


      

Bangalow Glow Hawaii は
Babble Shack Hawaii の高級オーガニックラインです。

■Bungalow Woof 
    犬用オーガニックシャンプー＆リンス
   各￥3,000 　容量：480ml
①シトラスワイプアウト（柑橘系の香り） 
　BBL-BW-CW
②レインフォレスト（ユーカリ、ライムの香り） 
　BBL-BW-RR 
③フラワーインマイシャワー（プルメリア、アワプヒの香り） 
　BBL-BW-FS

■バンガローグロープレミアムオーガニック LFソープ
約 L7.8×W7.8 Box 入り　標準重量 100g　各￥1,500
中のヘチマがスポンジの役割をします。ハンドメイドの為大きさにばらつきがあります。

①ココナッツサンライズ BBL-LFS-BGCO
②ハワイアンホワイトジンジャー BBL-LFS-BGGI
③レッドグアバ BBL-LFS-BGGU

④トロピカルマンゴー BBL-LFS-BGMA
⑤シーサイドピカケ BBL-LFS-BGPK
⑥ハワイアンピンクプルメリア BBL-LFS-BGPL

★オアフ島、パールシティーの工場で、すべて手作りをしています。
　ルーファソープは包丁で手切りをしています。

プレミアムオーガニックソープ
ビタミン豊富なハワイアンマカデミアナッツオイイ
ル とオーガニックココナッツバターが、お肌のア
ンチエ イジング効果をもたらします。
中に入ったヘチマがスポンジの役割を果たし、肌の
若返りを促進します。

100%ビーガン、パラベン、硫酸塩、パラフィン、エチレンジアミン四酢酸、
ジメチルポリシロキサン、フタル酸系、プロピレングリコールなど不使用。
日焼け後の肌に効果的、また敏感肌でもお使いいただけます。

④

③

⑤

① ②

⑥

 L サイズ
①ココナッツサンライズ L 　BBL-LOL-BGCO
②ハワイアンホワイトジンジャー L　BBL-LOL-BGGI
③レッドグアバ L　 BBL-LOL-BGGU
④トロピカルマンゴー L　 BBL-LOL-BGMA
⑤シーサイドピカケ L　 BBL-LOL-BGPK
⑥ハワイアンピンクプルメリア L　BBL-LOL-BGPL

 S サイズ
①ココナッツサンライズ  BBL-LOS-BGCO
②ハワイアンホワイトジンジャー　BBL-LOS-BGGI
③レッドグアバ　BBL-LOS-BGGU
④トロピカルマンゴー　BBL-LOS-BGMA
⑤シーサイドピカケ　BBL-LOS-BGPK
⑥ハワイアンピンクプルメリア　BBL-LOS-BGPL

■バンガローグロー
プレミアムオーガニックローション
L サイズ 内容量 250ml 各￥2,600　　　　　　　  
S サイズ 内容量 59ml 各￥900

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

プレミアムオーガニックローション
オーガニックココナッツバター、マンゴーバター、シアバターをベースに
グリーンティーを配合。抗酸化作用があり、ビタミン豊富なハワイアン
マカダミアナッツとククイナッツオイルが、お肌のアンチエイジング効果
をもたらします。

L サイズ

Sサイズ
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100% ビーガン、パラベン、硫酸塩、パラフィン、エチレンジアミン四酢酸、
ジメチルポリシロキサン、フタル酸系、プロピレングリコールなど不使用。

BUBBLE SHACK

バブルシャックハワイ　
ルーファ (ヘチマ )ソープ

ココナッツオイル、オリーブオイルなどの
植物オイルを使用し、全ての商品が Hand 
Made in Hawaii !!
バイオグレーダブルで、サンゴに優しいため、
ビーチやアウトドアシャワーに最適。
日焼け後の肌、乾燥肌に効果的。また敏感肌
でもお使いいただけます。

①プルメリアサンセット
　BBL-LFS-NKPL
③ハワイアン ウォーターオーシャンブリス
　BBL-LFS-NKHW 
⑤ジューシーパイナップル
　BBL-LFS-NKPN

●ハンドメイドの為大きさにばらつきがあります。
②ピカケレイ
　 BBL-LFS-NKPK
④リック ミー リリコイ
　BBL-LFS-NKLK 
⑥ココナッツ ライム バーベナ
　BBL-LFS-NKCO

①

④

②

⑤

③

⑥

⑦

バブルシャックハワイ　
リップバーム
　価格 ：各¥900

① ④② ⑤③

④リリコイシェイブアイス BBL-LPG-LK
⑤プルメリアサンセット　 BBL-LPG-PL

①ココナッツボルケーノ 　BBL-LPG-CO
②エピックネクター　　　 BBL-LPG-NK
③ジューシーパイナップル BBL-LPG-PN

バブルシャックハワイ　
バスソルト
規　格：110g　　　
価　格：¥1,500
●バスソルト　
●貝の色は入荷時期によって異なります。

①プルメリアサンセット　
　　BBL-HBS-PL
②ハワイアンウォーターオーシャンブリス　
　　BBL-HBS-HW
③ジューシーパイナップル　
　　BBL-HBS-PN

パッケージ
① ③②

NEW
NEW

NEW

BUBBLE SHACK
HALEIWA直営店

バブルシャックハワイ　ルーファ（ヘチマ）ソープ
3.1 oz (標準重量）85g　　￥1,155

100% 植物由来グリセリンとヘチマで
美しいツルツルお肌をつくります。

バブルシャックハワイ　
ガミーベアーソープ
品　番：BBL-GBS
規　格：缶7×10.5×H3.5cm　
価　格：¥2,400
●グミみたいなかわいいクマ型ソープ
35個入り

Hawaiian Blend Lipbarm
今話題のココナッツオイルはもちろん！
シアバター、マンゴバター、アボガドオイル、ククイナッツオイル
そしてビタミンEをブレンド。
保湿効果はばっちり！
しかもうれしいサンスクリーン効果も！

①ココナッツボルケーノ BBL-BXS-CCNV
②ハワイアンウオーターオーシャンブリス BBL-BXS-HWOB
③リリコイシェイブアイス BBL-BXS-LLSI 
④ピカケレイ BBL-BXS-PKLE 
⑤スイートハワイアンプルメリア BBL-BXS-SHPL
⑥チューバローズ BBL-BXS-TUBA
⑦ジューシーパイナップル BBL-BXS-JCPN
ハンドメイドの為大きさにばらつきがあります。

規格：L10.5×W2.4cm 台形 箱入り 
標準重量：130g　価格：各￥1,200

3.1oz（標準重量）185g　価格 ¥1,200
100%植物由来グリセリンとヘチマで
美しいツルツルお肌をつくります。

①

④

②

⑤

③

⑥
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Coastal Living

ウッドサイン  ライフイズベター
品　番：DA-WSN-LB
サイズ：W35×H40cm
価　格：¥3,800　　木製、フック付き

ウッドサイン  マーメイド
品　番：DA-WSN-MM
サイズ：W39×H24cm
価　格：¥3,800
木製

ウッドサイン  流木　ビーチ
品　番：DA-WSN-DWBC
サイズ：W42x H16cm
価　格：¥3,200
木製

ウッドサイン  サン・サンド・サーフ　ブルー
品　番：DA-WSN-SSBL
サイズ：W35×H40cm
価　格：¥3,800　　木製、フック付き

ウッドサイン  ロープ　ビーチ
品　番：DA-WSN-RPBC
サイズ：W40x H20cm
価　格：¥2,800
素　材：ロープ、木　（つり下げ用ロープ付き）

アルファベットシェルブロック　ビーチ
品　番：DA-ALB-SLBC
サイズ：W46 x H18cm( 文字 :W13 x H16）
価　格：¥4,800
貝
●ボックス入り

オーバル　ビーチ　L
品　番：DA-BBK-OVBL
オーバル　サーフ　L
品　番：DA-BBK-OVSL
サイズ：本体 /W38×D30.5×H20cm
価　格：¥4,500
本　体：ブリキ・取っ手：アイアン

ラウンド　サーフ　L
品　番：DA-BBK-ROSL
ラウンド　ビーチ　L
品　番：DA-BBK-ROBL
サイズ：本体 /直径27×H11cm
価　格：¥3,400
素　材：ブリキ

オーバル　ビーチ　S
品　番：DA-BBK-OVBS
オーバル　サーフ　S
品　番：DA-BBK-OVSSL
サイズ：本体 /W25×D21×H13cm
価　格：¥2,800
本　体：ブリキ・取っ手：アイアン

アルファベットシェルブロック　シー
品　番：DA-ALB-SLSE
サイズ：W46 x H18cm( 文字 :W13 x H16）
価　格：¥3,600
貝
●ボックス入り

ウッドサイン  サーフズアップ
品　番：DA-WSN-SU
サイズ：W35×H40cm
価　格：¥3,800　　木製、フック付き

ウッドサイン  ロープ　シー
品　番：DA-WSN-RPSE
サイズ：W40x H20cm
価　格：¥2,800
素　材：ロープ、木　（つり下げ用ロープ付き）

●使い込んだ風合いの仕上げ　
●ひとつずつステンシルでプリントしています　
●PVCポット付き

●使い込んだ風合いの仕上げ　●ひとつずつステンシルでプリントしています

S
ラウンド

ガラスフロート　L
品　番：RC-GFL-BL
サイズ：直径11cm
価　格：¥3,000
素　材：ガラス・麻ひも

ガラスフロート　S
品　番：RC-GFL-BL
サイズ：直径8cm
価　格：¥2,000
素　材：ガラス・麻ひも

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

Days of Aloha ブリキバケッツ

モンキーフィスト
ドアストッパー
品　番：DA-DS-MFBR
サイズ：直径18cm
価　格：¥3,800
素　材：綿100％

納品は6月頃になります。

オーバルS

オーバル L
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Coastal Living

Days of Aloha　
　ビーチグラス　ミックス
品　番：DA-BG-MX
サイズ：350g
価　格：¥850
素　材　ガラス

Days of Aloha　
　ビーチグラス　グリーン
品　番：DA-BG-GR
サイズ：350g
価　格：¥700
素　材：ガラス

Days of Aloha　
　ビーチグラス　ホワイト
品　番：DA-BG-WT
サイズ：350g
価　格：¥700
素　材：ガラス

① ②

②ホワイト 
品　番：DA-LED-LWT
サイズ：直径8×H15cm
価　格：¥2,800

点灯Sample

Days Of Aloha 
LED SFキャンドル
　ラズベリー
品　番：WD-LED-RB
サイズ：直径7.7×高さ10.5cm
価　格：¥2,600
●ベリー系の香り

Days Of Aloha
 LED SFキャンドル　
　ココナッツ
品　番：WD-LED-CC
サイズ：直径7.7×高さ10.5cm
価　格：¥2,600
●ココナッツバニラの香り

Days Of Aloha 
 LED SFキャンドル　
　オーシャン
品　番：WD-LED-OC
サイズ：直径7.7×高さ10.5cm
価　格：¥2,600
● ミント系の香り

Days of Aloha　
メイソンジャー・シェルボトル

③クリア　L
品　番：DA-SB-MJCLL　
価　格：¥3,800
サイズ：直径10×H18cm

①クリア
品　番：DA-SB-MJCLM　
価　格：¥3,000
サイズ：直径8×H13cm

②ブルー 
品　番：DA-SB-MJBLM　
価　格：¥3,400
サイズ：直径8×H13cm

モンキーフィスト
オーナメント　S
品　番：DA-ONT-MFWS
サイズ：直径8cm
価　格：¥1,300
素　材：綿100％

モンキーフィスト
オーナメント　L
品　番：DA-ONT-MFWL
サイズ：直径11cm
価　格：¥1,700
素　材：綿100％

モンキーフィスト
①キーチェーン　ホワイト
品　番：DA-KC-MFWT
サイズ：直径4cm
価　格：¥800
素　材：綿100％

モンキーフィスト
①コースター　ホワイト
品　番：DA-CT-MFWT
サイズ：直径10cm
価　格：¥600
素　材：綿100％

モンキーフィスト
②キーチェーン　ネイビー
品　番：DA-KC-MFNV
サイズ：直径4cm
価　格：¥800
素　材：綿100％

モンキーフィスト
②コースター　ネイビー
品　番：DA-CT-MFNV
サイズ：直径10cm
価　格：¥¥600
素　材：綿100％

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW

NEW NEW

① ②

③

①ブルー
品　番：DA-LED-LBL
サイズ：直径8×H15cm
価　格：¥2,800
●息を吹きかけると点灯・消灯します。●単三電池2本使用（電池は付属しません）

Days of Aloha レリーフキャンドル

イメージ

①

②

●アメリカで長い間愛されているBall社が製造している保存容器「Mason jars ( メイソン・ジャー )」が、
オシャレな女性たちの間で大きな話題です。

NEW

①

②L S

●パッケージ

ブリキのフタがポイント !!
アンティークのメイソンジャーのフタ
に近い物をアメリカで見つけてきまし
た。

※息を吹きかけると消灯・点灯します。　単三電池2本使用（電池は付属しません）
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Coastal Living

Starfish ornament M
品　番：AB-ONT-M
サイズ：約13cm
価　格：￥800

Starfish ornament L
品　番：AB-ONT-L
サイズ：約16cm
価　格：￥900

Starfish ornament S
品　番：AB-ONT-S
サイズ：約10cm
価　格：￥700

スターフィッシュ ボックス S
品　番：WD-SF-BXS
サイズ：W8×D8×H3cm
価　格：￥680
●フック付き

Starfish ornament 
ブルー
品　番：AB-ONT-BL
サイズ：約13cm
価　格：￥800

Starfish　
ブルー 
品　番：AB-FSF-BL
サイズ：約13cm
価　格：￥600

Days Of Aloha　DENIMクッション 
　シェルホワイト
品　番：DA-CSN-SW
サイズ：W40XH40
価　格：￥4,800
●中綿入り

Days Of Aloha　クッション 
　アンカー　ネイビー
品　番：DA-CSN-ACNV
サイズ：W40×H40cm
価　格：¥5,400　　素　材：綿100％
●中綿入り　●ファスナー式

Days Of Aloha　クッション 
　アンカー　レッド
品　番：DA-CSN-ACRD
サイズ：W40×H40cm
価　格：¥5,400　　素　材：綿100％
●中綿入り　●ファスナー式

Days Of Aloha　DENIMクッション 
　シェルブルー
品　番：DA-CSN-SB
サイズ：W40XH40
価　格：￥4,800
●中綿入り

ウッドデコア　シーホース
①ブルー
品番：DA-WD-SHSBL
②ホワイト
品番：DA-WD-SHSWT

ウッドデコア　パイナップル
①ブルー
品番：DA-WD-PNBL
②ホワイト
品番：DA-WD-PNWT

サイズ：高さ21cm
価　格：¥1,000
素　材：木製

サイズ：直径8.5×
　　　　H15cm
価　格：¥1,300
素　材：木製

ワードデコア　サーフ
品　番：DA-WD-SF
サイズ：W28×H15cm
価　格：¥2,000
素　材：木製

NEW

NEW

アルファベットブロック　ビーチ
品　番：DA-ALB-BCBL
サイズ：約W10×H10cm／ブロック
価　格：¥3,000
素　材：木製

NEW

NEW

NEW

NEW

アルファベットブロック　サーフ
品　番：DA-ALB-SFLB
サイズ：約W10×H10cm／ブロック
価　格：¥2,400
素　材：木製

NEW

ワードデコア　アロハ
品　番：DA-WD-AL
サイズ：W36.5×H11cm
価　格：¥2,000
素　材：木製

NEW

ワードデコア　ビーチ
品　番：DA-WD-BC
サイズ：W45×H18cm
価　格：¥2,000
素　材：木製

虫カバーズ
品　番：WD-MCV-SF
サイズ：W16.5×H2×D5cm
価　格：￥1,800
●プレートタイプの虫除け剤のカバー

Days Of Aloha 
スターフィッシュツリー
品　番：WD-SFTR
サイズ：H10×W8cm
価　格：1個 ￥700 Lot/4 個
＊マットは付属しません

