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本カタログに掲載されているアイテムの表示価格は、2014年4月1日
より適用される消費税率8％が含まれた総額表示となっております。



スト
ライプ柄

厚み
は2種類！

私たちのカラダは睡眠中に修復され疲れを癒し、

バランスをととのえています。人生の3分の1の時間を占める睡眠。

天然の調湿性と保温性にすぐれる

純オーガニックコットン寝具シリーズで心地よい眠りを。

寝具
bedding

薄まくら 6,480円
中綿600g：43×63／厚み10～11
厚まくら 8,424円
中綿900g：43×63／厚み13～14

まくら

貴重な仕立てのオーガニックコットン
100％のまくら。だんだん自分の頭や首
になじんで睡眠の質を変えてくれます

約（㎝）

43×63のピロー用　3,780円

タオルピローケース

肌あたりふっくらで気持ちいい

［茶］ 約（㎝）

43×63のピロー用　2,700円

平織ピローケース

シンプルだからこそ際立つ上質な風合い

［きなり・茶・ストライプ茶］ 約（㎝）

09 ダブル 17,280円
190×210（きなり・ストライプ茶のみ）

08 シングル 12,960円
150×210

平織掛ふとんカバー

フラットでなめらかな織りの上質なカ
バーで眠りがもっと快適に

［きなり・茶・ストライプ茶］ 約（㎝）

01 シングル 12,960円
140×200
02 ダブル 19,440円
180×230

綿毛布

大人気定番アイテム。極上のとろける
質感が魅力

［きなり・茶］ 約（㎝）
06 シングル 9,180円
140×190
07 ダブル 16,200円
180×210

タオルケット

しなやかなスーピマ綿のきなりとやわら
かな茶綿の風合いが人気

［きなり・茶］ 約（㎝）

04 シングル 8,964円
150×260
05 ダブル 11,880円
220×260（きなりのみ）

平織フラットシーツ

夏はさらりと、冬はふっくら天然の底力
がひかります

［きなり・茶］ 約（㎝）
10 シングル 8,100円
140×240
11 ダブル 14,580円
180×260

タオルシーツ

寒い季節はパイルのふっくら感で温か。
夏はさらりと快適！

［きなり・茶］ 約（㎝）

03 シングル 10,800円
140×200

三重織ガーゼケット

甘い織りのふんわりガーゼ生地の間
に、太めの強撚糸を中心に組み合わ
せ、軽やかに仕上げています。一年
中大活躍します

［きなり・茶］ 約（㎝）

01・02 06・07

08・09

10・1104・05

03

6,264円　73×127  ボックスタイプ　
［平織／きなり］
ベビーフィッティングシーツ

約（㎝）

※ベビー用は赤ちゃんのカラダをしっかり
支えられるよう綴じを増やしています

ス

ナッ
プ部分アップ

子どもの健やかな成長を見守り

ととのえる寝具は天然100％で。

ベビー・チャイルド 寝 具

ふわっふわのコットンを側地の上に幾層も重ね、

職人の経験とカンで頭部など

重心の偏る箇所の厚みを絶妙に調整、

純オーガニックコットンの糸でふとんを綴じ合わせ、

寝心地のよさを追求した究極のふとんです。

中綿がへたってきたら打ち直しも承ります。

メイド・イン・アースのふとんは

熟練の職人さんによる

貴重なオーガニックコットンの

仕立てふとんです

シングル 70,200円
掛ふとん、敷ふとん
ダブル 86,400円
掛ふとん、敷ふとん

大人用ふとん掛敷セット

側生地も中綿も天然無垢のオーガニック
コットン100％のふとん。吸放湿性にすぐ
れ温もりと弾力が睡眠の質をよくします

※おふとんはご注文を受けてからおつ
くりするためお届けには 2～ 3 週間か
かります
※おふとんは特注サイズも承っております

ダブル 　　　　　49,680円

100×210／重さ約7.25㎏（中綿6.6㎏）／
厚さ10～11

100×210／重さ約3.95㎏（中綿3.3㎏）／
厚さ5～6

シングル 　　　　　41,580円

シングル薄タイプ 30,024円

大人用敷ふとん

140×210／重さ約9.22㎏（中綿8.4㎏）／
厚さ10～11

約（㎝）
 

ダブル 38,880円

150×210／重さ約3.95㎏（中綿3.0㎏）／
厚さ5～6

150×210／重さ約2.75㎏（中綿1.8㎏）／
厚さ4～5

シングル 30,780円

シングル薄タイプ 25,380円

大人用掛ふとん

190×210／重さ約5.13㎏（中綿3.9㎏）／
厚さ5～6

約（㎝）

7,344円　85×115

ベビー綿毛布

楽しいキャラクターといい夢を

［夢のおまもり］ 約（㎝）

5,076円　70×100

綿毛布ハーフケット
（かぜ）

お出かけや持ち運びに便利

約（㎝）

11,880円　135×185
［平織／きなり］
チャイルド掛ふとんカバー

約（㎝）

7,128円　105×130
［平織／チェック茶］
ベビー掛ふとんカバー

約（㎝） 23,760円
135×185／重さ約2.37㎏（中綿1.8㎏）

チャイルド掛ふとん 約（㎝）

17,280円
95×120／重さ約1.27㎏（中綿0.9㎏）

ベビー掛ふとん 約（㎝）

19,980円
70×120／重さ約3.0㎏（中綿2.7㎏）

ベビー敷ふとん 約（㎝）

32,400円
90×185／重さ約4.94㎏（中綿4.5㎏）

チャイルド敷ふとん 約（㎝）

掛ふとん、敷ふとん、掛カバー（平織／
チェック茶）、ベビーフィッティングシーツ

42,120円
ベビーふとん４点セット

 

