号／NUMBER 5-2-942 

ワンピース 
（紫地×ピンクレース、ピンク
花柄） 
 
DRESS 
(purple and pink with flower 
embroideries） 

上着（国旗柄） 
フレアスカート 
(国旗柄） 
 
TOPS (white/red/blue) 
FLARED SKIRT 
( white / red / blue) 

ポンチョ（えんじ色） 
 
PONCHO（winered with 
black line) 

ポンチョ 
（赤・黒のストライプ） 
 
PONCHO（red・black 
stripe design) 

one size 
fits all 

one size 
fits all 

L 

 

L 

 

*5-2-0943*5-2-0943*5-2-0940*5-2-0940 *5-2-0941*5-2-0941 *5-2-0942*5-2-0942



     

     

     

     

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-944 

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）  
Peruvian dance(Marinera Norteña) 
costumes: Tops(white with lace)、
Skirt（black with white lace）、Shawl
（black with flower embroideries and 
fringe）、hair ornament（blue flower 
with feathers） 
 

髪飾りもあります 
WITH HAIR ORNAMENT 

one size 
fits all 140 ㎝ 

one size 
fits all 

トップス（白地、刺繍） 
スカート（白地、刺繍、
Honduras の刺繍入り） 
 
TOPS（WHITE WITH 
EMBROIDERY） 
STIRT（WHITE WITH 
EMBROIDERY） 
 
※対象年齢 11 歳前後 
AGED AROUND 11 YRS. 

スカート 
（緑・白・赤のストライプ） 
ショール（緑） 
 
STIRT 
（Green/White /Red） 
Shawl (Green) 
 
 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-946 

メキシコ／MEXICO 

番号／NUMBER 5-2-946 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-944 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-945 

ホンジュラス／HONDURAS 

番号／NUMBER 5-2-945 

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 
 
Quechua：JACKET (red with 
embroidery design at collar／
cuff）、SKIRT (black with 
embroidery design hemline）、
HEADWEAR (red）、scarf(green 
with embroidery edging)、
ORNAMENT(woollen bonbori) 
 

one size 
fits all 

140 ㎝ one size 
fits all 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-947 

ペルー／PERU 

番号／NUMBER 5-2-947 

帽子もあります 

WITH HEADWEAR 

M 

 

*5-2-0944*5-2-0944 *5-2-0945*5-2-0945 *5-2-0946*5-2-0946 *5-2-0947*5-2-0947



     

     

     

     

M 

 

トップス（茶色、七分袖） 
パンツ（茶色） 
 
TOPS（brown） 
PANTS（brown） 
 
 

キューバ／CUBA 

番号／NUMBER 5-2-948 

キューバ／CUBA 

番号／NUMBER 5-2-948 

*5-2-0948*5-2-0948