①
①

②
②

①シェルホワイト　   DA-CB-SLWH
②アンカーレッド　   DA-CB-ACRD
③アンカーネイビー　DA-CB-ACNV

Days Of Aloha　クラッチバッグ
イメージ

イメージ

サイズ：W37×H25cm
価　格：¥5,400
素　材：綿100％
●ファスナー式

①

②

③

NEW NEWNEWNEW
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シェルドアリース
品　番：AB-WRT-DR
サイズ：約38cm（ヒモを含む）
価　格：¥2,800

Coastal Living

スターフィッシュ ガーランド
品　番：AB-GND
サイズ：全長180cm（ヒトデ4個 シェル6個）
価　格：¥3.400

スターフィシュガーランド
品　番：AB-GND-MGB
サイズ：約80cmのシェルレイの両端にリボンがつきます。
価　格：¥3,800
●ホワイトモンゴシェル／ブルースターフィッシュ

スターフィシュガーランド
品　番：AB-GND-WMG
サイズ：約80cmのシェルレイの両端にリボンがつきます。
価　格：¥3.800
●ホワイトモンゴシェル

スターフィシュガーランド
品　番：AB-GND-YMG
サイズ：約80cmのシェルレイの両端にリボンがつきます。
価　格：¥3,800
●イエローモンゴシェル

シェルウインドウチャイム
品　番：RC-WC
サイズ：全長　約60cm
価　格：¥2,800

シェルタペストリー
品　番：RC-SHM
サイズ：34×42cm
価　格：¥3,200

Days Of Aloha
シェルミラー
品　番：WD-SM
サイズ：W21.5×H26.5×D2.5
価　格：¥3,600
●裏に折りたたみ製のスタンド付き

シェルナイトライト　
スキャロップ
品　番：RC-SN-SC
サイズ：W11×H12cm
価　格：¥1,600
●スイッチ式

点灯イメージ

オーシャンデコラウンドミラー
品　番：WD-OD-RM
サイズ：φ50×D2.5cm
価　格：￥6,800

NEW
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Days Of Aloha アサイボール
品　番：DA-ABL-M
サイズ：口径12×H7
価　格：￥1,400
●スターフィッシュ ●陶器 ●日本製

Days Of Aloha サラダボール
品　番：DA-SBL
サイズ：W18.5×17.5×深さ4
価　格：￥1,800
●スキャロップ ●陶器 ●日本製

Days Of Aloha シェルプレートL
品　番：DA-SPLT-L
サイズ：W20×19.5×深さ3
価　格：￥1,800
●スキャロップ ●陶器 ●日本製

Days Of Aloha シェルプレートS
品　番：DA-SPLT-S
サイズ：W15.5×15.5×深さ2.5
価　格：￥1,100
●スキャロップ ●陶器 ●日本製

①スキャロップ
品　番：DA-OLG-SC

カピスシェルトレイ
スターフィッシュ
品　番：IH-KST-SFP
サイズ：W20.5×20×D2cm
素　材：カピスシェル
価　格：¥3.200

②スターフィッシュ
品　番：DA-OLG-SF

カピスシェルトレイ
シェルプレート
品　番：IH-KST-SLP
サイズ：W16.5×10.5×D3.5cm
素　材：カピスシェル
価　格：¥3,000

Days Of Aloha
ウッドタオルハンガー　スキャロップ
品　番：DA-TWH-SC
サイズ：W20×H18.5cm
素　材：木製
価　格：¥1,800

カピスシェルトレイ
シェルボウル
品　番：IH-KST-SLB
サイズ：W16×13.5cm
　　　　ボールの深さ3.5cm
　　　　全体の高さ５cm
素　材：カピスシェル
価　格：¥3,000

ボトルオープナー
①サンライズシェル
品　番 :KC-BO-SSL
②スターフィッシュ
品　番 :KC-BO-SFS
③コンク貝
品　番 :KC-BO-CSL　
サイズ：L13cm
価格：¥1,600
●樹脂製

Days Of Aloha バスタオル 
品　番：DA-BTL- タイプ
サイズ：W75×L130cm
タイプ：スキャロップ／スターフィッシュ
価　格：￥2.400
Days Of Aloha フェイスタオル 
品　番：DA-HTL- タイプ
サイズ：W42×L76cm
タイプ：スキャロップ／スターフィッシュ
価　格：￥1.400

-SC　スキャロップ -SF　スターフィッシュ

●コットン100%
●厚手のアメリカンタイプ
●くり返しのお洗濯もOKの上質な
　セレブタオルですランドリーバスケット

ハンドル
品　番：WD-LBK-HD
サイズ：48×39×高さ43cm
価　格：¥4.600

ランドリーバスケット
スクエア
品　番：WD-LBK-SQ
サイズ：46×36×高さ22cm
価　格：¥3.600

カピスシェルトレイ
品　番：RC-KST
サイズ：24×18×6cm
価　格：￥2,400

① ② ③

Days Of Aloha ソープポンプ
①スキャロップ WD-SPP-SC
②スターフィッシュ WD-SPP-SF
サイズ：W8×D6.5×H10.7 金具含む15.8cm
価　格：￥1,600●陶器

ディフューザー　
ピカケ
品　番：IH-DF-PK
規　格：5.5×5.5×7　
　　　　スティック長さ24.5cm
内容量：70ml　
価　格：¥3,800

●スティックをボトルにさすと
スティックをつたって香りがお部屋に広がります。 

Coastal Living

NEW

Days Of Aloha カフェグラス

サイズ：W80×H90cm　260cc
価　格：￥1,000
●日本製

① ②
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Coastal Living

シェルボトル
品　番：Sサイズ / WD-SB-S
　　　　Mサイズ / WD-SB-M
サイズ：①S /D4×H10cm
　　　　②M/ D5×H13cm 
価　格：S￥1,400、M¥1,600

サンド＆シェルボトル
①Boston：KC-SS-BL　￥900
② Boston：KC-SS-BS　￥700
サイズ：① T10cm　② T9cm
●砂の色はアソートとなります

シーシェルフォトフレーム
品　番：CF-PF-H165X
サイズ：W19.5×H24.5cm
価　格：¥3,000
● 2Lサイズの写真が入ります

マリンボトル
品　番：XSサイズ /WD-BM-XS 
　　　　XXSサイズ /WD-BM-XM
サイズ：①XS/   D5×H11cm
　　　　②XXS/ D4×H10cm 
価　格：XS￥480、XXS¥380

サンド＆シェルボトル
①Message：KC-SS-ML　￥1.000
②Message ミニ：KC-SS-MS 　￥700
サイズ：① T18cm　② T9cm

ビーチグラス＆
 シェルフォトフレーム
品　番：DA-PF-BGSL
サイズ：W18×H21.5cm
価　格：¥2,400
● 2Lサイズの写真が入ります

アンカー
品　番：DA-CH-ACL
サイズ：W9.5×D5×H11cm
価　格：¥1,000
素　材：アイアン

①スターフィッシュ
品　番：DA-DP-SF
サイズ：4.5cm
②パイナップル
品　番：DA-DP-PN
サイズ：4.5×6.5cm
③パームツリー
品　番：DA-DP-PT
サイズ：4×6cm

④巻貝
品　番：DA-DP-SN
サイズ：2.5cm
⑤スキャロップ
品　番：DA-DP-SC
サイズ：4cm
⑥シーホース
品　番：DA-DP-SH
サイズ：3×8mc

⑦ホヌ
品　番：DA-DP-HN
サイズ：4.5cm
⑧フラガール
品　番：DA-DP-HG
サイズ：4.5×6.5cm

フラガール
品　番：DA-CH-HG
サイズ：4×9cm
価　格：¥1,700
素　材：真鍮

シーホース
品　番：DA-CH-SH
サイズ：3×10cm
価　格：¥1,700
素　材：真鍮

　ホヌ
品　番：DA-CH-HN
サイズ：4×7.5cm
価　格：¥1,700
素　材：真鍮

ロープフォトフレーム
品　番：DA-PF-RPL
サイズ：W19.5×H24.5cm
価　格：¥2,400　
素　材：木製
●2Lサイズの写真が入ります

ワードデコアフォトフレーム
 ビーチ
品　番：DA-PF-WDBC
サイズ：W17×H21.5cm　
価　格：¥2,400　　素　材：木製
●2Lサイズの写真が入ります

NEW NEW NEW NEW

① ①
② ②

マリンボトル S
品　番：WD-MBS
サイズ：W18×H4.5cm
価　格：￥500

シェルインバッグ
品　番：AB-SIB
サイズ：袋の直径 約 13cm
価　格：￥1,800

① ① ②②

マリンボトル L
品　番：WD-MBL
サイズ：W35×H7cm
価　格：￥1,000

スターフィッシュ
フォトフレーム
品　番：WD-SFP
サイズ：W16.5×H21.5cm
価　格：￥2,100

カピスシェル
フォトフレーム
品　番：WD-KSP
サイズ：W18.5×H23.5cm
価　格：￥2.200

コートハンガー

取っ手

使用例

① ② ③ ④
⑤ ⑥

⑦ ⑧使用例

NEWNEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW

価　格：¥2,400

価　格：¥1.450　素　材：真鍮
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COASTAL LIVING

NEW

NEW

バンダナ　シェル　
①ネイビー  PH-BD-SLNV
②ホワイト  PH-BD-SLWT
③サックス  PH-BD-SLSX
④ピンク     PH-BD-SLPK
サイズ：W53×H53cm
価　格：¥1,000
●日本製

①
① ①

②

② ②

③

④　

Starfish XS
品　番：AB-FSF-XS
サイズ：最大径約8cm
価　格：￥300
Starfish S
品　番：AB-FSF-S
サイズ：最大径約10cm
価　格：￥400
Starfish M
品　番：AB-FSF-M
サイズ：最大径約13cm
価　格：￥500
Starfish L
品　番：AB-FSF-L
サイズ：最大径約16cm
価　格：￥600

M

S

XS

L

①Horm Starfish S
品　番：AB-HSB-S
サイズ：最大径約6cm
価　格：￥400

⑨Pink Murex
品　番：AB-PMX
サイズ：最大径約9～11cm
価　格：￥700

⑬Couns Mamoreous 
品　番：AB-CMA
サイズ：最大径約7cm
価　格：￥500

⑰Tibia Fusos 
品　番：AB-TFS
サイズ：最大径約20cm
価　格：￥900

⑤Sputnik Urchan
品　番：AB-SUC
サイズ：最大径約7cm
価　格：￥500

②Horm Starfish M
品　番：AB-HSB-M
サイズ：最大径約10cm
価　格：￥500

⑩Bursa Buro
品　番：AB-BBR
サイズ：最大径約10cm
価　格：￥4,000

⑭Couns Stiaus
品　番：AB-CST
サイズ：最大径約8cm
価　格：￥500

⑱Mitra -Mitra
品　番：AB-MMR
サイズ：最大径約7cm
価　格：￥600

⑥Sanddoller
品　番：AB-SDL
サイズ：最大径約3cm
価　格：￥200

③Green Urchan
品　番：AB-GUC
サイズ：最大径約5cm
価　格：￥300

⑪Bursa Nautriuos 4
品　番：AB-NAT-4
サイズ：最大径約10cm
価　格：￥3,990

⑮Cypraea Bandatum
品　番：AB-CYB
サイズ：最大径約9cm
価　格：￥600

⑲Scallop wide white
品　番：AB-SCP
サイズ：最大径約11cm
価　格：￥400

⑦Amphidrhoums 
Quadrasiyello
品　番：AB-AQY
サイズ：最大径約4.5cm
価　格：￥200

④Pink Urchan
品　番：AB-PUC
サイズ：最大径約5cm
価　格：￥300

⑫Bursa Nautriuos 6
品　番：AB-NAT-6
サイズ：最大径約16cm
価　格：￥4.800

⑯Fusious colors
品　番：AB-FUC
サイズ：最大径約14cm
価　格：￥600

⑳Silver Mouth polished
品　番：AB-SMP
サイズ：最大径約5cm
価　格：￥500

㉑Gold Mouth 
polished
品　番：AB-GMP
サイズ：最大径約14cm
価　格：￥300

⑧Black Murex
品　番：AB-BMX
サイズ：最大径約11～15cm
価　格：￥2,000

ヤドカリ ホワイト
品　番：AB-YD-WT
サイズ：W約7×H約4cm
素　材：ガラス
価　格：￥1,600
●ホワイト

ヤドカリ ドット
品　番：AB-YD-DT
サイズ：W約7×H約4cm
素　材：ガラス
価　格：￥1,600
●ドット

①

⑧

② ③ ④ ⑤

⑫⑪⑩⑨ ⑬ ⑭

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

⑥ ⑦

SOLS
D OU

T

SOLS
D OU

T

Keep Calm 
①ホワイト　DA-2B-KCWT
②ネイビー　DA-2B-KCNV
サイズ：W38×H38×マチ4cm　
　　　　持ち手長さ92cm
価　格：￥3,200
素　材：綿100％
●手持ちでも肩掛けでも使えます。　
●内ポケット付き

Life is Better 
①ホワイト　DA-2B-LBWT
②ネイビー　DA-2B-LBNV
サイズ：W38×H38×マチ4cm　
　　　　持ち手長さ92cm
価　格：￥3,200
素　材：綿100％
●手持ちでも肩掛けでも使えます。　
●内ポケット付き

使い方は2way
手で持っても！
　肩にかけても !!