チャイルドふとん掛敷セット
 掛ふとん、敷ふとん53,784円

肩・脇をスナップではずせて 2 枚にな
るので、ねんねの赤ちゃんにも脱ぎ着
させやすいのが特徴。新生児から2
歳くらいまで活躍します

［0-2 歳］

02　50 -90／綿毛布生地・茶 5,076円
着丈52／身幅40

01　50 -90／ダブルガーゼ・ストラ
イプ茶 3,996円
着丈52／身幅40

スリーパー
約（㎝）

01 02

ギフトにも
人気！

5,076円　70×100

ベビー綿毛布
［きなり・茶］ 約（㎝）

ベビーカー用としても重宝

3,780円　70×100
［きなり・茶］
ベビー三重織ガーゼケット

約（㎝）

コンパクトに畳めて鞄にすっぽり

2 3



1.純オーガニックコットン100％

3.石油化学素材の不使用

2.つくり方もオーガニック

4.子どもたちも安心

【布ナプキンの選び方のPOINT!】

多い日用 取替え用

布ナプキン
cloth sanitary napkin

2,052円
本体ホルダー21×7／
パッド起毛19×6.5
各1枚

布ナプキン
昼用Ｓサイズ 約（㎝）

星 柄・茶
ハート柄・きなり
ハート柄・茶

05

06

07

1,296円
20.5×7

ストライプ・茶×起毛・茶
チェック・茶×起毛・茶

13

14

スリム布ナプキン 約（㎝）

厚手
1,080円
23 .5×26.5

薄手
972円
23 .5×26.5

起毛・茶
ストライプ・茶×起毛・茶
チェック・茶×起毛茶
起毛・茶
ストライプ・茶×起毛・茶
チェック・茶×起毛茶

17

18

19

20

21

22

三つ折り布ナプキン 約（㎝）

24 4枚セット 1,836円
起毛・茶／19×6.5

23 4枚セット 1,728円
平織・きなり／19×6.5

布ナプキン用パッド 約（㎝）

　 2枚セット 907円
平織・きなり、起毛・茶 各1枚／19×6.5

864円
16×6

ボーダー・茶×起毛・茶
ボーダー・グリーン×起毛・茶
天竺・きなり×平織・きなり
ガーゼ・茶×パイル・きなり
太ボーダー・茶×起毛・茶

08

09

10

11

12

リトル布ナプキン 約（㎝）

初めての方も上級者にも対応の豊富なバリエーション

メイド・イン・アースの布ナプキン

 

三つ折り薄手（チェック）×1、昼用レギュラーホルダー（茶）
×1、リトル布ナプキン（太ボーダー）×1、パッド平織（茶）×1

三つ折り薄手（ストライプ）×1、昼用レギュラーホルダー（きなり）×
1、リトル布ナプキン（ボーダーグリーン）×1、パッド平織（きなり）×1

チェック 3,456円

ストライプ 3,456円

トライアルセット

横モレも安心の昼用をメインに気軽に使えるセット。
軽い日はもちろん、パッドを組み合わせれば多い日も
安心。大人気のリトル布ナプキンはおりものシートとし
て生理でない日も重宝します

スリム布ナプキン（チェック）×1、リトル布ナプキン（太ボー
ダー）×1、パッド起毛（茶）×1

スリム布ナプキン（ストライプ）×1、リトル布ナプキン（ボーダー
茶）×1、パッド起毛（茶）×1

チェック 2,376円

ストライプ 2,376円

ライトセット

軽い日やおりもの用として、少なめの日や生理以外で
もお使いいただけるライトな感覚の布ナプキンセット。
布ナプキンのつけ心地を試してみたい方は、普段の
ショーツにセットしても◎

 

昼用レギュラーホルダー（茶）×1、夜用ロングホルダー（き
なり）×1、三つ折り薄手（ストライプ）×1、スリム布ナプキン
（チェック）×1、パッド平織（きなり）×2（茶）×1

6,156円
シフト5点セット

多い日でも軽い日でも、朝から夜まで丸 1日使える便
利なセットです。パッドも合計 3 枚あるので、量の調
節も自由自在。1日の経血量のパターンをつかんで
本格的にシフト！

昼用レギュラーホルダー（茶）×1、夜用ロングホルダー（きな
り）×1、三つ折り厚手（チェック）×1 薄手（ストライプ）×1、
スリム布ナプキン（チェック）×1、リトル布ナプキン（太ボー
ダー）×1、パッド平織（きなり・茶）×各1、パッド起毛（茶）×
4、ウォッシュヘルパー×1

9,612円
基本8点セット

メイド・イン・アースの布ナプキン全種類が試せるお
すすめセット。つけ置き洗剤「ウォッシュヘルパー」
もついています。気に入った布ナプキンを買い足し
ていきながら、自分らしい布ナプ生活に

昼用Sサイズホルダーハート柄（きなり・茶）×各1、スリム布
ナプキン（チェック・ストライプ）×各1、リトル布ナプキン（太
ボーダー・ボーダーグリーン）×各1、パッド起毛（茶）×6、
ウォッシュヘルパー×1

9,720円
準備セット

初めて生理を迎えるための準備にぴったりのセットで
す。小中学生や小柄な女性が使いやすいSサイズ、
スリム布ナプキンがメイン。キュートな柄で布ナプ＆
生理デビューも楽しくスタートできます

 

昼用レギュラーホルダー（茶）×3、夜用ロングホルダー（きな
り）×1、三つ折り厚手（茶）×1 薄手（茶）×1、スリム布ナプ
キン（チェック・ストライプ）×各1、リトル布ナプキン（ボーダー
茶・ボーダーグリーン）×各1、パッド平織（きなり）×5（茶）×
3、ウォッシュヘルパー×1、つけ置きホーローポット×1、液体
せっけん100mℓ×1

20,196円
スタートセット

さまざまな種類の布ナプキンがたっぷり＆つけ置きポッ
トまで！今日から完全に布ナプにシフトできます

 

