サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

番号／NUMBER 3-2-500

番号／NUMBER 3-2-501

番号／NUMBER 3-2-502

番号／NUMBER 3-2-503

XL

L

XL

XL

サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

サモア／SAMOA

番号／NUMBER 3-2-500

番号／NUMBER 3-2-501

番号／NUMBER 3-2-502

番号／NUMBER 3-2-503

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）
Sleeveless dress（light
yellow with TRIBAL print）
Wrap skirt（same design as
sleeveless dress）

上着（緑、トライバル柄）、ス
カート（上着と同じデザイン、
スリット入り）

上着（緑、トライバル柄）、ス
カート（上着と同じデザイン）

※スカート丈調整可 ADJUSTABLE
LENGTH
※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
TRIBAL print is an unique
traditional pattern and different
from tribe or folk

※スリット深め HIGH-SLIT
※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
TRIBAL print is an unique
traditional pattern and different
from tribe or folk

*3-2-0500*
3-2-0500

TOP（green with TRIBAL
print）、SKIRT（same design
as top with a slit）

*3-2-0501*
3-2-0501

TOP(green with TRIBAL
print）、SKIRT（same design
as top）
※肩幅広め WIDE－SHOULDERED
※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
TRIBAL print is an unique
traditional pattern and different
from tribe or folk

*3-2-0502*
3-2-0502

上着（青、黒の模様入り）
スカート（上着と同じデザイ
ン）
TOP (blue with black
pattern）、SKIRT（same
design as top）
※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
TRIBAL print is an unique
traditional pattern and different
from tribe or folk

*3-2-0503*
3-2-0503

トンガ／TONGA
番号／NUMBER 3-2-504

ニューカレドニア／
NEW CALEDONIA
番号／NUMBER 3-2-505

XL

サイズ／SIZE

バヌアツ／VANUATU

バヌアツ／VANUATU

番号／NUMBER 3-2-506

番号／NUMBER 3-2-507

XL

XL

XL

XL

トンガ／TONGA
番号／NUMBER 3-2-504

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）
TOP（black with brown
floral pattern on the front）
WRAP SKIRT（black、
hemline with brown
pattern）
※スカート丈調整可
ADJUSTABLE LENGTH
OF SKIRT

ニューカレドニア／
NEW CALEDONIA
番号／NUMBER 3-2-505

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）
DRESS
（beige with red
HIBISCUS pattern、lace
embroidery）

バヌアツ／VANUATU

バヌアツ／VANUATU

番号／NUMBER 3-2-506

番号／NUMBER 3-2-507

ワンピース
（赤地に白のハイビスカス
柄、レース装飾付き）
DRESS
（red with white
HIBISCUS pattern、lace
embroidery）

ワンピース
（茶色地、青の貝殻柄）
DRESS
（brown with blue shell
pattern）

*3-2-0504*

*3-2-0505*

*3-2-0506*

*3-2-0507*

3-2-0504

3-2-0505

3-2-0506

3-2-0507

バヌアツ／VANUATU

バヌアツ／VANUATU

番号／NUMBER 3-2-508

番号／NUMBER 3-2-509
XL

XL

サイズ／SIZE

パプアニューギニア／
PAPUA NEW GUINEA
番号／NUMBER 3-2-510

サモア／SAMOA
番号／NUMBER 3-2-511
L

L, XL

XL

バヌアツ／VANUATU

バヌアツ／VANUATU

番号／NUMBER 3-2-508

番号／NUMBER 3-2-509

ワンピース
（緑地に白のハイビスカス柄）
DRESS
（green with white
HIBISCUS pattern）

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）
DRESS（red with white
HIBISCUS pattern、lace
embroidery）、2 shell
necklaces（cream‐colored)

パプアニューギニア／
PAPUA NEW GUINEA
番号／NUMBER 3-2-510

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）
DRESS（blue with white
and pink HIBISCUS
pattern）
white shell necklace×1
brown shell necklaces×2

サモア／SAMOA
番号／NUMBER 3-2-511

シャツ（赤、花柄）
スカート（黒）
SHIRT BLOUSE
（red with flower print）
SKIRT（black）

ネックレスもあります
WITH NECKLACES

ネックレスもあります
WITH NECKLACES

*3-2-0508*

*3-2-0509*

*3-2-0510*

*3-2-0511*

3-2-0508

3-2-0509

3-2-0510

3-2-0511

サモア／SAMOA
番号／NUMBER 3-2-512

パプアニューギニア／
PAPUA NEW GUINEA
番号／NUMBER 3-2-513

LL

サモア／SAMOA
番号／NUMBER 3-2-512

シャツ
（緑、トライバル柄）
SHIRT BLOUSE
（green with TRIBAL print）
※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
TRIBAL print is an unique
traditional pattern and
different from tribe or folk

one size
fits all

150 ㎝

M
L

パプアニューギニア／
PAPUA NEW GUINEA
番号／NUMBER 3-2-513

トップス
（茶色地、ハイビスカス柄）
TOPS
（brown with HIBISCUS
designed）

ポンペイスカート
（グレー、紫の花柄）

ラバラバ：腰布、手織り、紺×白の
ストライプ

Pohnpei skirt（gray with
purple flower designed）

LAVA LAVA: handwoven
waistcloth, dark blue/ white
stripes

※ポンペイスカート：ポンペイ島
独特のカラフルで細かな刺繍など
がほどこされたロングスカート。
Pohnpei skirt: Pohnpei Islandspecific skirt. It features
colorful and fine embroidery.
※対象年齢 13 歳
AGED 13 YRS.

※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。 LAVA LAVA is a traditional
costume of Yap. There are some type
(woven with hibiscus fibers and
banana leaves, handwoven cotton
thread etc...)

*3-2-0512*

*3-2-0513*

*3-2-0514*

*3-2-0515*

3-2-0512

3-2-0513

3-2-0514

3-2-0515

LAVA LAVA: handwoven
waistcloth, light blue/ Pale
Orange stripes
※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。 LAVA LAVA is a
traditional costume of Yap. There are
some type (woven with hibiscus
fibers and banana leaves, handwoven
cotton thread etc...)

*3-2-0516*
3-2-0516

トンガ／TONGA

番号／NUMBER 3-2-518

番号／NUMBER 3-2-519

one size
fits all

one size
fits all

ラバラバ：腰布、手織り、水色×
薄橙のストライプ

フィジー／FIJI

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
LAVA LAVA: handwoven
waistcloth, purple/ light blue/
dark pink/green/orange stripes
※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。 LAVA LAVA is a traditional
costume of Yap. There are some type
(woven with hibiscus fibers and
banana leaves, handwoven cotton
thread etc...)

L

XL

フィジー／FIJI

トンガ／TONGA

番号／NUMBER 3-2-518

番号／NUMBER 3-2-519

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
Sulu Jaba
Jaba: tops、purple、flower
patterns/ Sulu: skirt、same
design as Jaba)

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）
puretaha : tops、rolled
skirt(Matching materials)
kie kie : ornaments wrapped
around the waist

*3-2-0517*

*3-2-0518*

*3-2-0519*

3-2-0517

3-2-0518

3-2-0519

one size
fits all

ココナツのブラジャー
Coconut brassiere

*3-2-0520*
3-2-0520