Days of Aloha　
2Way ショルダーバッグ
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 bodycare & accessory

① ②

②

①

フラワー練り香水
規　格：4×4×2cm 　内容量：2.5 グラム  
価　格：￥900
①ハイビスカスレッド　IH-SPF-HRD
②ハイビスカスピンク　IH-SPF-HPK
③イエロープルメリア　IH-SPF-PYL

①

②

③

ハンドクリアジェル
規　格：5×2.7×11.7cm 　内容量：40ml  
価　格：¥800
①シェル・オーシャンブリーズ　IH-HCG-SOB
②レイ・ピカケジャスミン　IH-HCG-LPK
●水のいらないハンドウォッシュ。
手にすりこんで殺菌消毒できます。　
アロエが入って手にやさしい使い心地　

フラワーリップグロス
規　格：4.5×3cm　
　　　　内容量2グラム  
価　格：¥800
①ハイビスカスピンク　
　IH-LPG-HPK
②ハイビスカスレッド　
　IH-LPG-HRD
③ハイビスカスホワイト　
　IH-LPG-HWT
④プルメリアピンク　
　IH-LPG-PPK
⑤プルメリアホワイト　
　IH-LPG-PWT
●シトラスブリーズの香
　り。ビタミンＥ配合。 

① ②

③

④ ⑤

■シーシェルヘアピン
ゴールドライン 
品　番：KC-SSA-HPGL

価　格：ヘアピン　¥1,100
　　　　バングル　¥1,800
素　材：天然貝　

■シーシェルバングル
バレエ
品　番：KC-SSA-BGBL

■シーシェルバングル
フラワーコンク
品　番：KC-SSA-BGFC

■シーシェルバングル
イーストウィンド
品　番：KC-SSA-BGEW

■シーシェルヘアピン
イーストウィンド 
品　番：KC-SSA-HPEW

■シーシェルヘアピン
フラワーコンク 
品　番：KKC-SSA-HPFC

■スターフィッシュポニー
オレンジ
品　番：KC-SSA-PNOR
素　材：レジン
価　格：¥1,200

■スターフィッシュポニー
イエロー
品　番：KC-SSA-PNYL
素　材：レジン
価　格：¥1,200

エメリーボード 
①アイランドフラハニー　IH-EMR-IHH　W2×L17.7×0.3cm
②アイランドフラハニートゥー　IH-EMR-IHT　W2×L17.7×0.3cm
③フラ　IH-EMR-HLH　W2×L17.7×0.3cm
④ピンクプルメリア　IH-EMR-PPL　W2×L17.7×0.3cm
⑤ホヌスワール　IH-EMR-HNS　W2×L17.7×0.3cm
⑥スイートパイナップル　IH-EMR-SPN　W2.5×L16.5×0.4cm
⑦プルメリアモンステラピンク IH-EMR-PMP　W2.5×L16.5×0.4cm

サイズ：W2×L17.7cm　　価　格：¥400

④ ⑥③ ⑤ ⑦②①

■ネイルシザー　各￥900
①ウクレレセレナーデ IH-CS-USPK
②ラブリーフラハンズ IH-CS-LHGR
③フラワヒネ　　　　 IH-CS-HWOR
H：10.5cm　W：5.5cm

■つめきり　各￥900
①ウクレレセレナーデ IH-NC-USPK
②ラブリーフラハンズ IH-NC-LHGR
③フラワヒネ　　　　 IH-NC-HWOR
H：6cm　W：1cm

■毛抜き　各￥900
①ウクレレセレナーデ IH-TS-USPK
②ラブリーフラハンズ IH-TS-LHGR
③フラワヒネ　　　　 IH-TS-HWOR
H：10cm　W：1.7cm

Sea Shell Accessories

ハイビスカスの香り
プルメリアの香り

NEW
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④スターフィッシュネックレスSV
品　番：DA-P1099SV
⑤サンライズシェルネックレスSV
品　番：DA-P1100SV
⑥コーラルネックレスSV
品　番：DA-P1100SV

①スターフィッシュネックレスRS
品　番：DA-P1099RS
②サンライズシェルネックレスRS
品　番：DA-P1101RS
③コーラルネックレスRS
品　番：DA-P1100RS

③ホヌメダル
SV：P1158　RS：P1157    
サイズ：直径0.9cm

①プルメリア
SV：P1167　 RS ：P1168
サイズ：直径1cm

④フィッシュフック
SV：P1152　RS：P1151   
サイズ：L1.5×W0.7cm

②ホヌ
SV：P1148　RS：P1147
サイズ：L1×W1cm

⑤ピース
SV：P1162　RS：P1161    
サイズ：直径1cm

⑥マンタ
SV：P1142　RS：P1141   
サイズ：L1×W1.3cm

⑦シェル
SV：P1146　RS：P1145    
サイズ：直径0.9cm

⑧クロス
SV：P1164　RS：P1163    
サイズ：L1.3×W0.8cm

 ⑨スターフィッシュ
SV：P1154　RS：P1153   
サイズ：直径1cm

 ⑪サンドダラー
SV：P1144　RS：P1143   
サイズ：直径0.8cm

⑩シーホース
SV：P1156　RS：P1155    
サイズ：L1.5×W0.8cm

 ⑫ホエールテール
SV：P1150　RS：P1149    
サイズ：L1.5×w1.3cm

①

②
③

④
⑤

⑥

⑫

⑪
⑩

⑨
⑧

⑦

Mini Charm

★他にも多数のハワイアンジュエリーを揃えています。詳しくはホームページをご覧下さい

アンカーチェーン (長さは3種類 )
シルバー：C-AN-9　　  ローズ：C-ANR-9  22cm（アンクレットに最適です）
シルバー：C-AN-16　　ローズ：C-ANR-16  40cm
シルバー：C-AN-18　　ローズ：C-ANR-18  45cm
価格：各9インチ ¥1,200  16インチ ¥1,700  18インチ ¥1,900

プカシェル＆
グラスブレス
品番：RE-PGB
素材：プカシェル、
          リサイクルグラス
価格：¥5,000

タヒチアンブラックパール
ネックレス A 
品　番：RE-THP-A
サイズ：紐長さ44cm
素　材：タヒチアンパール
価　格：¥11,000

パワーストーン＆
ウッドビーズブレス
品番：RE-PSWB
素材：ストーン、ウッドビーズ
価格：¥2,500

タヒチアンブラックパール
ネックレス B 
品　番：RE-THP-B
サイズ：紐長さ42cm
素　材：タヒチアンパール
価　格：¥11,000

Kaniwai / 
Rae's  
HAND MADE IN HAWAII

天国に一番近いビーチ、ラニカイビーチのほど近く。
アーティストRaeがナチュラルな素材を活かして手作りしているアクセ
サリーブランド「KANIWAI」。
 シェル、ビーチグラスは、カイルア、カネオへのビーチでRae自身が
拾い集めたもの。よく見るとシェルに砂が付いているのがその証拠。

シェル＆ウッド
ビーズブレス
品番：RE-SWB
素材：シェル、ウッドビーズ
価格：¥2,500

タヒチアンブラックパール＆
パワーストーンブレス ブルー 
品番：RE-TPSB-BL
素材：タヒチアンパール、ストーン
価格：¥9,000

シェル、ビーチグラスはカイルア、カネオへのビーチで
RAE自身が拾い集めたもの。
よく見るとShell に砂がついているのがその証拠。

サンライズシェル
①RE-SS-S S サイズ¥16.800　縦2.5cm×横2.5cm×紐 約 42cm
②RE-SS-L L サイズ¥18,800　縦3.5cm×横3.5cm×紐 約 50cm

ブラックシェルパールネックレス
RE-BP-L
¥4.800
●紐40cmナイロンコットン

プカシェル＆グラス
 キーリング 
品　番：RE-KR-PKG　
サイズ：全長９cm
素　材：プカシェル・ガラス
価　格：¥2,400

シェルリング
品　番：RE-RNG-SL
素　材：貝
価　格：¥2,400
●フリーサイズ

Days of Aloha 
　Coastal jewelry

①

②

③

④

⑤

⑥

COASTAL LIVING

NEW NEW

NEW

シルバー：SV925, ロジウム仕上げ
ローズ　：SV925,14Kメッキ仕上げ
価　格：¥2,130

シルバー：SV925, ロジウム仕上げ
ローズ　：SV925,14Kメッキ仕上げ
価　格：¥5,400

チェーン写真

Hawaiian Jewelry
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ダークパール　
　レザーバングル
品　番：KI-KK-001 
価　格：¥1,800

マーメイド　
 シルバー ネックレス
品　番：KI-KK-009 
価　格：¥2,400
サイズ　：チェーン長さ38cm

アロハブレスレット
品　番：KI-KK-002 
価　格：¥1,800

スターフィッシュ　
  シルバー ネックレス
品　番：KI-KK-012
サイズ：チェーン長さ38cm 
価　格：¥2,600

アンカー、コーンシェル＆パール
　シルバーネックレス
品　番：KI-KK-020
サイズ：チェーン長さ66cm
価　格：¥3,800

スターフィッシュ、コーンシェル
　＆ターコイズ   ネックレス
シルバー：KI-KK-022S ¥3,800
ゴールド：KI-KK-022G ¥4,000
サイズ：チェーン長さ66cm

パール30mm
ループピアス
シルバー：KI-KK-36SS
　　　　　　　¥2,400
ゴールド：KI-KK-036GS 
　　　　　　　¥2,800

マークイス　
ダークパール　ピアス
品　番：KI-KK-049G
ゴールド
価　格：¥3,200

ティーフープ　
クラムシェル　ピアス
品　番：KI-KK-051G
ゴールド
価　格：¥3,200

マーメイド、コーンシェル＆タイガーズアイ
　シルバー ネックレス
品　番：KI-KK-021
サイズ：チェーン長さ66cm
価　格：¥3,800

ビーチグラス & プカシェル
　 ネックレス
シルバー：KI-KK-006S ¥2,400
ゴールド：KI-KK-006G ¥2,800
サイズ　：チェーン長さ38cm

スターフィッシュ・コーラル
＆パール　ネックレス
シルバー：KI-KK-010S ¥2,400
ゴールド：KI-KK-010G ¥2,800
サイズ　：チェーン長さ38cm

ピースサイン＆コーンシェル　
ネックレス
シルバー：KI-KK-014S ¥2,400
ゴールド：KI-KK-014G ¥2,800
サイズ　：チェーン長さ38cm

ハワイの海やビーチが似合うガールズやレディースにおすすめのジュエリー、Kiki Beach ( キキビーチは [ki-ele]（キ・エレエ）のディフー
ジョンライン。
オーストラリア生まれで現在ハワイ在住のMarylea Conrad がオーナー・デザイナー。ki-ele は彼女の娘の名前で、また花の香り、ガー
デニアという意味もある。すべてハワイでハンドメイドされた ki-ele ジュエリーは、シェルやコーラル、シーグラスなどビーチのディ
ティールをシルバーやゴールド、ターコイズと組み合わせた独特のデザイン。その コンセプトはクラシックで可憐、フェミニンであって
eclectic ！
ハワイの雑誌でもいろいろとフィーチャーされてて、ローカルでは大人気。Hawaii Five-O でも出演者が身につけていたりする。
サーファーはもちろんだけど、ハワイの海やビーチが大好きな人には必ず身につけていてほしいハワイのハンドメイド・ジュエリーだ。

Kiki Beach [ki･ele] HAND MADE IN HAWAII

ヘアーピック　ビーチ　
３ピースセット  
品　番：LNH-HP-B3P 
価　格：¥2,800
● LOT/ 3

ピアス　
カラーフィンガースターフィッシュ
品　番：LNH-ERG-CFS 
価　格：3,400　　
素　材：スターフィッシュ　
● LOT/ 3

ヘアーピック　
カラーフィンガースターフィッシュ
品　番：LNH-HP-CFS 
価　格：¥2,400　　
素　材：スターフィッシュ　● LOT/ 3

バングル　シェル
品　番：LNH-BGL-SL 
価　格：¥12,800　　
素　材：貝　
●●金属部分は14K張り

ピアス　モンゴシェル　
品　番：LNH-ERG-MS
価　格：¥2,400

ピアス　プカシェル　
品　番：LNH-ERG-PS
価　格：¥2,400

ヘアーピック  
フィンガースターフィッシュ
品　番：LNH-HP-FSF
価　格：¥2,400
● LOT/ 3

ヘアーピック  
ホーンスターフィッシュ
品　番：LNH-HP-HSF
価　格：¥2,400
● LOT/ 3

リング　Ocean  Ring
品　番：LNH-RNG 
価　格：¥3,800

Lino Hau HAND MADE IN HAWAII
リノハウはティファニーペスタナというローカルアーティストが２０１１年に始めた新しいブランド。
全てホノルルでハンドメイドされています。
クラシックなデザインに、ナチュラルでユニークなスタイルがブレンドされた独創的なデザインが特徴。
限られた少量生産で、ローカルのオーガニックな材料を使っているため、質感、色や大きさがひとつひ
とつ異なり、まったく同じアイテムはありません。

COASTAL LIVING

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

シルバー：SV925, ロジウム仕上げ
ローズ　：SV925,14Kメッキ仕上げ
価　格：¥5,400
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　LadIES T-shirts

Days of Aloha
 Mermaid
品　番：SST-DAL-MMHN
カラー：ヘザーネイビー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Pineapple
品　番：SST-DAL-PNHN
カラー：ヘザーネイビー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
  Aloha & Smile
品　番：SST-DAL-ASHN
カラー：ヘザーネイビー
価　格：¥3,500

Rainbow Drive-In 
  Love Surf
品　番：SST-RDL-LSHB
カラー：ヘザーブルー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Mermaid
品　番：SST-DAL-MMVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Pineapple
品　番：SST-DAL-PNVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Days of Aloha
  Aloha & Smile
品　番：SST-DAL-ASVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Rainbow Drive-In
  Love Surf
品　番：SST-RDL-LSVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Mermaid
品　番：SST-DAL-MMVH
カラー：ヴィンテージへザー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Pineapple
品　番：SST-DAL-PNVH
カラー：ヴィンテージへザー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
  Aloha & Smile
品　番：SST-DAL-ASVH
カラー：ヴィンテージへザー
価　格：¥3,500

Days of Aloha 
 Seashells
品　番：SST-DAL-SSVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Days of Aloha 
  KAILUA
品　番：SST-DAL-KLVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Days of Aloha
 Seashells
品　番：SST-DAL-SSHB
カラー：ヘザーブルー
価　格：¥3,500

Days of Aloha
  KAILUA
品　番：SST-DAL-KLHB
カラー：ヘザーブラウン
価　格：¥3,500

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●木片を張り合わせたようなプリント

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●まるでスタンプを押したようなグラデーション

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●同柄のメンズもあります

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●Rainbow Drive-in の場所に虹を描きました

Days of Aloha  
 ファブリックHNL
品　番：SST-DAL-FHHN
カラー：ヘザーネイビー
価　格：¥4,200

Days of Aloha   
 ファブリックHNL
品　番：SST-DAL-FHVN 
カラー：バニラ
価　格：¥ 4,200                                                                                                

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地 ●同柄のメンズもあります。
●厚手バーククロスをアップリケしました● 生地の取り方によって柄が異なります

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●英語の定番早口言葉　●木のプレートを写したようなプリント

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地
●かすれプリントでナチュラルな風合い

Rainbow Drive-In 
  ALOHA DENIM
品　番：SST-RDL-ADVN
カラー：バニラ
価　格：¥3,500

Rainbow Drive-In 
  ALOHA DENIM
品　番：SST-RDL-ADHN
カラー：ヘザーネイビー
価　格：¥3,500

サイズ：身幅45×着丈64cm
素　材：綿、ポリエステル、レーヨンのやさしい着心地  
●ジーンズ生地のアップリケをイメージしました
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mens t-shirts

サイズ：L身幅52×着丈73cm
素　材：綿100％　
●THANK YOU BAGをモチーフにしました

Days of Aloha 
 MAHALO HAWAIIタンクトップ
品　番：SST-DA-MHWTL
カラー：ホワイト
価　格：¥3,500

Days of Aloha 
 MAHALO HAWAIIタンクトップ 
品　番：SST-DA-MHNVL
カラー：ネイビー
価　格：¥3,500

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6 オンスの厚手Tシャツ
●オーナージミーのお気に入りのサーフスポット

Rainbow Drive-In  
Queen's Surf Crew
品　番：SST-RD-QSWT
カラー：ホワイト
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In
 Queen's Surf Crew
品　番：SST-RD-QSCG
カラー：チャコールグレー
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In  
Queen's Surf Crew
品　番：SST-RD-QSBK
カラー：ブラック
価　格：¥3,900

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6 オンスの厚手Tシャツ
●波があがったからサーフィンに行こうぜ！