天然自然な純オーガニックコットン。メイド・イン・アースの布ナプキンのよさは、

女性のカラダの自然に寄り添うこと。1998年から作りはじめた布ナプキンは

リニューアルを繰り返し、使いやすさと機能も充実しています。初めての布ナプ生活から

上質の純オーガニックコットンを使うことで、生理時の体調や経血の

状態、心のコンディションなどうれしい変化も大きいのです。

2.つくり方もオーガニック

上質の純オーガニックコットンを使うことで、生理時の体調や経血の

縫い糸から生地のすべてに

オーガニックコットンを使

い、色・製品・加工もすべ

て天然にこだわる安心感。

女性が最もデリケートになる時期に、大

切な体の器官に直結する粘膜部分にケミ

カルな素材が密着していることによるスト

レスは意外と大きいもの。布ナプキンを

使って、通気性をよくして心地よい肌

ざわりで生理期間を過ごしましょう。

メイド・イン・アースでは、製造工程で

も、無漂白、無染色、合成洗剤を使わ

ず、糸もノーワックス。とことんまでケミ

カルな要素を削ぎ落としています。

初 潮を迎えて間もない小 中 学 生の 頃

は、子宮や卵巣など女性にとって大切な

器官や機能を育む、とても重要な時期

です。子どもの肌にふれる素材こそよい

ものを。

その名のとおり、布でできた生理用ナプキン。使い捨て
ではなく、洗って繰り返し何度も使えます。女性の肌やカ
ラダ、環境、そしてお財布にもやさしい布ナプキンです。

1. ホルダーのポケットにパッドをさし込んでセットします。
2. パッドの面を上にしてショーツにのせます。3. 羽根やリ
ボンのスナップを留めて固定します。多い日はパッドの枚
数を増やして調節できます。

使い捨てナプキンは化学薬品と経血が混ざってニオイが
キツく感じるとも言われます。布ナプキンにしたら「ニオイ
が気にならなくなった」との声も。ビニール袋などで密閉
して持ち運べば安心です。

個人差がありますが、1日で本体ホルダー約2～4枚、パッ
ド約4～6枚、夜用をひと晩に1セットのご使用が目安で
す。量が少なくなるにつれ、枚数も減っていきます。

布ナプキンの中側にはさまれたタオル生地が経血を吸収し
ます。量によってパッドの数を増やしたり、ホルダーに三
つ折りタイプを重ねても安心です。防水シートなど化学繊
維を使用していませんので、多い日はこまめに取り替える
ことでモレを防げます。

※メイド・イン・アースでは、小中学校の保健教育向けに「布ナプキンお試しモニター」を随時募集しています。

使って
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昼用

昼用 昼用 夜用

軽い日用

軽い日用 軽い日用

軽い日用おりもの用

羽根の部分にかわいい柄入り

取替パッド（別売）をはさむポケット付。
柄と無地面のリバーシブル

三つ折りにし、使用面を折り返して使うタイプ

交換用の別売パッドセット。量に合わ
せてパッドを増やして調節

軽い日やおりもの用として活躍します。
柄と無地面のリバーシブル

おりもの用

大人気

※防縮加工をしていないため表記サイズより多少縮ます。4 5

身も心も軽やかに、“私”をリセットしましょ。

ムレやにおい、肌ストレスとさようなら。

生理が楽しみになる布ナプ生活、今日から始めませんか？

多い日用夜用

昼用 多い日用 昼用 多い日用

うしろモレも安心のロングタイプ。量の
多い日は昼用としてもおすすめです

スタンダードなスナップタイプ
パッドを入れる枚数で量に対応

ボーダー柄がキュートな1枚

布ナプキン昼用レギュラー
［無地］
1,944円
本体ホルダー23×8／
パッド平織19×6.5各1枚

約（㎝）

きなり
茶

01

02

布ナプキン昼用レギュラー
［ボーダー柄］
2,052円
本体ホルダー23×8／
パッド平織19×6.5 各1枚

約（㎝）

グリーン
茶

03

04

布ナプキン夜用ロング
2,160円
本体ホルダー37×8／
パッド平織19×6.5 各1枚

約（㎝）

きなり
茶

15

16

 布ナプキンって何？

 どうやって使うの？

 ニオイはしないの？

 どのくらい必要？

 モレないの？

お気に入りを

見つけるための

入門セットにも

軽い日や

おりもの用で

気軽に

始めたい方へ

朝から晩まで

丸1日しっかり

体験したい

方へ

全種類が

お試しできる

セットです

初経を

迎える

女の子へ

パーフェクトに

布ナプ生活を

送りたい方へ

目的別で選べる！ お得な布ナプキンセット 



Adatepe
エキストラバージンオリーブオイルシリーズ

【天然リンスがたっぷりの液体せっけん】

これ1本で洗濯、
食器洗い、掃除まで！

【How to 布ナプキンのお洗濯!】
■汚れを最初にこすり洗いせず、せっけ

んやウォッシュヘルパーを溶かした水

またはぬるま湯の中にそのままつけ置

きします。2時間以上で汚れがゆるんで

きます。※42℃以上のお湯だと血液が

固まって落ちにくくなります。

■汚れがゆるんだらつけ置き水をそっと

流しそのまま水かぬるま湯でもみ洗い

をして、しっかり汚れを落とします。汚

れが落ちきらない場合は、液体せっけん

を使ってしっかり汚れを落とします。

■よくすすいでから十分にしぼって脱水しましょう。そのままほかの洗濯

物と一緒に洗濯機に入れて、仕上げ洗いもおすすめです。※漂白剤の使

用は、生地の色や風合いを損ねる場合がありますのでご注意ください。

■太陽の光に当ててしっかり干して、乾かしましょう。

【How to 布ナプキンの持ち運び !】

布ナプキンを持ち運ぶ時は、大好き

なポーチやきんちゃく袋に入れて。使

用後の布ナプキンはニオイがほとん

ど気になりませんが、ジッパーつきの

ビニール袋の中に入れて持ち運べば

さらに安心です。

肌にふれる面も内側の吸収体も縫い糸も、すべて純オーガニックコットン100％で

できています。女性が最もデリケートになる生理中にこそ、純オーガニックコットンの

温もりとやさしさを。お洗濯して繰り返し使えるのでゴミも出ません。

昼用レギュラー・Sサイズ

布ナプキンに寄せられた

お客様の声

取っ手とフタつきで布ナプキンのお洗
濯のつけ置き用に大活躍！酸に強く火
にかけて煮沸消毒もできます（IH 対
応）。オリジナルキャラクターが底面に
描かれた楽しいポット