Rainbow Drive-In
 VW2 
品　番：SST-RD-VWWT
カラー：ホワイト
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In
 VW2 
品　番：SST-RD-VWNV
カラー：ネイビー
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In 
 Endless Summer
品　番：SST-RD-ESWT
カラー：ホワイト
価　格：¥4,400

Rainbow Drive-In
 VW2 
品　番：SST-RD-VWCG
カラー：チャコールグレー
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In
 ALOHA STATES
品　番：SST-RD-ASBK
カラー：ブラック
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In
 ALOHA STATES 
品　番：SST-RD-ASWT
カラー：ホワイト
価　格：¥3,900

サイズ：   M USサイズ　L USサイズ
素　材：  綿100％
●映画エンドレスサマーをモチーフにしました

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6 オンスの厚手Tシャツ
●同柄のレディースもあります

Days of Aloha 
 Aloha & Smile
品　番：SST-DA-ASWT
カラー：ホワイト
価　格：¥3,900

Days of Aloha 
 Aloha & Smile
品　番：SST-DA-ASNV
カラー：ネイビー
価　格：¥3,900

Days of Aloha 
 Aloha & Smile
品　番：SST-DA-ASMG
カラー：メランジグレー
価　格：¥3,900

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　
            L 身幅 53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6 オンスの厚手Tシャツ
●Rainbow Drive-in の場所に虹を描きました

Rainbow Drive-In 
 Love Surf
品　番：SST-RD-LSWT
カラー：ホワイト
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In 
 Love Surf
品　番：SST-RD-LSLB
カラー：ライトブルー
価　格：¥3,900

Rainbow Drive-In 
 Love Surf
品　番：SST-RD-LSCG
カラー：チャコールグレー
価　格：¥3,900

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6 オンスの厚手Tシャツ　
●ひび割れプリントでヴィンテージの風合い

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6オンスの厚手Tシャツ
●アロハ柄のタオル地でポケットをつけました　●生地の取り方によって柄が異
なります

Days of Aloha 
 テリーポケットT
品　番：SST-DA-TPWT
カラー：ホワイト
価　格：¥4,300

Days of Aloha 
 テリーポケットT
品　番：SST-DA-TPNV
カラー：ネイビー
価　格：¥4,300

サイズ：M身幅50×着丈68cm　　L身幅53×着丈71cm
素　材：綿100％　6.6オンスの厚手Tシャツ
●アロハ柄のタオル地でポケットをつけました　●生地の取り方によって柄が異
なります

Days of Aloha 
 ファブリックHNL
品　番：SST-DA-FHWT
カラー：ホワイト
価　格：¥4,500

Days of Aloha 
 ファブリックHNL
品　番：SST-DA-FHNV
カラー：ネイビー
価　格：¥4,500
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アイランドプルメリア　
　トートバッグ S
品　番：KC-TT-IPS
規　格：35×24×マチ11cm 
　　　　もち手長さ46cm
価　格：¥3,800

アロハプアトートバッグ S
品　番：KC-TT-APS
規　格：35×24×マチ11cm
　　　　もち手長さ46cm
価　格：¥3,800

トロピカル保冷エコバック 

モダンハイビスカス
品　番：IH-ECB-MHB
サイズ：W39×H41cm
材　質：ポリエステル100％
価　格：¥1,200

フラハニー
品　番：IH-ECB-IHH
サイズ：W39×H41cm
材　質：ポリエステル100％
価　格：¥1,200

ピンクプルメリア
品　番：IH-ECB-PPL
サイズ：W39×H41cm
材　質：ポリエステル100％
価　格：¥1,200

パレオハイビスカス
品　番：IH-ECB-PHB
サイズ：W39×H41cm
材　質：ポリエステル100％
価　格：¥1,200

ポケッタブルエコバッグ

●たたむとW8.5×11cmのポケッに
　入ります。　

Sサイズ： W20.5×H23.5　マチ15cm 
Mサイズ：W25×H30.5 マチ 16cm
●マジックテープ留

ハイビスカス 
品　番：KC-BB-HB
サイズ：53×38×マチ14cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥2,300

モンステラ S 
品　番：KC-BB-MOS
サイズ：33×24×マチ11cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥2,000

Mesh Beach Bag

★ファスナー留め、ファスナー付き内ポケット
メッシュ素材

★ファスナー留めファスナー付き内ポケット
メッシュ素材

★ファスナー留め、ファスナー付き内ポケット
メッシュ素材

★ファスナー留め/ファスナー付き内ポケット/メッシュ素材

モンステラ 
品　番：KC-BB-MO
サイズ：53×38×マチ14cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥2,300

ハイビスカス S 
品　番：KC-BB-HBS
サイズ：33×24×マチ11cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥2,000

NEW

NEW

bag

NEW

NEW NEW

アロハプアトートバッグ M
品　番：KC-TT-APM
規　格：49×30×マチ12cm
　　　　もち手長さ59cm
価　格：¥4,800

アロハプアビーチトート
品　番：KC-BT-AP
規　格：48×29.5×マチ12cm 
　　　　もち手長さ60cm
価　格：¥¥5,800

アイランドプルメリア
　トートバッグ M
品　番：KC-TT-IPM
規　格：49×30×マチ12cm 
　　　　もち手長さ59cm
価　格：¥4,800

アイランドプルメリア
　ビーチトート
品　番：KC-BT-IP
規　格：48×29.5×マチ12cm 
                    もち手長さ60cm
価　格：¥5,800

ティアレ
Sサイズ ：KC-IB-TI-S　 
　¥1,200
Mサイズ：KC-IB-TI-M　
　¥1,400

アイランドプルメリア
Sサイズ ：KC-IB-IP-S   
　¥1,200
Mサイズ：KC-IB-IP-M  　　
　¥1,400

イエロープルメリア
Sサイズ ：KC-IB-YP-S　 
　¥1,200
Mサイズ：KC-IB-YP-M
　¥1,400
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スマートフォンイヤホンジャック
各¥700
①メンフネアンクル ( ジャック形）
　PH-EJ-MUJ　本体約3cm
②メンフネアンクル　（ストラップ形）
　PH-EJ-MUS　本体約4cm
③メネフネアンティー（ストラップ形）
　PH-EJ-MAS　本体約4cm
④ハニーベアー　(ジャック形）
　PH-EJ-HBJ　本体約3cm
⑤ハニーベアー　（ストラップ形）
　PH-EJ-HBS　本体約5.2cm

⑤

① ②

④

③

ハワイアンネックストラップ
グリッターホヌ
品　番：KC-NS-GH
規　格：H49×W1.2cm
価　格：¥700

ハワイアンネックストラップ
グリッターモンステラ
品　番：KC-NS-GM
規　格：H49×W1.2cm
価　格：¥700

ハワイアンネックストラップ
グリッターピース
品　番：KC-NS-GP
規　格：H49×W1.2cm
価　格：¥700

ネックストラップ
グリッターアロハハワイ
品　番：KC-NSL-GA
規　格：H49×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ
アイランドフラハニー
品　番：IH-NSL-IHH
規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ
ホヌ　ブルー
品　番：IH-NSL-HNB
規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ
ホヌ　ピンク
品　番：IH-NSL-HNP
規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ　　　
ボールドアロハ
品　番：IH-NSL-BAL
規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ　　　
ハートオブアロハ
品　番：IH-NSL-HAL
規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

ネックストラップ　　　
ハワイファン
品　番：IH-NSL-HIF
規　格：規　格：L52×W2cm
価　格：¥900

  bag & CELLULAR ACCESSORY

Days Of Aloha
マハロハワイトート
【 レッド 】DA-TT-MHRD　
【ネイビー】DA-TT-MHNV
【ナチュラル】DA-TT-MHNT
規　格：W34×H37 
　　　　持ち手47cm　
価　格：￥2,000

■ネックストラップ 
価格 各￥900　
サイズ：L49× W2cm 
素材：ナイロン
①アイランドプルメリア KC-NSL-IP
②ホヌラスタ 　　　　　KC-NSL-HR 
③サーフスポット　　　 KC-NSL-SS

① ② ③

Neck strap

Days Of Aloha
オアフマップトート
品　番：①ネイビー　  DA-TT-MONV
            ②ナチュラル  DA-TT-MONT
規　格：W34×H37×マチ10
　　　　持ち手の長さ47cm
価　格：￥2,000

NEW

オアフマップバンダナ　
品　番：レッド　 PH-BD-MORD
            ブラック PH-BD-MOBK
　　　　ホワイト PH-BD-MOWT
　　　　ネイビー PH-BD-MONV
サイズ：W53×H53cm
価　格：¥1,000
素　材：綿100%
●日本製

ホワイト

②①

柄イメージ

アメリカでポピュラーな THANK YOU BAG をモチーフにした
MAHALO HAWAII  BAG,
MAHALOHAWAII と繋げると、まんなかに　ALOHA が。。。
最後は　ハワイのピジンで　Have A Nice Day Yeah !!
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 LOCALS & SCOTT HAWAII  

Scott Hawaii Sandal
Makaha
品　番：ブラック　SCT-4100-BK
　　　　ブラウン　SCT-4100-BR
サイズ：8（約25cm）・9（約26cm）・10（約27cm）
価　格：¥5.500

Scott Hawaii Sandal
Leahi
品　番：ブラウン　SCT-4144-BR
　　　　タン　SCT-4144-TN
サイズ：8（約25cm）・9（約26cm）・10（約27cm）
価　格：¥9,800

コンフォータブルな大人のサンダル
ハワイの老舗ブランド「スコット ハワイ」
ハワイ最古のスリッパブランドとして名高い「スコットハワイ」。丈夫な品質と履き心地にこだわった製品は、ハワイやカリフォルニア、フロリダを中心に人気を博している。
高耐久素材ルバロンを使用したインソール、レザーのアッパー素材から製造工程迄、あらゆるパーツにこだわりが込められている。シンプルで洗練されたデザインも好印象。
大人が選ぶプレミアムサンダルです。

 MENS  MENS

 MENS

ハワイアン御用達、なりきり必須アイテム。
ビーサンなんてどれも同じと思ったら大違い。
どんなに日焼けしてロコを気取っても、足下を見れば本物か偽物かすぐ
わかる。その見分けるポイントとなるのがビーサン。ロコの奴らが愛用
しているのは、この「ローカルズ」なるブランド。
すっかりロコ気分になりきりたい人は、迷わずコレをはきなされ！！

Locals Zori

Best Selling Slipper in Hawaii since 1985

ローカルズゾーリ#1350
Kid's Pack：LCZ-1350-K
サイズ：16,17,18,19cm
価　格：¥48,000（¥1,500／足）
●16,17,18,19cm x 8 足　３２足／箱（アソート）

Lady's Pack：LCZ-1350-L
サイズ：23,24cm　　
価　格：¥36,000（¥1,500／足）
●23,24cm×12足　24／箱（アソート）

Men's Pack：LCZ-1350-M
サイズ：16,17,18,19cm
価　格：¥36,000（¥1,500／足）
●25.26,27cm　x 8 足　24足／箱（アソート）

ローカルズゾーリ#1395( カラー )
Kid's Pack：LCZ-1395-K
サイズ：16,17,18,19cm
価　格 : ¥60,800 (¥1,900/ 足 )
● 16,17,18,19cm×8足　３２足／箱（アソート）
●PINK/LT.BLUE/RED/BROWN/NAVY/RASTA

Lady's Pack：LCZ-1395-L
サイズ：23,24cm　
価　格：¥45,600 (¥1,900/ 足 )
● 23.24cm×12足　24足 /箱（アソート）
●PINK/LT.BLUE/RED

Men's Pack：LCZ-1395-M
サイズ：16,17,18,19cm
価　格：¥45,600 (¥1,900/ 足 )
● 25.26.27cm×８足　24足 /箱（アソート）
●BROWN/NAVY/RASTA

Scott Hawaii Sandal
Makaha
品　番：SCT-4100-CM
カラー：カモフラージュ
サイズ：8（約25cm）・9（約26cm）・10（約27cm）
価　格：¥5.500

LOCALS
Chris Christenson Model 
品　番：LCZ-CCM
価　格：¥60,000(¥2,500/ 足 )
● 25,26,27×8足、24足 /箱アソート

NEW

1973年、カリフォルニアに生まれ、現在もサンディエゴに住
む。      
17 歳からシェイプを始め、現在までに削った本数は1万数千
本以上。 
ディックブリューワーに才能を見出され、その高いシェイプ技
術の基礎を磨いた。   
その後も、スキップ・フライやマイク・ディッフェンダッファー
などの巨匠達をリスペクトしつつも、常にオリジナリティーあ
ふれるボードを作り続けている。  
一目でクリスとわかる美しいアウトラインが人気だ。 
ハワイには、仕事はもちろん、プライベートでも年に数回やっ
てくる。     
 
今回、日本に　Localsを紹介し続けているTai Ito と、クリス
の10年以上の親交が実を結び、 Localsの  
CHRIS  CHRISTENSON MODEL　が誕生した。

CHRIS  CHRISTENSON
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VINTAGAE REPRODUCTION & KEEP THE COUNTRYCOUNTRY

本物を知るPick the Hawaii が得意とする1940～ 60年代のハワイアンアンティークのリプロダクション。
Vintage Hawaiiana Reproduction

■クレイスフラドール
PH-FGR-KH
H15.5cmxW7cmxD5cm 
￥2,800

【Kreiss Hula Doll】
アメリカの Kreiss 社は、1950 年代セ
ラミックの人形を多数作っていました。
なかでも、フラガールはレアで、大き
い目の顔がキュートです。

■セクシーフラガール 
PH-FGR-SH
 H13cmxW5cmxD8cm 
￥2,400・レジン

●ポストカードでよく見かける
SEXYポーズのフラガール。

デスクまわりの小物の
収納に最適です。

【Hakata Urasaki Hula Doll】
ハワイアンアンティークで
最もレア、Hard to Find な
逸品は1955年から2年間
だけ販売されたHakata 
Doll（博多人形）。
数量限定での復刻です。

Keep The Country 
Country タンクトップ
品　番：KTC-TP
サイズ：S・M・L
カラー：ホワイト
価　格：¥3,800
●サイズはUSサイズ

Keep The Country 
Country キャップ
品　番：KTC-BCP
カラー：グリーン
価　格：¥3,200②

①

BACK

■キープ・ザ・カントリー・カントリー
T- シャツ・MENS 各 ¥3,900
Sサイズ KTC-SST-S
Mサイズ KTC-SST-M　 
L サイズ KTC-SST-L
●サイズはUSサイズ

■キープ・ザ・カントリー・カントリー
¥600
①ステッカー KTC-STK-KTC
②バンド KTC-BND-KTC
※Lot 4（ステッカー、バンドともに）

FRONT

マーワルバスト
品　番：PH-FGR-MB
規　格：Ｈ23×Ｗ15cm
価　格：¥14,000
●レジン製  

Price 
Down!

!