つけ置きホーローポット

容量2.8ℓ／本体：直径26.5（取手6.5含）×高
さ11.5／フタ：直径22×高さ4.8／重さ1.09㎏

5,076円  
［フタ付］ 約（㎝）

496円
炭酸ナトリウム／洗濯用、住居用

ウォッシュヘルパー

重曹やセスキ炭酸ソーダでも落ちない
血液などのタンパク質汚れをゆるませ
る炭酸ナトリウムです。つけ置きで汚
れがラクに落とせます。
生地のこすり洗いを
減らせて、布ナプ
キンも長持ち！

［300g］

496円
炭酸ナトリウム／洗濯用、住居用

ウォッシュヘルパー

ピローケースや衣類の皮脂汚れ、食
べこぼしや油汚れなどのタンパク汚れ
に強く、つけ置きするだけできれいに。
キッチンの油汚れなどの掃除にも使え
る万能洗剤です

［300g］

←つけ置きホーローポット底面

［全身用固形せっけん・オリーブオイル］

Adatepe エキストラバージンオリーブオ
イルを贅沢に使用。天然保湿成分の
オレイン酸たっぷり。オレイン酸は人の
皮脂成分に多く含まれるため、肌にな
じみやすく、乾燥や刺激から守るバリ
アの役目をします。おだやかでさっぱり
とした泡立ちで体を包み込み、しっとり
と洗い上げます。赤ちゃんから大人ま
で体や顔、髪にもお使いいただけます

まあるいせっけん

110g／エキストラバージンオリーブオイル・
天然水・苛性ソーダ・天然塩

820円  

Adatepe エキストラバージン オリーブオイル
500mℓボトル 3,780円
250mℓ缶 2,052円
50mℓミニボトル 648円
視察に訪れたスタッフが、その味に
一目惚れ。最高級のエドレミット種
は、芳醇な香りとさわやかな風味特
徴です。一番搾りオイルを特別に無
濾過でボトリングし、フレッシュな状
態でお届けするために空輸していま
す。そのままサラダやお料理に、ミ
ネラルたっぷりのコク深い味わいをお
楽しみください