¥9,00
0

Out of
 Stock

Out of
 Stock

Out Of Stock :  現在欠品しておりますが、入荷時期については、HP 及び　Facebook ページでご案内いたします。

■ハワイアンヴィレッジトレイ
PH-TR-HV
W15cmxD10cm 
￥1,800・レジン

主宰マークカニングカム氏

■ハカタウラサキフラドール
PH-FGR-HD
H28cmxW12.5cmxD8cm 
¥18,000
￥9,000・レジン

KEEP THE COUNTRY COUNTRY！とは、タートルベイの自然を守ろうとする活動のスローガン。
タートルベイと隣のKAWELA Bayの海岸線800エーカー＋山側500エーカーの私有地のタートル
ベイホテルと同規模のリゾートホテルを５軒建てるという計画があり、1986年に市議会がそれを
承認しました。しかし、以来２０年間景気の変動や住民の反対運動も有り未だ実行されておりませ
ん。ハワイ州知事のリンダリングル女史もタートルベイの自然を保全しようと活動しており、それ
をサポートしているのが DEFEND OAHU COALITION という一種のナショナルトラストです。T
－シャツ、バンパーステッカーの収益金がこの活動を支援します。Pick the Hawaii は、この活動を
支援するためバンパーステッカー、T-shirts の販売をしています。

Keep the Country Country!
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■メネフネキーホルダー
キーホルダー：人形本体4cm　全長9.5cm
 1 個￥600　　
①1977（オレンジ）・アンクル HA-KC-01 
② 1977（オレンジ）・アンティ HA-KC-02   　

■メネフネ MINI【シングルチェアー】
品　番：HA-MD-SC
サイズ：高さ7.5cm　幅6cm
価　格：¥¥1,600

■メネフネ MINI【ペア】
品　番：HA-MD-MP
サイズ：１体 高さ８cm　幅３cm
価　格：￥¥1,900

Menehune Doll
大人気のメネフネシリーズは、1977UNITED AIRLINESのキャンペーン
完全復刻版から、腰をフリフリするボビングドール、キーチェーン、
ジュエリーケース他、ミニチュアシリーズ新作も登場です。

■メネフネ完全復刻レプリカ
①完全復刻・アンクル HA-RP-01 H70cmxW40cm ￥58,000
②完全復刻・アンティ HA-RP-02 H66cmxW28cm ￥48,000
   完全復刻・ペア 　　HA-RP-03 ￥105,000

①②

■メネフネ12インチレプリカ
①12インチ・アンクル HA-RP12-01 H31cmxW15cm
②12インチ・アンティ HA-RP12-02 H30cmxW12cm 
　 各￥9,500
12インチ・ペア       HA-RP12-03 ￥18,000

①②

■メネフネボビングドール
①ボビング・アンクル HA-BG-01 
②ボビング・アンティ HA-BG-02 
H15cmxW7.5cm 各￥2,400
※Lot 4

①②

1977 年 UNITED AIRLINES のハワイ旅行
キャンペーンで、旅行代理店で使われたメ
ネフネ人形。オリジナルはアメリカでも人
気が高くなかなか手に入りません。値段も
800～ 1500ドル／1体となっています。程
度のよいペアで見つけることは大変困難。
ドレス・レイもオリジナルと同じように復
刻しました。限定生産ですので、売り切れ
必須。お早めのご注文をお進めします。

■スキーザウエスト
  ボビングドール 
HA-BG-SW
H15cmxW7.5cm 
￥2,000

■メネフネバンクレプリカ
HA-RP-BK 
H23cmxW11cmxD8cm
￥6,800 
※貯金箱としては使えません。

12インチレプリカは、
大きすぎて実物サイズをあきらめた方に♪

ユナイテッドエアラインのメネフネシリーズの中で最もレアなのが、
ソフビのBank（貯金箱）。
今回復刻するにあたり、試行錯誤しましたが、首のところにお金が入
らないため、レジンのフィギュアとしての復刻になりました。

メネフネドールシリーズ大集合♪
それぞれの人形の大きさはこんな感じです。

United Airlines が 70 年
代アメリカ東海岸から
コロラドなどへスキー
に行こう！というキャ
ンペーンをした時の人
形のレプリカボビング
ドール。

① ②

1977
モデル

■メネフネジュエリー
ボックス 
HA-JB-01
H13cmxW8.5cmxD8.5
￥2,800
※Lot 3

MENEHUNE

Out of
 Stok

Out of
 Stok

Out of
 Stok

Out of
 Stock

Out Of Stock :  現在欠品しておりますが、入荷時期については、HP 及び　Facebook ページでご案内いたします。

Out of
 Stock
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INTERIOR & EXTERIOR

Hawaiian wood Signs
　アロハ
品　番：KC-WSN-AL
規　格：W40×H21cm 
価　格：¥4,800

Hawaiian wood Signs
　ハワイアイランド
品　番：KC-WSN-HI
規　格：W40×H21cm 
価　格：¥4,800

Hawaiian wood Signs
　マハロ
品　番：KC-WSN-MH
規　格：W40×H21cm 
価　格：¥4,800

Hawaiian wood Signs
　ティキバー
品　番：KC-WSN-TB
規　格：W40×H21cm 
価　格：¥4,800

■バンブーチャイム
KC-WC-01
H90cmxW12cm 
( ヒモ含む）
￥2,000

■アロハ
ブラック PH-GD-ALH-BK 
H11cmxW37cmxD2cm 
￥2,000

ALOHAは、玄関やお部屋
の壁にかけられます。

■アロハガーデン
PH-GD-ALG-WT
H24cmxW46cmxD2cm 
￥3,800

■エコモマイ
ブラック PH-GD-EKM-BK
H13cmxW40cmxD2cm 
￥2,000

E KOMO MAI とはハワイ語
でWelcomeの意味です。

Aloha Garden の文字をかたどった
ガーデンデコレーションです。

③② ④ ⑤

価　格：¥8,800
素　材：天然木

Made in U.S.A

ミニサーフボード 

①アロハウッディー　KC-WMS-AW
②ハレイワ　　        KC-WMS-HL
③サーフティキ　     KC-WMS-ST
④ティキ　              KC-WMS-TK
⑤マップ　              KC-WMS-MP

garden signgarden sign

①

NEW

NEW

❷

❶ヴィンテージハワイ
品　番：IH-FM-VH
❷フラハニー
品　番：IH-FM-HH

サイズ：76,2×45.7×0.5cm
素　材：ラバー、ポリエステル
価　格：¥3,800
★室内外の使用可　滑止め加工

Floor Mat

❶

NEW

NEW
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TIKI COLLECTION

■アンティークティキマスク
CF-TM-ATQ
H50cmxW16.5cm
￥5,200

■壁掛け
①ハワイ CF-WP-HW 
　H16.5cmxW55.5cm￥4,200
②ティキバー CF-WP-PN 
　H14.5cmxW55cm￥4,700

①

②

★ティキバーには
パイナップルがぶ
らさがります。

■ハパウッドティキS
⑤Ku（クゥ）TK-KC-2
⑥Money（マネー） TK-KC-4
⑦Winner（ウィナー）TK-KC-6
⑧ Lucky（ラッキー） TK-KC-8
 H17cm
各￥2,000

■ハパウッドティキL
①Ku（クゥ）TK-KC-1
②Money（マネー） TK-KC-3
③Winner（ウィナー）TK-KC-5
④ Lucky（ラッキー） TK-KC-7
 H30cm
各￥3,800

②①

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

Coco Joe's レターオープナー
Dead Stock 80'S【ハワイ】
品　番：CCT-LO-HW
規　格：2.3×24.2×厚み1.6cm
価　格：¥2,800

Coco Joe's レターオープナー
Dead Stock 80'S 【ティキ】
品　番：CCT-LO-TK
規　格：3.5×24.5×厚み２cm
価　格：¥2,800

Tiki マグネット
①【Money】 KC-MGTK-MN
②【Lucky】 KC-MGTK-LU 
③【Happy】 KC-MGTK-HP 
④【Winner】 KC-MGTK-WN
H約 6cm
価　格：¥750

ティキ・キーホルダー
①Ku KC-1  
② Money KC-2
③Winner KC-3  
④ Lucky KC-4
H約 6cm
価　格：各¥600

① ② ③ ④

① ② ③ ④

メタルティキキーチェーン
シルバー：IH-KCMT-SV
ゴールド：IH-KCMT-GD
サイズ：H9×W3cm
価　格：¥900
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TIKI COLLECTION

ダッシュボードドール ティキ
品　番：KC-BD-TK
サイズ：W6×D5×H18cm
素　材：レジン
価　格：¥2,500

ミニチュアダッシュボードドール 
ティキ ウクレレ
品　番：KC-MD-TU
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,650

ミニチュアダッシュボードドール 
ティキ サーフ
品　番：KC-MD-TS
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,650

イカイカハワイアン
ウォリアスヘルメット
①ラスタWH-AB11-RAS
②ブルーパープルWH-AB10-BLU
③レッドWH-AB09-RED
④ブラックWH-AB08-BLK
規　格：全長35cm W10cm（ひも部分含む）
価　格：¥1,200

ダッシュボードティキ        
シャカ ナチュラル 　　　　
品　番：CF-MD-S2639N
規　格：6.3×3.5×11cm
価　格：¥1,650

ダッシュボードティキ      
シャカ レッド 　　　　
品　番：CF-MD-S2639R
規　格：6.3×3.5×11cm
価　格：¥1,650

ダッシュボード
ティキサングラス 青
品　番：CF-MD-S2655B
規　格：7×4×12.5cm
価　格：¥1,650

ダッシュボードティキ
ヘルメット 赤
品　番：CF-MD-S2656R
規　格：7×4.5×12.3cm
価　格：¥1,650

ラッキーティキチャーム
ハワイアンティキ
品　番：KC-LTC2-25P
規　格：W1.5×H4（25個入）
価　格：￥13,000

ラッキーティキチャーム　
アイランドティキ
品　番：KC-LTC-25P
規　格：各H4cmxW1.5cm(25個入 )
価　格：￥13,000

ラッキーティキチャーム
アイランドトライブ
品　番：KC-LCIT-25P
規　格：H4×W1.5cm(25個入り )
価　格：¥13,000

Tiki ショットマグ 
ブラウン
①【 Love 】 CF-T6061B
②【Money】 CF-T6062B 
③【Lucky】 CF-T6063B
④【Happy】 CF-T6066B
価　格：¥700

ティキマグカップ
（取っ手付き）　マネー
品　番：CF-TM-MO
規　格：W8×H11cm
素　材：陶器
価　格：￥1,700

ティキマグカップ
（取っ手付き）　ラブ
品　番：CF-TM-LV
規　格：W8×H11cm
素　材：陶器
価　格：￥1,700

ティキマグカップ
（取っ手付き）　ラッキー
品　番：CF-TM-LU
規　格：W8×H11cm
素　材：陶器
価　格：￥1,700

① ② ③ ④

メタルティキキーチェーン
シルバー：IH-KCMT-SV
ゴールド：IH-KCMT-GD
サイズ：H9×W3cm
価　格：¥900

オアフ島 サーフマップ ラミネート版
品　番：FKM-OSM-L
サイズ：W54×H36cm
価　格：¥2,400
※裏面はノースショアとサウスショアが拡大されています。

Out of
 Stock
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Tiki Menehune
フィギュア　サーフ
品　番：KC-TM-SF　価格：¥1,500
素　材：レジン
サイズ：直径5×H10cm

Tiki Menehune
マグネット　サーフ
品番：KC-MGTM--SF　価格：¥1,000
素　材：レジン
サイズ：W4×H8cm

Tiki Menehune
フィギュア　シャカ
品　番：KC-TM-SK　価格：¥1,500
素　材：レジン
サイズ：直径5×H10cm

Tiki Menehune
マグネット　シャカ
品番：KC-MGTM--SK　価格：¥1,000
素　材：レジン
サイズ：W4×H8cm

Tiki Menehune
フィギュア　メレ
品　番：KC-TM-ML　価格：¥1,500
素　材：レジン
サイズ：直径5×H10cm

Tiki Menehune
マグネット　メレ
品番：KC-TMG-ML　価格：¥1,000
素　材：レジン
サイズ：W4×H8cm

Tiki Menehune
フィギュア　アロハ
品　番：KC-TM-AL　価格：¥1,500
素　材：レジン
サイズ：直径5×H10cm

Tiki Menehune
マグネット　アロハ
品番：KC-MGTM--AL　価格：¥1,000
素　材：レジン
サイズ：W4×H8cm

Tiki Menehune
フィギュア　イムア
品　番：KC-TM-IM　価格：¥1,500
素　材：レジン
サイズ：直径5×H10cm

Tiki Menehune
マグネット　イムア
品番：KC-MGTM-IM　価格：¥1,000
素　材：レジン
サイズ：W4×H8cm

Tiki Menehune
①キーチェーン　サーフ  KC-KCTM-SF
②キーチェーン　シャカ  KC-KCTM-SK
③キーチェーン　メ　レ  KC-KCTM-ML
④キーチェーン　アロハ  KC-KCTM-AL
⑤キーチェーン　イムア  KC-KCTM-IM
価　格：各¥800　
素　材：レジン
サイズ：全長10　本体5.5cm

Tiki Menehune
①ボトルオープナー　サーフ  KC-BO-TMSF
②ボトルオープナー　シャカ  KC-BO-TMSK
③ボトルオープナー　メ　レ  KC-BO-TMML
価　格：各¥1,000　
素　材：レジン・スチール
サイズ：高さ約11cm

ハワイアンティキマグ 
ラブ
品　番：KC-HTM-LV
規　格：直径6.4×17.5cm
価　格：¥2,000

ハワイアンティキマグ 
ホープ
品　番：KC-HTM-HO
規　格：直径6.4×17.5cm
価　格：¥2,000

ハワイアンティキマグ 
マネー
品　番：KC-HTM-MO
規　格：直径6.4×17.7cm
価　格：¥2,000

ハワイアンティキマグ 
ハッピー
品　番：KC-HTM-HP
規　格：直径6.5×17.8cm
価　格：¥2,000

ハワイアンティキマグ 
ラッキー
品　番：KC-HTM-LU
規　格：直径6.5×17.8cm
価　格：¥2,000

ハワイアンティキ
ショットマグ　 ラブ
品　番：KC-HTS-LV
規　格：直径4.4×7.7cm
価　格：¥1,000

ハワイアンティキ
ショットマグ　ホープ
品　番：KC-HTS-HO
規　格：直径4.3×7.5cm
価　格：¥1,000

ハワイアンティキ
ショットマグ　マネー
品　番：KC-HTS-MO
規　格：直径4.3×7.6cm
価　格：¥1,000

ハワイアンティキ
ショットマグ　ハッピー
品　番：KC-HTS-HP
規　格：直径4.4×7.7cm
価　格：¥1,000

ハワイアンティキ
ショットマグ　ラッキー
品　番：KC-HTS-LU
規　格：直径4.4×7.6cm
価　格：¥1,000

④
③

③

⑤①

①

②

②

NEW

tiki MENEHUNE & Tiki mug
NEW

NEW

NEW

NEW
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バンク（貯金箱） ボワナ
品　番：KC-BK-PTB
サイズ：直径7×H13cm
素　材：レジン
価　格：¥2,400
底にフタ付き

マグカップ ボワナ
品　番：KC-MC-PTB
サイズ：直径８×H10.2cm
素　材：陶器
価　格：¥1,500

バンク（貯金箱） キモ
品　番：KC-BK-PTK
サイズ：W9×D11.5×H15cm
素　材：レジン
価　格：¥2,400
底にフタ付き

マグカップ キモ
品　番：KC-MC-PTK
サイズ：直径８×H10.5cm
素　材：陶器
価　格：¥1,500

バンク（貯金箱） ポポレレ
品　番：KC-BK-PTP
サイズ：W12.5×D9.5×H14.5cm
素　材：レジン
価　格：¥2,400
底にフタ付き

マグカップ ポポレレ
品　番：KC-MC-PTP
サイズ：直径８×H10.5cm
素　材：陶器
価　格：¥1,500

バンク（貯金箱） ファトゥトゥ 
品　番：KC-BK-PTF
サイズ：W9.5×D7.5×H15.5cm
素　材：レジン
価　格：¥2,400
底にフタ付き

マグカップ ファトゥトゥ
品　番：KC-MC-PTF
サイズ：直径８×H10.2cm
素　材：陶器
価　格：¥1,500

灰皿 ボワナ
品　番：KC-AT-PTB
サイズ：直径11×H2.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,200

マグネット ボワナ
品　番：KC-MGPT-B
サイズ：W3.5×H6.5cm
素　材：レジン
価　格：¥600

灰皿 キモ
品　番：KC-AT-PTK
サイズ：直径11×H2.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,200

マグネット キモ
品　番：KC-MGPT-K
サイズ：W4.5×H7cm
素　材：レジン
価　格：¥600

灰皿 ポポレレ
品　番：KC-AT-PTP
サイズ：直径11×H2.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,200

マグネット ポポレレ
品　番：KC-MGPT-P
サイズ：W6.5×H6.5cm
素　材：レジン
価　格：¥600

灰皿 ファトゥトゥ
品　番：KC-AT-PTF
サイズ：直径11×H2.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,200

マグネット ファトゥトゥ
品　番：KC-MGPT-F
サイズ：W4.5×H6.8cm
素　材：レジン
価　格：¥600

❶ボトルオープナー ボワナ KC-BO-PTB
❷ボトルオープナー キモ KC-BO-PTK
❸ボトルオープナー ポポレレ KC-BO-PTP
❹ボトルオープナー ファトゥトゥ KC-BO-PTF

価　格：各 ￥1,000
サイズ：直径3×H10（金具幅４cm）
材　質：レジン・スチール

❶キーチェーン ボワナ KC-KCPT-B 全長 12cm、本体5.5cm
❷キーチェーン キモ KC-KCPT-K 全長 11cm、本体5cm
❸キーチェーン ポポレレ KC-KCPT-P 全長 10.5cm、本体4cm
❹キーチェーン ファトゥトゥ KC-KCPT-F 全長 11cm、本体4cm

価格：各 ￥600
材質：レジン

❶ ❷ ❸
❹

❶ ❷ ❸ ❹

PLANET  Tiki
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hawaiian DOLL COLLECTION

ダッシュボードドールMINI  
マノ サーフ
品　番：KC-MD-MS
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI   
パンダ
品　番：KC-MD-PA
サイズ：W6×D5×H10.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI   
ハイビスカスウリウリ
品　番：KC-MD-HU
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI   
ポーズ
品　番：KC-MD-PS
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI   
ブラウンウクレレ
品　番：KC-MD-BU
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI  
チキン
品　番：KC-MD-CH
サイズ：W6×D5×H10.5cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ダッシュボードドールMINI 
ゲッコー ウクレレ
品　番：KC-MD-GU
サイズ：W5×D5×H10cm
素　材：レジン
価　格：¥1,550

ミニチュアダッシュボードフラドール
ケイキダンシング
品　番：KC-MD-KD
規　格：W5×H10.5cm
価　格：¥1,550

ケイキ2 サーフ
品　番：KC-MD-2KS
規　格：W6×H10.5cm
価　格：¥1,550

ミニチュアダッシュボードフラドール
ケイキウクレレ
品　番：KC-MD-KU
規　格：W4×H10.5cm
価　格：¥1,550

ケイキ2 イプ
品　番：KC-MD-2KI
規　格：W6×H10.5cm
価　格：￥1,550

ミニチュアダッシュボードフラドール
ケイキポージング
品　番：KC-MD-KP
規　格：W4×H10.5cm
価　格：¥1,550

ケイキ2 ウクレレ
品　番：KC-MD-2KU
規　格：W6×H10.5cm
価　格：¥1,550

ナッツアバウトハワイボビングドール
サーファー
品　番：KC-NAH-SU
規　格：5×W5.5×H9cm
価　格：¥1,650

ナッツアバウトハワイボビングドール
シェイブアイス
品　番：KC-NAH-SI
規　格：5×W5.5×H9cm
価　格：¥1,650

ナッツアバウトハワイボビングドール
フラダンサー
品　番：KC-NAH-HD
規　格：5×W5.5×H9cm
価　格：¥1,650

ナッツアバウトハワイボビングドール
ウクレレプレイヤー
品　番：KC-NAH-UP
規　格：5×W5.5×H9cm
価　格：¥1,650

Solar Hula dancer
ソーラーフラダンサーポーズ
品　番：KC-MD-SH
サイズ：直径5×H11cm
材　質：プラスティック
価　格：¥1400
アソートカラー
Lot/6

NEW



26 

hawaiian DOLL COLLECTION

腰をふりふりするボビングドール。いろいろ集めてハワイ気分！！
Dashboard Doll ■ゴールドキングカメハメハ

　フィギュア
CF-K2455B 
H23cmxW9.5cm
￥3.200

■スィートワヒネ
L サイズ KC-BD-SW 
H15cmxW9cm ￥2,100
Sサイズ KC-MD-SW 
H10cmxW6cm ￥1,650

※実際の商品は、
写真と多少異なる
場合があります。

■ダッシュボードフラドールMINI H10cmxW6cm
各￥1,500
①ウクレレ CF-MD-UK 
②ウリウリ CF-MD-UL
③タヒチアン CF-MD-TH
※スカートの色は指定できません。

■オバマウクレレ 
L サイズ OB-BD-UK　Sサイズ OB-MD-UK

■オバマサーフィン
L サイズ OB-BD-SF　Sサイズ OB-MD-SF

■オバマシェイブアイス
L サイズ OB-BD-SI　Sサイズ OB-MD-SI

③① ②
④

③ ⑤①

②
■ダッシュボードフラガール
H17cmxW7.5cm　各￥1,800
①タヒチアン CF-DG-A　　　②ウクレレ CF-DG-B　　　 ③ウリウリ CF-DG-D
※スカートの色は指定できません。

■フラドール
H17cm　各￥2,000
①ポーズ KC-HD-01 
②ウクレレ KC-HD-02

③ダンシング KC-HD-03
④2ハンズ KC-HD-04
⑤ローカルボーイ KC-HD-05

④③ ⑤①
② ⑥

⑦ ⑨ ⑩
⑧

⑦モンキー KC-MD-MKH
⑧フラガールA KC-MD-HGP
⑨KCウリウリガール KC-MD-UL
⑩ナメレ オ ハワイ　 KC-MD-NH

①ウクレレガール KC-MD-UG 
②ローカルボーイ KC-MD-LB
③ゲッコー KC-MD-GK
④ティキ KC-MD-TK
⑤マノ KC-MD-MN
⑥ホヌ KC-MD-HN

■ダッシュボードドールMINI　H10cmxW5cm　各￥1,550

Lサイズ H14cmxW8cm 各￥2,200　Sサイズ H10cmxW5cm 各￥1,650

ダッシュボードフラガール
トップレス 
品　番：CF-DG-E
サイズ：W7.5×D7.5×H17cm
素　材：レジン
価　格：¥1,800

②① ③
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INTERIOR & music

ポーセリン　LEDホルダー　　　
ハワイアイランド
品　番：IH-PLH-HI
規　格：直径12.1×H8.5cm
価　格：¥4,800
●磁器製　単４電池４本使用（付属しません）

ポーセリン　LEDホルダー　　　
プルメリア
品　番：IH-PLH-PL
規　格：直径12.1×H8.5cm
価　格：¥4,800
●磁器製　単４電池４本使用（付属しません）

ポーセリン　LEDホルダー　　　
パームツリー
品　番：IH-PLH-PT
規　格：直径12.1×H8.5cm
価　格：¥4,800
●磁器製　単４電池４本使用（付属しません）

ポーセリン　LEDホルダー　　　
トロピカルガーデン
品　番：IH-PLH-TG
規　格：直径12.1×H8.5cm
価　格：¥4,800
●磁器製　単４電池４本使用（付属しません）

トロピカルナイトライト 
　ティキ
品　番：KC-TNL-TK
規　格：H12×W8×D4.5cm
価　格：¥3,200
●ソケット部分を含む／木製

トロピカルナイトライト 
　パームツリー
品　番：KC-TNL-PT
規　格：H12×W8×D4.5cm
価　格：¥3,200
●ソケット部分を含む／木製

トロピカルナイトライト 
　ハイビスカス
品　番：KC-TNL-HB
規　格：H12×W8×D4.5cm
価　格：¥3,200
●ソケット部分を含む／木製

トロピカルナイトライト 
　ホヌ
品　番：KC-TNL-HN
規　格：H12×W8×D4.5cm
価　格：¥3,200
●ソケット部分を含む／木製

NEW

　★CD５００タイトル以上在庫あり、詳細はHPをご覧下さい。

アロハフローラルウクレレ
グリーンレッド：KC-UK-#41026
　　ブルー　　：KC-UK-#41027
　ブラウン　　：KC-UK-#41028
規　格：L53.5cm 
価　格：¥3,800

グリーンレッド：KC-UK-#41026
　　ブルー　　：KC-UK-#41027
　ブラウン　　：KC-UK-#41028

ケイキウクレレ
ホヌブルー：KC-UK-#41076
ホヌピンク：KC-UK-#41077
規　格：L43cm
価　格：¥3,800

ウクレレ　アイランドチェーン
品　番：CF-UK-IC
規　格：L51cm
素　材：天然木・ナイロン弦
価　格：¥4,000

ウクレレ ホヌライン
品　番：CF-T6594
規　格：L51cm
価　格：¥3,800

HAWAIIAN CD 価　格：¥2,700～

トロピカルナイトライト 
　フラガール
品　番：KC-TNL-HG
規　格：H12×W8×D4.5cm
価　格：¥3,200
●ソケット部分を含む／木製
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INTERIOR & accessory

アルミ製ハワイアンライセンスプレート
アロハ
品　番：IH-LP-AL
規　格：W30.5×H15.2cm
価　格：¥1,500

アルミ製ハワイアンライセンスプレート
キング
品　番：IH-LP-KG
規　格：W30.5×H15.2cm
価　格：¥1,500

アルミ製ハワイアンライセンスプレート
ヴィンテージハワイ
品　番：IH-LP-VH
規　格：W30.5×H15.2cm
価　格：¥1,500

アルミ製ハワイアンライセンスプレート
フラハニー
品　番：IH-LP-HH
規　格：W30.5×H15.2cm
価　格：¥1,500

スノードーム パームツリー
品　番：CF-SD-503
サイズ：ドーム直径4.5×W4.5×H7cm
価　格：¥1,800

スノードーム ウクレレ
品　番：CF-SD-504
サイズ：ドーム直径4.5×W4.5×H7cm
価　格：¥1,800

スノードーム フラガール
品　番：CF-SD-501
サイズ：ドーム直径4.5×W6×H7cm
価　格：¥1,800

スノードーム パイナップル
品　番：CF-SD-505
サイズ：ドーム直径4.5×W4.5×H7cm
価　格：¥1,800

スノードーム イルカ
品　番：CF-SD-502
サイズ：ドーム直径4.5×W4.5×H7cm
価　格：¥1,800

スノードーム イルカ＆ホヌ
品　番：CF-SD-581
サイズ：ドーム直径4.5W×6×H7cm
価　格：¥1,800

■フラワークロック（香りつき）
①プルメリアホワイト ACE-FC-PLW
②ハイビスカスイエロー ACE-FC-HIY
③ハイビスカスピンク ACE-FC-HIP
H11.5cmxW11.5cm・レジン
各￥2,600

① ②
③

プルメリアの香りつきのクロック。
さりげなく香る甘い香りが、お部屋を華やかに。
Pick The Hawaii の定番人気商品。

Flower Clock 

③ ④

②

⑤ ⑥

④ ⑤

① ③②

⑥

③
① ② ④

QUIKOIN
取り出しやすくこぼれない !!
アメリカで最もポピュラーな
Quikey 社製コインケース。 made in USA

①

■コインケース　各¥600
①イエロー RD-CC-YEL
②パープル RD-CC-PUR
③ブルー RD-CC-BLU
④レッド RD-CC-RED
⑤オレンジ RD-CC-ORN
⑥グリーン RD-CC-GRN
サイズ：W8×H５cm
ラバー製

①SURFING RD-PA-SUR
②ALOHA RD-PA-ALO
③ LOVE HULA RD-PA-LOV
④ LOCO WAHINE RD-PA-LOW
⑤SUNSET RD-PA-SUN
⑥Rainbow RD-PA-RB

⑥

■KEY CAP　各¥600
B SET RD-KP-B

■KEY CHAIN　各¥600
①サンセットイエロー RD-KC-SYL
②サンセットブルー RD-KC-SBL
③レインボーイエロー RD-KC-RYL
④レインボーグリーン RD-KC-RGR
サイズ：約W6.5×約H6.5cm

■パッチ　
①～⑤¥600 サイズ : 約W８×約H5cm
   ⑥　 ¥300 サイズ : Ｗ４×Ｈ2.5cm
●アイロンで接着できます

Out of
 Stock
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INTERIOR & Toy

ウッドフォトフレーム 
ホヌ
品　番：CF-R5151
規　格：W18.5×H20×1.4cm
価　格：¥3,500

ガラスフォトフレーム　　　
ミラープルメリア
品　番：KC-GP-MP
規　格：W23×H18cm
価　格：¥1,800

トロピカルカーブウッドフォトフレーム
プルメリア
品　番：KC-CWF-PL
規　格：W23×H18cm
価　格：¥3,500

ウッドフォトフレーム 
パイナップル
品　番：CF-R5152
規　格：W18.5×H20×1.4cm
価　格：¥3,500

ウッドフォトフレーム　
ガーデン  
品　番：CF-R5158
規　格：W23.5×H18.5×1.4cm
価　格：¥3,700

フラワーフォトフレーム　
プルメリア  
品　番：CF-K2194
規　格：H17.5cmxW21.5cm 
価　格：￥2,800
●繊細なハワイアンフラワーの彫刻にハンドペイン
トが上品なフォトフレームです。

フォトスタンド
パームフラワー
品　番：KC-PF-PT
規　格：H14cmxW19cm
価　格：¥2,200

ガラスフォトフレーム
ピンクプルメリア
品　番：KC-GP-PP
規　格：H23×W18cm
価　格：¥1,800

ガラスフォトフレーム
ミラーホヌ
品　番：KC-GP-MH
規　格：W22.8×H18×D0.7cm
価　格：¥1,800

ガラスフォトフレーム
アロハハワイ
品　番：KC-GP-AH
規　格：H23×W18cm
価　格：¥1,800

ガラスフォトフレーム 
グリッダープルメリア
品　番：KC-GP-GP
規　格：W23.5×H18.5×1.4cm
価　格：¥1,800

ガラスフォトフレーム
サンセット
品　番：KC-GP-SS
規　格：W23×H18cm
価　格：¥1,800

ガラスフォトフレーム 
イエロープルメリア
品　番：KC-GP-YP
規　格：W23×H18cm
価　格：¥1,800

①プルメリアホワイト L ACE-PF-PLWL
②プルメリアホワイトSACE-PF-PLWS
③プルメリアピンク L ACE-PF-PLPL
④プルメリアピンクS ACE-PF-PLPS
素材 : レジン