ていねいにろ過・精製した天然のココヤシ油

を、食品添加物としても使われるほど純度の

高い苛性カリでケン化反応させます。丸一日

かけてゆっくり中和することで天然のリンス成

分・グリセリンが3％ほど含まれ、柔軟剤なし

でもふっくらやわらかな仕上がりです。ヤシカ

リせっけんは水に溶けやすく油汚れの洗浄力

が抜群。これ1本で洗濯、食器洗い、お掃除、

何でも使えます。

洗濯ではコットンはもちろん化

繊も、ウール、シルクはふっくら

やわらかく仕上がります。さら

にスニーカーなど汚れの大き

いものまですっきり。食器洗い

やキッチンのガンコな汚れ、ト

イレやお風呂掃除、床や網戸

など家中きれいになります。

大人気の
全身せっけん

ナチュラルライフの必須アイテム

10ℓキューブ　　　　 17,280円
約24×24×24

1.2ℓボトル　　　　　 3,024円

お試し用100mℓボトル　 540円

メイド・イン・アースの
液体せっけん

オーガニックコットンを洗うのに適した、
環境に負担をかけない液体の天然
せっけんです。少量で汚れ落ちがよく、
手荒れもしにくい、やさしい洗剤です

［洗濯、食器・住居用液体せっけん］
脂肪酸カリウム30%、純水70%

詰替用900mℓパック　1,836円
5ℓキューブ　　　　　 9,180円
約19×19×19

18ℓキューブ　　　　 29,160円
約29×29×29

約（㎝）

オリーブの実

一昼夜釜炊きして鹸化 1ヵ月ほど熟成させ出荷

贅沢な一番搾りオイル

トルコ・エーゲ海沿岸地域のアダテペ村にあるオリーブの伝統を守

り伝えるAdatepeオリーブ博物館。海と大地と空からの自然の恵み

たっぷり、無農薬・無化学肥料で育まれたエドレミット種のオリー

ブの実を、収穫後12時間以内にゴロゴロと石臼で挽き、昔ながらの

コールドプレス製法でぎゅっと搾ってオリーブオイルを作っています。

その芳醇でさわやかな香りの美味しいオリーブオイル。そして、そ

のオイルをを100％使用し、一昼夜釜炊きして作られる「まあるい

せっけん」。燃料はオリーブの枝。しぼりかすは堆肥に。地球から生

まれて地球に還る、素肌にも環境にもやさしいまあるい循環がうまれ

ています。使う人の素肌が喜ぶ純オーガニックなせっけんです。
型に流して乾燥させカット

石臼で挽いて圧搾
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［ 布ナプキン徹底解説！］

スナップボタン

外側
さらりとした平織り生
地で、無染色・無漂
白の天然のやさしい
色合いです

縫製
オーガニックコットン
100％の糸を使用。しっ
かりとしたロックミシン仕
上げでとても丈夫です

吸収体
吸収力にすぐれたオーガニックコッ
トンのパイル生地を2 枚はさみ込
みました。防水シートなどの石油
化学系物質は使用していません

裏側
裏側にもパッドを
さし込むことがで
き、厚みと吸収
力を調節できます

ポケット
表側にポケットが
ついていてパッド
がずれ落ちにくい
構造です

留めやすく着用時に気に
ならない小さなサイズで
す。プラスチックなので金
属アレルギーの方も安心

羽根
シンプルな無地の
ほか、ボーダー、星
柄、ハート柄などキ
ュートなものも

表面材…綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収体
（ポリアクリル酸ナトリウムなど）

吸収体…不織布、ポリエチレン
開孔フィルム

防漏剤…ポリエチレンフィルム、
ラミネート、不織布

ズレ止め材…ホットメルド粘着材

使い捨てナプキンは

便利なお洗濯アイテム

天然成分のみでできた

せっけんは、汚れ落ちもパワフル。

地球だけでなく、

素肌にもやさしい。

せっけん
soap

布ナプキンの洗濯以外にも使えます

和食にも
ピッタリ！



What's 重ねばき？

貴重な吊り編み機が生んだTシャツ

美と健康に関心の高い女性たちの間で大人気のくつしたの重ねばき。天

然の素材の靴下を何枚か重ねてはくことで、足元を常に温かい状態に

キープし、全身の巡りをよくして冷えをとる「冷えとり健康法」の一つで

す。メイド・イン・アースの純オーガニックコットンソックスは、天然の繊

維のよさを保つ製法で、吸放湿性や強度にすぐれています。

05　M 5,616円
着丈63／身幅46／肩幅41／袖丈56
06　L 6,156円
着丈69／身幅50／肩幅45／袖丈58

04　S 4,968円
着丈61／身幅40／肩幅35／袖丈55

ラフィ吊天竺Tシャツ

1 本の糸を丸胴でゆっくり編みたてた
すっきりシルエットの長袖 Tシャツ。糸
に負荷がかからずふくよかな質感とコ
シがあります。端正なシルエットです

［長袖きなり］

レディス メンズ

約（㎝）

レディス メンズ

02　M 4,644円
着丈65／身幅46／肩幅41／袖丈20
03　L 5,076円
着丈68／身幅50／肩幅43／袖丈20

01　S 4,104円
着丈61／身幅40／肩幅35／袖丈15

ラフィ吊天竺Tシャツ

紡績の際にこぼれ落ちたラフィ（落ち綿）
を使用した、ゆっくり編みのTシャツ。脇に
縫い目がないのでゴロゴロしません。Sサ
イズは襟が少し深くフェミニンなデザイン

［半袖きなり］ 約（㎝）
01 2,484円　34×146

素肌のマフラー

甘めのガーゼ生地を2 枚重ねたふくよ
かな風合いが魅力。きなりと茶、きな
りとグリーンを掛け合わせた淡いニュア
ンスカラーが個性的。防寒や日よけな
ど万能に活躍

［茶・グリーン］ 約（㎝）

03 1,620円　16×11.5

ドビー織ガーゼ・マスク

縫い糸まで純オーガニックコットン100％