Flower  Frame
■フォトフレーム（香りつき）
L サイズ H14cmxW17cm 各￥1,800
Sサイズ H11cmxW14cm 各￥1,500　

① ②

③ ④

プルメリアの香りつきのフォトフレーム。
さりげなく香る甘い香りが、お部屋を
華やかに。
Pick The Hawaiiの定番人気商品。

NEW

DOG1
品　番：BL-HA-PU
規　格：全長20cm

コレクティブアニマルズ

モンクシール
品　番：BL-HA-MS
規　格：全長20cm

ホヌ
品　番：BL-HA-HN
規　格：全長20cm

カニ
品　番：BL-HA-HC
規　格：全長20cm

タコ
品　番：BL-HA-OP
規　格：全長20cm

★ハワイで大人気のコレクティブルアニマルズ。パスポートには、それぞれ世界にひとつだけのシリアルナンバーがついてます。　
各¥1,800
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 toy

ゲッコー
品　番：BL-HA-HO
規　格：L26×W14×H4.5cm

ロバ
品　番：BL-HA-RB
規　格：全長20cm

DOG2 ブラウン
品　番：BL-HA-IL
規　格：全長20cm

ホース
品　番：BL-HA-HH
規　格：全長20cm

ねこ
品　番：BL-HA-NI
規　格：L10×W12×H20cm

タレント梨花のブログで紹介されて以来、大ブレイク！ハワイでも品薄状態。
ハワイChifly社製の本物はPick theHawaii が独占輸入販売しております。

② ③ ④①

② ③①
■ I ♡ Hawaii Bear Collection キーチェーン
①ホヌブラウン CF-98-HNB  ②ホヌピンク CF-98-HNP ③ホヌグリーン CF-98-HNG
H4×W9cm 各 ¥1,000
※入荷時によって色の濃淡のバラつきがあります。

❶ホヌS　ブルー
品　番：CF-TY-T6466SB
❷ホヌS　グリーン
品　番：CF-TY-T6466SG
❸ホヌS　ピンク
品　番：CF-TY-T6466SP
サイズ：18cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥1,800

ホヌM　グリーン
品　番：CF-TY-T6466MG
サイズ：28cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥3,200

ホヌM　ブルー
品　番：CF-TY-T6466MB
サイズ：28cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥3,200

Soft Toy

❸
❷

❶

パイン　ドール
❶ピンク　　CF-TY-T6475P
❷イエロー　CF-TY-T6475Y
サイズ：19cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥1,800

❶ ❷

パイン　マグネット
❶ピンク　　CF-MG-T6480P
❷イエロー　CF-MG-T6480Y
サイズ：H7cmxW5.5cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥900

❶ ❷
❶ ❷

パイン　キーチェーン
❶ピンク　　CF-60-PK
❷イエロー　CF-60-PI
サイズ：H7cmxW5.5cm
素　材：ポリエステル
価　格：¥900

■Tシャツベアーキーホルダー
①ピンク CF-TB-PK  ②イエロー CF-TB-YEL  ③レッド CF-TB-RD  ④ネイビー CF-TB-NV
 H9cmxW9cm 各 ¥1,000

I♥ Hawaii Bear Collection

NEW
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HAWAIIAN kitchen

フラハニーマグカップ
品　番：IH-HH-MG
規　格：H9cmxW8cm
価　格：¥1,500

アイランドフラハニーマグ
カップ
品　番：IH-HH-MGPK
規　格：直径9cm　W8.5cm
価　格：¥1,500

HPD(Honolulu Police 
Dept.)
マグカップ　HPD
品　番：IH-MC-HPD
規　格：直径8.5cmxH9.5cm
価　格：¥1,500

Duke's Ocean Fest
マグカップ　DUKE
品　番：IH-MC-DK
規　格：直径8.5cmxH9.5cm
価　格：¥1,200

マグカップ アイランドマップ
品　番：BL-MC-IM
規　格：H9×直径8cm
価　格：¥1.200

マグカップ ブルーホヌ
品　番：BL-MC-HB
規　格：H9×直径8cm
価　格：¥1,200

HID マグカップ Mea Hula
品　番：HID-HMG-001
規　格：直径8.7×H9cm
価　格：¥1,400

HID マグカップ Hawaiian
品　番：HID-HMG-002
規　格：直径8.7×H9cm
価　格：¥1,400

サーフボードマグカップ
品　番：IH-MG-SB 
規　格：H9cmxW8cm
価　格：¥1,500

ワイルドサーフマグカップ
品　番：IH-MG-WS
規　格：H9cmxW8cm
価　格：¥1,500

キルトミトン 
ハイビスカス：CF-H621
モンステラ　：CF-H631
ブレッドフルーツ：CF-H651
サイズ：W20×L28cm
材　質：ポリコットン
価　格：各¥1,800

キッチンセット
 フラハニー
品　番：IH-3KS-IHH
価　格：¥2,400
●ミトン、鍋つかみ、タオルの
　3点セット

キッチンセット
 ハワイアンアドベンチャー
品　番：IH-3KS-HWA
価　格：¥2,400
●ミトン、鍋つかみ、タオルの
　3点セット

キッチンセット
 フラ
品　番：IH-3KS-HUL
価　格：¥2,400
●ミトン、鍋つかみ、タオルの
　3点セット

キッチンセット
 ハイビスカス　レッド
品　番：IH-3KS-HBR
価　格：¥2,400
●ミトン、鍋つかみ、タオルの
　3点セット

キルトレターホルダー 
ハイビスカス：CF-H625
モンステラ　：CF-H635
ブレッドフルーツ：CF-H655
サイズ：W20×L42cm
材　質：ポリコットン
価　格：各¥2,800

キルト鍋つかみ 
ハイビスカス：CF-H622
モンステラ　：CF-H632
ブレッドフルーツ：CF-H652
サイズ：W20×L24cm
材　質：ポリコットン
価　格：各¥1,800

① ②

ボトルオープナー
①アロハハワイ：KC-BO-AHI
②ティキバー　：KC-BO-TKB
サイズ：W5×L13cm
材　質：樹脂
価　格：各¥1,600

ショットグラス　
フラガールハワイ
品　番：BL-SG-HGH

ショットグラス　
ホヌレインボウ
品　番：IH-SG-HNR

ショットグラス　
フローラルアイランド
品　番：BL-SG-FLI

ショットグラス　
ティキハワイ
品　番：BL-SG-TKH

ショットグラス　
ハワイアイランド
品　番：BL-SG-HII

　価　格：¥800　サイズ：口径4.8×H8　1Oz 入り　材　質：ガラス　＊耐熱ガラスではありません

NEW

NEW NEW NEW NEW
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ホヌマグカップ
①ホワイト IR-MG-HW
②ブラック IR-MG-HB
規　格：直径8cm×H 8cm
価　格：¥1,000

モンステラマグカップ
①ホワイト IR-MG-MW
②ブラック IR-MG-MB
規　格：直径8cm×H 8cm
価　格：¥1,000

②

① ④
③

日常も楽しくなるようなテーブルウェア。
こんなかわいいキッチングッズに囲まれれば、
あなたも楽しいティータイム

Table WearTable Wear

① ② ③
■ロンググラス
①ホヌ IR-LG-HN 　
②モンステラ IR-LG-MO
③キルト IR-LG-QL
規　格：直径7.5cmxH15cm　
価　格：各￥1,200
★350cc入ります。

①
②

③ ④
■ラバーコースター
①モンステラグリーン PH-CT-MO
②モンステラブラウン PH-CT-BRW
③ホヌブルー PH-CT-HNBL
④ホヌピンク PH-CT-HNPK
H9.5cmxW10cm・ラバー
各￥430

ミルキーマグ
①レインボードライブイン FK-MG-RD
②フラガール FK-MG-FG
③アイランドチェーン FK-MG-IC
④アイランドフレッシュ FK-MG-IF
直径8cmxH9cm
各￥1,800

■サーフカップル 
　ソルト＆ペッパー
CF-SP-T6033
7×9.3×3.3cm
¥1,800
●台座にマグネットつき
●入荷時期によって
カラーが異なる
場合があります。

■パイナップル 
　ソルト＆ペッパー
CF-SP-T6248
7×9.3×3.3cm
¥1,800
●台座にマグネットつき

by Pick 

 the Hawaii

★スタッキング（積み重ね）できるので、収納スペースも取りません♪ 
デザインは全 4種類。

①

② ③

④

Pick the Hawaii オリジナルのハン
ドタオルは、普段使いはもちろん、
プレゼントにも大好評です。

Hand Towel

■ハンドタオル
①モンステラオリーブ PH-HT-MOOL
②プルメリアイエロー PH-HT-PLYL

H20cmxW20cm
綿100％
各￥400

②

①

②

⑤

⑧

①

④

⑦

③

⑩

⑥

⑨

ランチョンマット
H29cmxW44cm
各￥900

①レイ BL-LM-LEI   
②ピンクハイビスカス BL-LM-PHB  
③ピカケ＆パームツリー BL-LM-PPL 
④バナナリーフ・グリーン IH-LM-9  
⑤プルメリア BK-LM-PLL 
  

⑥アイランドチェーン BK-LM-IC  
⑦ナンバーズ BK-LM-NB 
⑧シーライフ BK-LM-SL  
⑨アイランドクリーチャーズ BK-LM-CR 
⑩シーシェルズ IH-LM-SSL　

【使用上のご注意】
ガラス製ですが、耐熱ガラスではご
ざいません。電子レンジでのご使用
は出来ませんので、ご注意下さい。

NEW

NEW
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※ハンドメイドのため、サ
イズにばらつきがあります。
※「キルト」柄は、時期に
より変更になる場合があり
ます。

■ウッドコースター
①ティキ　KC-WC-TK　
②ホヌ＆プルメリア　KC-WC-HP　
③バードオブパラダイス　KC-WC-BP　
④モンステラ　KC-WC-MO　
⑤プルメリアカール　KC-WC-#70381
価　格：各¥3,000　
サイズ：W9cm×H9cm
●各4枚セット

① ②

③

④

アカシアボウルLサイズ 
パイナップル
品　番：BL-AB-PNL
サイズ：L33×W20×H5cm
価　格：¥5,700

①

②

サラダやポキ、ポップコーンなどをいれれば
テーブルが一気にHawaiian Luauに大変身！

⑤

アカシアボウル Sサイズ
①パイナップルS :BL-AB-PNS
サイズ：L25.5×W11.5×H5cm
②ホヌS：BL-AB-HNS
サイズ：L20×W15×H3.8cm
価　格：各¥2,000

① ②

③

アカシアボウル ミニトレイ
①ホヌミニ :BL-AT-HN
サイズ：L17.8×W12.5×H2.5cm
②ウクレレミニ：BL-AT-UK
サイズ：L18.5×W9×H2.5cm
③パイナップルミニ：BL-AT-PN
サイズ：L20×W10.5×H1.5cm
価　格：各¥1,300

①①

②②

①①

カッティングボード　　　
パイナップル
品　番 :BL-31513
サイズ：L30×W18×H2.5cm
価　格：各¥2,800

コースター4枚セット　
　モンステラ
品　番：RM-CT-MO
価　格：¥2,000
サイズ：L21.5×W8cm
材　質：ポリコットン  ★ 4枚セット

価　格：各¥500   サイズ：255.4cm角　パッケージサイズ：12.5cm
角
材　質：紙　　　★20枚入り（3枚重ね）

コースター4枚セット　
　パイナップル
品　番：RM-CT-PN
価　格：¥2,000
サイズ：L21.5×W8cm
材　質：ポリコットン  ★ 4枚セット

コースター4枚セット　

NEW NEW

NEW

ティキタトゥー
品　番：IH-NAP-TKT

ハワイアンアドベンチャー
品　番：IH-NAP-HWA

ヴィンテージハワイ
品　番：IIH-NAP-VHI

フラハニー
品　番：IIH-NAP-IHH

①

②

③

④

ペーパーナプキン

直径10cmxH3cm
各￥1,200
モンキーポット

モンキーポット
スモールボウル
①ホヌ AK-SB-HN 
②フラガール AK-SB-HG
③キルト AK-SB-QL
④サーファー AK-SB-SF
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M SM S

Rainbow Drive ‒In Pancake Mix 
ハワイを代表するプレートランチの名店
Rainbow Drive-In。
ハワイとはいえ、やはりアメリカ。
ブレックファストの人気メニューは、パンケーキ。
Rainbow Drive-In の味そのままをお届けします。

レインボードライブインパンケーキミックス M ¥900 /Lot15
PMX-RD-M　内容量500g

ALOHA!!
ハワイから来たハワイアンレインボービーズです。
オアフ島とハワイ島にある、トロピカルフルーツの
農場が私たちの家。
空には、毎日キレイな虹がかかるので、ハワイアン

レインボービーズと名付けられました。蜂蜜の元になる、色鮮やか
なたくさんの花が咲いています。
米国農務省から有機農法農場の承認を受けていますから、安心安全。
デリシャスでフレッシュなハチミツは、天然酵素を含み、消化に優
しい食品です。
酸化防止剤等の添加物は一切使用しておりません。

ハワイアンレインボービーズ

ハワイアンレインボウビーズ
オヒアレフア 

ハワイアンレインボウビーズ
レインボウブロッサム 

ハワイアンレインボウビーズ
マカダミアナッツ 

ハワイアンレインボウビーズ TIKI
レインボウブロッサム　RB-RBH-T 　¥1,700
マカダミアナッツ　　　RB-MNH-T　¥1,700
オヒアレフア　　　　　RB-LFH-T　  ¥1,700
内容量：252g

ハワイアンレインボウビーズ
Sサイズ 3本セット¥2,800
■レインボウブロッサム■マカダミアナッツ
■レフア
品　番：RB- ３ST　内容量：57gx ３S ：57 g  M：227g  L：340g

M

Days of Aloha
ハニーキーホルダー
品　番：PH-KC-HB
サイズ：ボトルサイズ 約 5.5cm
価　格：￥900

ハワイアンフードストラップ
パンケーキ
品　番：PH-ST-PC
規　格：直径4cm
価　格：¥700

2015年夏入荷！

NEW NEW

RB-RBH-S     
RB-RBH-M  
RB-RBH-L    

¥900 
¥1,600
¥1,900

S
M
L

RB-LFH-S     
RB-LFH-M  
RB-LFH-L    

¥900 
¥1,600
¥1,900

S
M
L

RB-MNH-S     
RB-MNH-M  
RB-MNH-L    

¥900 
¥1,600
¥1,900

S
M
L

NEW



35 

accessory

ナッツアバウトハワイキーチェーン
サーファー
品　番：KC-KCNH-SU
規　格：2.8×W3.5×8.5cm
価　格：¥900

ナッツアバウトハワイキーチェーン
シェイブアイス
品　番：KC-KCNH-SI
規　格：2.8×W3.5×8.5cm
価　格：¥900

ナッツアバウトハワイキーチェーン
フラダンサー
品　番：KC-KCNH-HD
規　格：2.8×W3.5×8.5cm
価　格：¥900

ナッツアバウトハワイキーチェーン
ウクレレプレイヤー
品　番：KC-KCNH-UP
規　格：2.8×W3.5×8.5cm
価　格：¥900

メタルライセンスプレートキーチェーン 
ハワイ
品　番：IH-LP-KCH
規　格：5.2×2.6×0.3cm
価　格：¥900

メタルライセンスプレートキーチェーン 
ハートオブハワイアロハ
品　番：IH-LP-KCA
規　格：5.2×2.6×0.3cm
価　格：¥900

ハイビスカス　
品　番：IH-SKC-HB
価　格：¥600

ホヌ　
品　番：IH-SKC-HN
価　格：¥600

アイランドフラハニー　
品　番：IH-SKC-IH
価　格：¥600

アロハ　
品　番：IH-SKC-AL
価　格：¥600

ウォリアストラップ
品　番：KC-13
規　格：L約 8cmウォリア色はおまかせ下さい。
価　格：各¥1,200

スリッパキーチェーン　　　
フラガール
ブルー　：CF-T6582-BL
グリーン：CF-T6582-GR
ピンク　：ICF-T6582-PK
サイズ　：L6×W４cm
価　格：各¥600