の立体縫製マスク。鼻や耳、アゴまわ
りがチクチクせず保湿、保温性にすぐ
れています。風邪や花粉の季節に

［立体仕様／口当てガーゼ 1枚付］ 約（㎝）

時間をかけてゆっくり編みたて、独特のふっくらとした風合いが魅力のラ

フィ吊天竺Tシャツ。日本に300台しか現存していない吊り編み機でつくら

れています。生地を編む時に糸に過度なテンションをかけないので、常に

糸がリラックス。生地は重力で自然にまとまり、最後まで負荷がかかりま

せん。効率を追求した大量生産よりも、糸の編み上がるペースを大切に

したTシャツは丈夫で長持ちし、着込むほどに豊かな表情になります。

12・13

12・13

14

14

07

09 09

08

12 M 22～24 1,620円
13 L 25～27 1,620円

五本指ソックス

足指ひらいて健康増進。冷えとり
の重ねばきにもおすすめ

［きなり・茶・グリーン］

レディス メンズ

約（㎝）

05 レディス 22～24 1,296円
06 メンズ 25～27 1,404円

レギュラーソックス

足にぴったりフィットします

［きなり・茶・グリーン］

レディス メンズ

約（㎝）
10 レディス 22～24 1,080円
11 メンズ 25～27 1,296円

薄手ソックス

薄手でビジネスシーンにも活躍

［きなり・茶・グリーン］

レディス メンズ

約（㎝）

08 M 22～25 2,160円

パイルソックス

重ねばきにもおすすめ！ 厚手でパイ
ルの弾力感があり究極のあったかさ

［きなり・茶・グリーン］

レディス

約（㎝）

09 M 22～24.5 1,188円

アンクル丈ハイゲージソックス

薄手で軽やか、アンクル丈でさっぱり
とした履き心地

［きなり・茶］

レディス

約（㎝）

14 2,052円
12×37

レッグウォーマー
［起毛／きなり・茶］

レディス

約（㎝）

リブ編み×リンクス編みで表情豊か

07 M 22～24.5 1,728円

ラフィソックス

ふっくら厚めでカジュアルな質感。
重ねばきの4枚目、6枚目にも

［厚手／茶・グリーン］

レディス

約（㎝）

01～03

05・06 10・11

01～03 モデル身長161㎝ 着用サイズM 04～06 モデル身長161㎝ 着用サイズS

08　M 16,416円
上：着丈74／身幅52／肩幅40／袖丈52
下：ヒップ86～94／股下66
09　L 16,416円
上：着丈76／身幅55／肩幅43／袖丈53
下：ヒップ90～98／股下68

［ダブルガーゼ／茶］
ガーゼパジャマ
レディス

約（㎝）

シンプルな襟付きで飽きのこないデザ
イン。ふっくらとしたダブルガーゼ生
地は空気をたっぷり含み、まろやかな
着心地です。ウエストはゴムと綿テー
プで調整可能

08・09

07

07　フリー 9,504円
着丈95／身幅57／肩幅52／ 袖丈45

ガーゼチュニック
［ダブルガーゼ／茶］

レディス

約（㎝）

クルーネックでなめらかな肩のラインが
フェミニンな雰囲気のチュニック。レ
ギンスやルームパンツと合わせてお気
に入りの部屋着としてはもちろん、ア
ウターにも◎

04 280円　10.5×7（たたんだサイズ）

マスク用口当てガーゼ
［替 2 枚］ 約（㎝）

ドビー織ガーゼ・マスク専用。口当て
ガーゼを取り替えて口元を清潔に

02 1,728円　10×52

アームカバー
［薄手／きなり・茶］ 約（㎝）

天然のUVカットで日焼け対策に

08・09 ウエストは
ゴムと綿テープ
紐付き

01

01

02

02

03

04

地球からうまれたままのアースカラーを身にまとう。

洗練されたデザインのオーガニックファッション。

レディス衣類
ladies

雑貨・小物

紫外線や寒さ・暑さを調整し

 素肌を守るお役立ちアイテム。

くつした

素肌がのびのびと呼吸する、

純オーガニックコットンのルームウェア。

１日の疲れを癒し、明日への元気をチャージする、

ほっこり幸せなおうちタイムを応援します。

第2の心臓とも呼ばれる足元。

天然素材で冷えをとり巡りのよいカラダへ。

おうち、くつろぎスタイル
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［フライス／きなり］
14 4,644円
ウエスト73～90／ヒップ90～99／股下70

メンズインナーレギンス

縫い目は外側で肌あたりがスムーズです

メンズ

約（㎝）

［フライス／きなり］
15 M 3,672円
ウエスト74～83
16 L 3,672円
ウエスト83～94

メンズトランクス

スタンダードなボクサーブリーフタイプ

メンズ

約（㎝）

20 M 8,208円
ウエスト60～70／ヒップ86～94

重ね天竺レギンス
［90 スーピマ／きなり］

レディス

約（㎝）

薄手天竺生地の重ねがなめらかな質感

［カシュクールスーピマ天竺
／きなり］
06 M 7,128円
バスト79～87／アンダー66～71
07 L 7,128円
バスト86～94／アンダー72～77

カップ・ブラ

上質なシルクのような光沢となめらかな
質感の贅沢ブラ

レディス

約（㎝）

［スーピマ天竺／きなり］
08 M 3,564円
ヒップ86～94
09 L 3,564円
ヒップ90～98

ヒップハンガー・ショーツ

足周りにはレースゴムがあるため、フィッ
トしてずれにくい

レディス

約（㎝）

［カシュクール細ボーダー／
茶・グリーン］
01 M 6,912円
バスト79～87／アンダー66～71
02 L 6,912円
バスト86～94／アンダー72～77