スリッパキーチェーン　　　
ハングルース
ブルー　：CF-T6584-BL
グリーン：CF-T6584-GR
オレンジ：CF-T6584-OR
サイズ　：L6×W４cm
価　格：各¥600

ウリウリガールキーチェーン　
グリーン：CF-T6518-GR
レッド　：CF-T6518-RD
イエロー：CF-T6518-YE
サイズ　：L6×W４cm
価　格：各¥600

ウクレレガールキーチェーン
グリーン：CF-T6315-GR
レッド　：CF-T6315-RD
イエロー：CF-T6315-YE
サイズ　：L11×W4cm
価　格：各¥600

ラゲッジタグ
ウリウリガール
品　番：CF-RT-UG
規　格：W8×H11cm
カラー：グリーン・レッド・イエロー
価　格：各￥1,000

①フラガール　    ：RM-OM-HG 
②ムームーガール：RM-OM-MG 
規　格：H12×W10cm 
価　格：各￥1,500

❶

❷

Fabric Ornament
材質：ポリコットン
※ドレスの色・柄はおまか
せください。

ラゲッジタグ
ライセンスプレート
①アロハ：IH-LT-LPAL
②ハワイ：IH-LT-LPHI
規　格：（本体）W10×H5cm
材　質：プラスティック
価　格：各￥1,000

❶

❷

■LED キーチェーン 
　　価　格：各￥600 
　サイズ：W5.2 X L 5.2 X D1cm
　素　材：プラスチック
①イエロー（赤いTIKI)                IH-KCLED-YE
②ホワイト (青いホエールテール）IH-KCLED-WT
③ピンク　（青いイルカ）               IH-KCLED-PK
④ブルー　（緑のホヌ）                  IH-KCLED-BL
★裏側のボタンを押すと、裾についた LED ライトがつきます。
★ボタン電池交換不可。

Key chain NEW スリッパキーチェーン 規　格：6.5×3.6×H1.2cm
●ハワイの砂入り
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ラゲッジタグUHロゴ
品　番：KC-LT-UHLG
規　格：W12.5×H10.5cm
価　格：¥1,600
●定期券が入る　5.3×7.5 の窓

ラゲッジタグ UHスクエア
品　番：KC-LT-UHSQ
規　格：W9.4×H9.4cm
価　格：¥1,600
●定期券が入る　5.3×7.5 の窓

UHキーチェーン
左：【ウォリアーズ】KC-KCUH-PW
　　規格：5.7×7cm　
右：【UHロゴ】KC-KCUH-PL
規 格：4.5×6cm　
価 格：各¥1.200

UHメタルキーチェーン
左：【ウォリアーズ】KC-KCUH-MW 
　　規格：3.5×４cm
右：【UHロゴ】KC-KCUH-ML 
　　規格：3×3.8cm　
　　価格：各¥1,200

UH PATCH
左：【ウォリアーズ】KC-PAUH-PW
　　規格：6.3×6cm　価格：¥800
右：【UHロゴ】KC-PAUH-PL
　　規格：6×4.5cm　価格：¥800
●アイロンでつきます

Fabric Ornament

UH  クーラーバッグ　
①24CAN クーラー BL-UH-24CC H33cmxW33cmxD30cm ￥3,600
② 6CAN クーラー BL-UH-6CC H21cmxW15cmxD18cm ￥2,000
※入荷時によって色は変わります。

UHエコバッグ
【UHロゴ】
品　番：KC-ET-UHLG
サイズ：H36xW32xD18（持ち手含まず）
価　格：￥1,000

トロピカル保冷バッグ
 UHプルメリア　S
品　番：KC-IB-UH-S
サイズ：W20.5×H23.5×マチ15cm
価　格：¥1,200 

Floor Mat
 UH
品　番：KC-FM-UH
サイズ：74.5×45×0.5vm
価　格：¥3,800 

トロピカル保冷バッグ
 UHプルメリア　M
品　番：KC-IB-UH-M
サイズ：W25×H30×マチ16cm
価　格：¥1,400  

UHエコバッグ
【UHモンステラ】
品　番：KC-ET-UHMO
サイズ：H36xW32xD18（持ち手含まず）
価　格：￥1,000

① ②

マグカップUHハワイ大学
品　番：BL-MG-UH
規　格：8.3×9.8cm
価　格：¥1,200

UH ネックストラップ
上【H】：KC-NSL-UHH
中【フローラル】：KC-NSL-UHF
下【アイランド】：KC-NSL-UHI
規格：H49×W2cm　
価格：各¥900 

Duke's Ocean Fest.
ベースボールキャップ DUKE
品　番：IH-CAP-DK
サイズ：フリーサイズ
価　格：￥2,800
●綿 100％

Duke's Ocean Fest.
サンバイザー DUKE
品　番：IH-SV-DK
サイズ：フリーサイズ
価　格：¥2,400
●綿 100％

Give Aloha Towel 
品　番：DT-GATW
価　格：￥1,600
●16cm角パッケージが広げると
　70cm×140cm　綿100％

UH ピンバッチ ロゴ 
品　番：KC-PB-UHLG
サイズ：W2.5×L2cm
材　質：メタル
価　格：¥600

UH ピンバッチ ヘルメット 
品　番：KC-PB-UHHM
サイズ：W2.5×L2.5cm
材　質：メタル
価　格：¥600

NEWNEW
NEW
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ヴィンテージポストカード
アーリーハワイ
品　番：BL-VP-EH
価　格：¥1,400
サイズ：W10×H15cm(10枚入 )

ヴィンテージポストカード
ヴィンテージアート
品　番：BL-VP-VA
規　格：W10×H15cm（10枚入り）
価　格：¥1,400

ヴィンテージポストカード
エリクソン２
品　番：BL-VP-E2
価　格：¥1,400
サイズ：W10×H15cm(10枚入）

ヴィンテージポストカード
エリクソン
品　番：BL-VP-EK
規　格：W10×H15cm（10枚入り）
価　格：¥1,400

ヴィンテージポストカード
アロハハワイ
品　番：BL-VP-AH
規　格：W10×H15cm（10枚入り）
価　格：¥1,400

ふせん ホヌスワール
品　番：IH-PI-HNS
規　格：Ｗ2×Ｈ4.5cm
価　格：¥600
● 50シート

ふせん プルメリアピンク
品　番：IH-PI-PLP
規　格：Ｗ2×Ｈ4.5cm
価　格：¥600
● 50シート

ふせんタブ
ティキバー
品　番：IH-PI-TBT
サイズ：W12×L6cm
　　　　タブの大きさ W2×H4.5
 タブ：20枚 X５種類
価　格：¥600

ふせん
フラワヒネ
品　番：IH-PI-HW
サイズ：W10.5 X H 7.5cm
価　格：¥600
● 50シート

ふせん
ラブリーフラハンズ
品　番：IH-PI-LHH
サイズ：W10.5 X H 7.5cm
価　格：¥600
● 50シート

ふせん
ウクレレセレナーデ
品　番：IH-PI-US
サイズ：W10.5 X H 7.5cm
価　格：¥600
● 50シート

ハワイアンルーラー（定規） 
①オーシャンブルーBL-RU-OC
②ベイビーホヌ BL-RU-HN
規　格：30cm
価　格：¥700

①

②

スノードームボールペン
フラハニー
品　番：IH-BP-SDIH
サイズ：直径２×L12cm
材　質：プラスティック
価　格：¥800
文字を書くと、ドーム部分が光ります。

スノードームボールペン
サーフ
品　番：IH-BP-SDSF
サイズ：直径２×L13cm
材　質：プラスティック
価　格：¥800
文字を書くと、ドーム部分が光ります。

ボールペン3本セット
フラハニー
品　番：IH-BP-3PHH
規　格：1本あたりW1.5×H14cm
価　格：¥1,800

NEW NEW NEW

NEW NEW

アロハ消しゴム
品　番：IH-ER-AL
サイズ：長さ20cm
価　格：¥8,640
●家、てんとう虫、取り、花の24本セット
●プラスチックのスタンドケース入り　
●1本あたり360円

アイランドレガシー
ポストカードセット5枚入
品　番：IH-ILPC-05 
規　格：H15cmxW10.5cm
価　格：¥600

ふせんタブ　
トロピカルトロリー
品　番：IH-PI-TTT
サイズ：W12×L6cm（タブの大

きさ W2×H4.5）
 （タブ：20枚 X５種類）
価　格：¥600

ふせんタブ　
ローカルワゴン
品　番：IH-PI-LWT
サイズ：W12×L6cm（タブの大

きさ W2×H4.5）
 （タブ：20枚 X５種類）
価　格：¥600

ふせんタブ　
オーシャンアニマルズ
品　番：IH-PI-OAT
サイズ：W12×L6cm（タブの大

きさ W2×H4.5）
 （タブ：20枚 X５種類）
価　格：¥600

① ② ③ ④

ギフトバック
（12枚セット） 
H24.5cmxW11.5cm
各 ¥600
①モンステラ
　IHGB-D
②プルメリア
　IHGB-PL
③アイランドフラハニー
　IHGB-IH
④ボールドアロハ 
   IHGB-BA

ふせん アイランドフラハニー、
トゥー
品　番：IH-PI-HHT
規　格：10.2×7.7×0.6cm
価　格：¥600
● 50シート

NEW
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コナサーフボード
品　番：IH-MGPF-KS

ヴィンテージハワイ
品　番：IH-MGPF-VH

ワイルドサーフ
品　番：IH-MGPF-WS

シーニックビーチ
品　番：IH-MGPF-SB

ケイキ　マグネット
品　番：左【ケイキウクレレ】KC-MGHK-KU
　　　　中【ケイキダンス】KC-MGHK-KD
　　　　右【ケイキポーズ】KC-MGHK-KP
規　格：長さ8cm
価　格：各¥900

オバマ　マグネット
品　番：左【ウクレレ】KC-MGOB-UK
　　　　右【サーフ】KC-MGOB-SF
規　格：長さ7cm
価　格：各¥900

①【ALOHA】IH-LP-MGA
②【HAWAII】IH-LP-MGH
規格：5×2.8cm　
価格：各¥600

① ②

2D マグネット　
　フラガール
品　番：KC-MG2D-HG
価　格：¥900
サイズ：約　H 7×W 6cm

2D マグネット　
　ハワイアンランズ
品　番：KC-MG2D-HI
価　格：¥900
サイズ：約 L12×W5cm

2D マグネット　
　ウッディーワゴン
品　番：KC-MG2D-WD
価　格：¥900
サイズ：約H7×W6cm

ロイヤルメール
品　番：BL-MAG1065

フラスカート
品　番：BL-MAG316

サーファーガール
品　番：BL-MAG278

アイランドチェーン
品　番：BL-MAG1015

ラインストーンマグネット
　フラハニー
品　番：IH-MGLS-HH
価　格：¥600
サイズ：W 8 X L 5.5cm
素　材：プラスティック

ラインストーンマグネット
　アロハ
品　番：IH-MGLS-AL
価　格：¥600
サイズ：W 8 X L 5.5cm
素　材：プラスティック

2D マグネット　
　ハワイアンビーチ
品　番：KC-MG2D-HB
価　格：¥900
サイズ：約　H7×W6cm

ヴィンテージマグネット 価　格：各¥800
サイズ：W8.5×L6.5cm

マグネットピクチャーフレーム 価　格：各¥800
サイズ：W7.5×H9.5cm

マグネット ライセンスプレート

NEW

NEW NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



hawaiian sticker & CAR GOODS

商品番号
STK-TR
STK-KK
STK-AH
STK-TR4
STK-TT
STK-HL4
STK-HL
STK-PH4
STK-MS4
STK-MS
STK-CDFP
STK-12
STK-13
STK-20
STK-21

商品番号
STK-34
STK-35
STK-PPB
STK-32
STK-SG

　商品名
ティアレ
キングカメハメハ
アロハホヌ
ティアレ4
ティキトーチ
ハングルース4
ハングルース
ピースホヌ４
モンステラ４
モンステラ
フローラルピース
プルメリア
ハイビスカス
HULA WAHINE
HULA WAHINE4

　商品名
３HONU
LEI HONU OHANA
ポイパプオンボード
LEI ALOHA
サーファーガール

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

⑯
⑰
⑱
⑲

　サイズ
H10cmxW10cm
H15.5cmxW7cm
H8cmxW14cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm
H7cmxW9.5cm
H9cmxW9cm
H9cmxW9cm
H10cmxW10cm
H10cmxW10cm

　サイズ
H16cmxW4cm
H28cmxW17cm
H9cmxW17cm
H7cmxW16cm
H9cmxW17cm

　価格
￥1,000
￥1,200
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,200
￥1,000

　価格
￥1,200
￥1,800
￥1,000
￥1,000
￥1,200

 カラー
オレンジ・白・黄・緑
赤・白・黄・黒
赤・白・緑・黒
赤・黄・オレンジ・緑
白
赤・白・黄・黒
赤・白・黄・黒
赤・白・緑・黒
緑・白・黒
緑・白・黒
緑・紫
赤・黄・白
赤・黄・白
白・赤
白・赤

 カラー
白・赤・青
黒・赤
赤・青・紫
赤
緑・オレンジ

① ②

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑧

⑩

⑨

⑦

⑳

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑲

⑪

ディスティーネーションステッカー ①ALOHA STK-DN-AL
② HAWAII STK-DN-HA
③HALEIWA STK-DN-HL
④ハワイ州旗
　品番： STK-CDHA　価格：¥800
   規格：W10×H8cm
⑤ Aunties ハワイ州旗
　品番：HWST-14　￥1,000
   規格：H19×W11cm

① ② ③

お問合せ・ご注文
■TEL  ：045-650-7705（10：00～ 18：00）   
■FAX：045-650-7706
●ホームページ　http://www.pickthehawaii.com

Pick The Hawaii【ピックザハワイ】
有限会社ハーベスト　〒231-0033　
神奈川県横浜市中区長者町2-5-14

⑱ ⑳

ハワイ州旗 Aunties ハワイ州旗

本カタログの価格は税抜表示となっています

オートデカール
　各￥1,500
①【ゴルフ】 AD-01   H10cmxW6cm 
②【スケートボード 】AD-02   H9cm×W4.5cm 
③【サーフガール】 AD-04   H9cm×W10cm
④【ロングボード 】AD-05   H8.5cm×W10cm 
⑤【ショートボード 】AD-06   H8cm×W9cm
⑥【ハイビスカスレイ】 AD-07   H10cm×W5.5cm 
⑦【シャーク】 AD-08   H8.5cm×W8.5cm
⑧【ハイビスカス】 AD-09   H7cm×W7.5cm 
⑨【ホヌ 】AD-10   H8cm×W9cm
⑩【アロハ】 AD-11   H10cm×W5cm
⑪【ハングルース】 AD-12   H10cm×W7cm
●アメリカ製
※立体的でクロームメッキがしてあります。全面接着
なので、従来（3点接着）のものより、はがれにくくな
りました。

①

②

③
④

⑤

⑩

⑦

⑧
⑨

⑥

⑪

①～③
規　格：W9×H5cm　
価　格：¥500

⑰⑯