カップ・ブラ

カシュクールの立体縫製で美しいバス
トをつくります。パッドは取り外し可能

レディス

約（㎝）

［細ボーダー／茶・グリーン］
03 M 3,348円
ヒップ86～94
04 L 3,348円
ヒップ90～98

ヒップハンガー・ショーツ

カジュアルでアウターに響かないボーイ
ズレングス

レディス

約（㎝）

純オーガニックコットンの糸をリブ状に編みたて、素肌にやさしくフィットします。

編み方で伸縮性を確保しているので、体型を選ばずにすっきり、まるで着てないかのようなナチュラルな着心地。

ふっくらとした厚みがあり、保温性も抜群です。

［フライス／きなり・茶］
07 M 4,968円
バスト79～90／アンダー66～75
08 L 4,968円
バスト88～98／アンダー74～85

ハーフトップブラ

ホールド感とリラックス感を両立し美し
いバストをつくります。アウターにも響き
にくい色合いと肩のこらない軽やかさ
が、オンにもオフにもおすすめ

レディス

約（㎝）

［フライス／きなり］
11 4,104円
ウエスト60～74／ヒップ86～98／股下62

レディスインナーレギンス

ふっくらやわらかく足腰を包みます

レディス

約（㎝）

［フライス／きなり・茶］
03 M 3,780円
着丈62／バスト79～90
04 L 3,780円
着丈64／バスト88～98

ノースリーブ

ふっくら着心地抜群のノースリーブは
素肌になじみ、薄手のアウターの下に
着るインナーとして最適です

レディス

約（㎝）

［肩紐調節付き・フライス
／きなり・茶］
05 M 4,104円
着丈62／バスト79～90
06 L 4,104円
着丈64／バスト88～98

キャミソール

胸元がやや深めでVネックやカットソー
などにぴったり。肩ひもの長さを調節
できるので体型を選びません

レディス

約（㎝）

18 M 3,024円
ウエスト60～84／丈29
19 L 3,240円
ウエスト70～94／丈34

17 S 2,808円
ウエスト55～74／丈22

腹まき

薄くて軽くて温かい。折っても長くのば
しても使えます。SはキッズもOK

［二重タイプ・きなり］

レディス メンズ

約（㎝）

※丈は二重折りの時の長さです

ごく細やかなリブ状に編みたてたフラットな質感のフライス生地。

ふくよかな肌ざわりの定番インナーです。

素肌に寄り添うように伸縮し、肌なじみのよさが魅力。

もう1 枚の素肌のように空気の層をつくり、

カラダを保温し体温を調整します。

［きなり］
13 M 2,808円
ヒップ86～94／股下9

リブ編みフィットショーツ

布ナプキンを装着できるよう、クロッチ
部分が二重になっています

レディス

約（㎝）

これ1枚でバストラインもすっきり

［きなり］
10 M 6,156円
着丈63／バスト79～87
11 L 6,156円
着丈64／バスト86～94

リブ編みカップ入りノースリーブ
レディス

約（㎝）

背中をしっかり
覆ってくれる！

12

13

14

15

14

20

21

01・02

07・08

03・04

15・16

17～19

05・06

09・10

11

10・11

01・02

03・04

08・09

05

06・07

［きなり］
12 M 4,860円
着丈63／バスト79～87／ゆき丈66

リブ編みロングスリーブ
レディス

約（㎝）

体にぴったりフィットするインナー

［きなり］
15 M 4,104円
ヒップ86～94／股下76

リブ編みインナーレギンス
レディス

約（㎝）

くるぶしまでしっかりカバー

［フライス／茶］
01 M 4,752円
着丈62／バスト79～87／袖丈49
02 L 4,860円
着丈64／バスト86～94／袖丈51

長袖インナーTシャツ
レディス

約（㎝）

定番インナーは安心の着心地

約（㎝）

ロングスカートやフレアパンツと相性◎

［薄手度詰天竺／きなり］
21 5,076円
ウエスト64～74／ヒップ86～98／股下30

ペチコートパンツ
レディス

［フライス／きなり・茶］
09 M 1,728円
ヒップ80～94
10 L 1,836円
ヒップ90～100

レディスショーツ

リピーターさん続出の履き心地

レディス

約（㎝）

バックスタイル

12・13

約（㎝）［1セット2枚］
05 864円　直径10cm
ポリウレタン68％、ポリエステル32％

ブラ用モールドパッド

まあるく美しいバストをつくる高品質の
モールドパッドです

レディスNEW

［きなり］
14 M 3,348円
ヒップ86～94／股下16

リブ編み三分丈
フィットショーツ

生理中のオーバーパンツやペチコート
代わりに。足回りの動きもスムーズ

レディス

約（㎝）

NEW
［薄手度詰天竺／きなり］
12 M 4,860円
着丈67／身幅48／肩幅44／袖丈18
13 L 4,860円
着丈70／身幅51／肩幅47／袖丈19

メンズインナーTシャツ

しっかりとした薄手の天竺生地。アウター
としてもおすすめのすっきりしたデザイン。

メンズ

約（㎝）

NEW

素肌に近いほど、純オーガニックコットンの

持ち味が生かされます。

上質の素材、最高のやわらかさの

自分をいたわるやさしいインナーシリーズ。

カラダにフィットする立体的な縫製で

ナチュラルなボディメイクを実現。

レディスインナー
ladies  inner

リブ編み生地

フライス生地

メンズ

10 11



赤ちゃんをやわらかい布で包み
大切に育てましょう。

01

01 50 -60　1,728円
9×7

ママ・コットン ミトン

赤ちゃんの可愛いおててをカバー

［ガーゼ］ 約（㎝）

02 50 -90 6,804円
着丈46／身幅40／袖丈26

ベビーパーカバスローブ
［0-2 歳／きなり・茶］

お風呂あがりなどに便利なフードつき。
ギフトにも大人気です♪

約（㎝）

04 50 -80 1,404円
6.5×29

ベビーレッグウォーマー

純オーガニックコットンのニットで編んで
いるのでふっくら、やわらかです

［0-2 歳・ラフィ／きなり×茶］約（㎝）

03 50 -70 10,584円
総丈63／身幅34／うしろ丈45.3／股下17.5

ブランケットカバーオール

フード付きで、頭から足もとまでを綿毛
布生地がすっぽり包んでくれます

［0-10 カ月／きなり・茶］ 約（㎝）

06 80 4,536円
総丈44／身幅26／ゆき丈20

05 70 4,536円
総丈42／身幅24／ゆき丈19

半袖ロンパース

ふっくらした質感で通気性がよいロン
パース。季節を問わず活躍

［ラフィボーダー天竺／茶］ 約（㎝）

08 50 -60 1,080円　
9×7

ベビーミトン

ひっかきを防止してお顔を保護します

［ラフィボーダー天竺／茶］ 約（㎝）

07 首周り23～28 1,728円

スタイ

出産祝いにも喜ばれます

［ラフィボーダー天竺／茶］ 約（㎝）

はいはいの時も
膝を守ります

10 大・小セット 1,944円
90×35、35×35

09 小2枚セット 1,296円
35×35

ベビー沐浴ガーゼ

甘い織りのガーゼ。赤ちゃんの入浴、
おしりふきやおっぱいの手入れに

約（㎝）

12 50 -60 3,132円
着丈50／身幅24

ベビーコンビ長肌着
［ふちどり：きなり・茶］

縫い糸までこだわり、縫い目も外側で
肌あたりなめらか。スナップ付きで足
がはだけず、お出かけ用にも人気

約（㎝）

11 50 -60 2,052円
着丈35／身幅24

ベビー短肌着
［ふちどり：きなり・茶］

赤ちゃんのために縫い目を外にして肌
あたりがよく、縫い糸もオーガニックコッ
トン。ヒモは成長に合わせ調節可能

約（㎝）

15 11-12（3-6ヵ月） 918円
14 9 -10（0-3ヵ月） 918円

ベビーソックス

赤ちゃんのファーストソックスに♪

［きなり・茶・グリーン］ 約（㎝）

13 首周り23～28 1,728円

スタイ

ニット×スムースのやわらか生地

［ハート柄・きなり］ 約（㎝）

乳幼児期はカラダや脳、神経が発達する大切な時期。特に素肌か

ら受ける刺激は赤ちゃんの成長に大きな影響を与えるといいます。や

わらかい肌着で赤ちゃんの全身をくるむことで、お腹の中にいるよう

な安心感と、リラックス感を得られて、素肌からのよい刺激を感じて

五感がのびのび育ちます。

02 内ベルトタイプ 70/80　3,564円
01 外ベルトタイプ 50/60　3,132円

おむつカバー

防水加工なし、ムレずにおむつかぶ
れ知らず！

［きなり］ 約（㎝）

10枚セット 8,640円
33×70

5枚セット 4,428円
33×70

ベビー布おむつ 約（㎝） 90 2,916円

トレーニングパンツ

タオル生地＆ニット素材のやわらかトレ
パン。吸収部分が 3層で安心です

［きなり］ 約（㎝）

5,076円　33cm幅×10m
ドビー織生地の反物

10mの反物から輪型おむつが 7 枚と
れて経済的

1,015円　60番500m

オーガニックコットン
縫い糸

ノーワックスの縫い糸です。
布おむつやその他裁縫にも

04 L 7,128円
バスト92～98／アンダー75～85

03 M 7,128円
バスト84～92／アンダー70～80

マタニティ授乳ブラ

妊娠中から授乳中まで、バストサイズ
の変化に対応するカシュクールタイプ。
母乳パッドと組み合わせられます

［細ボーダー／茶］ 約（㎝）

06 L 4,536円
腹囲84～108／ヒップ92～104

05 M 4,536円
腹囲68～100／ヒップ86～94

マタニティショーツ

リブ部分は伸ばすとおなかすっぽり。
折り返してお好みの長さに調節できます

［細ボーダー／茶］ 約（㎝）

授乳ブラに
装着できる！

13 -17 1,080円

チャイルドソックス

フィット感よくリブ状で 2～ 4 歳くらいま
で長く使えます

［きなり・茶・グリーン］ 約（㎝）

薄く軽くやわらかい
ドビー織り・輪型タイプ。
吸水性があり、乾きやすい！

02

03 05・06

05・06

09・10

14・15

02

04

07

08

11

12

13

0201

約（㎝）
1,296円 直径：約12.5

母乳パッド
［1セット2 枚／きなり・茶］

あふれる母乳をたっぷり吸収。立体
縫製で授乳中の乳首をやさしくカバー
します

03

05

12 13

素肌から感性が育まれる、成長の大切な時期。

赤ちゃんのために天然の質感を。

ベビー&キッズ
baby & kids

【HOW to 布おむつ】

■布おむつ育児には、輪おむつを30～40枚、おむつカバーを5〜6枚

用意しましょう（新生児は1日20回ほどおしっこをします）

■おしっこの量が少ない時は布おむつ1枚を長方形に折って使い、お

しっこの量が増えお尻が大きくなってきたら、1 枚のおむつを三角に

たたみ、その上にさらに1枚長方形に折った布おむつを重ねる2枚使い

がよいでしょう。

■お洗濯したおむつを干す際はなるべく太陽の光に当てて日光消毒

するのがおすすめです。

手づくりアイテム

布おむつ

マタニティキッズ



カンボジアの地雷原から地雷を除去し、その土地

を開墾してオーガニックコットンを育て、懐かしくて

新しいコットン産業をつくる—。地雷被害者の自立

支援、生業をつくり出すNPO法人Nature Saves 

Cambodia-Japan。メイド・イン・アースでは2009

年よりコラボブランド「WITH PEACE」を立ち上

げ、現地で織りや染めの指導・企画・販売を行い、

2012年には日本貿易振興機構（JETRO）の開発

輸入企画実証事業に採択されました。

手紡ぎ、手織り、天然の植物染め。

一つひとつ手づくりの、世界に二つとない

やわらかな風合いが、出会う人すべてを魅了します。

途絶の危機に瀕している日本のコットン。和綿を

有機栽培し、綿繰り、紡ぎ、織り、ガラ紡など、

畑から布をつくるまでのすべての技術を研究し、

ワークショップなどで伝えている鴨川和棉農園と

のコラボでうまれたブランドです。日本の気候風

土にあった独特の手ざわりと光沢は、ひと味もふ

た味も違い、素肌になじみます。

90×190 10,260円

34×156 5,292円

平織・大判（ピンク×ベージュ×黒）
平織・大判（きなり×黒）
綾織・チェック（黒×きなり）
綾織・空羽（ベージュ×きなり）
綾織（ライトグレー×オレンジベージュ）
綾織（ピンク×ベージュ）
平織・フチ（フチ黒×きなり）
平織・フチ（フチ黄×黒）

01

02

03

04

05

06

07

08

WITH PEACE クロマー 約（㎝）

62×166 6,372円

39×180 6,696円

37×200 6,048円

フェイスタオル 3,456円
37×74
ウォッシュタオル 2,376円
30×30

バスタオル 　　　　　6,048円
60×120

WITH PEACE タオル

ふっくらとした綾織りのタオルは、さらりと
した肌ざわりで軽くて乾きもよく、洗うほ
どにやわらかくなるやさしいタオルです

［綾織・太ボーダー／グレー×きなり］ 約（㎝）

M 3,132円
35.5×46.5

S 2,376円
27.5×34

WITH PEACE
ランチョンクロス

ランチョンマットやキッチンクロスとして
用途も多彩にお使いいただけます

［綾織・チェック／
きなり×ピンク×黒×黄］ 約（㎝）

WITH  PEACE

有機和綿十割「わ」

25,920円　  40×160

和綿マフラー

希少な在来綿を手紡ぎ手織りで。独
特の光沢と風合いがあります

［茶］ 約（㎝）

生地UP 生地UP

手紡ぎ糸をカンボジア
の天然の植物で染め
たやさしい色。丁寧
に手織りしたやさしい
風合いです
※クロマーとは、カンボ
ジア語で万能布という
意味です

01
02 03 04 05 06 07

08

08 平織・フチ着用

【What's ベンガラ染め？】

ベンガラは古くは旧石器時代の遺跡にも

見られる酸化鉄を利用した顔料で、赤、

白、黄、黒、紫など多彩な色を表現でき

ます。酸やアルカリにも強く耐光性、耐久

性にすぐれており、化粧品や鉄分補強の

健康食材にも使われる安全な塗料です。

ぬいぐるみ
キョリン
にぎジィ
ぶん太
ぶぶん太
ブグ

3,132円
1,296円
2,160円
5,400円
2,160円

12

13

14

15

16

オーガニックコットン本来の自然の色きなり、茶、グリーンをつ
かったかわいいぬいぐるみたち。ミニは手のひらサイズです

キョン（ミニ）
ききジィ（ミニ）
ぷん太（ミニ）
フク（ミニ）

1,404円
756円
1,188円
1,188円

17

18

19

20

04 1,080円　90×35
伝統的なからみ織りの、ほどよい泡立
ちと肌あたりでやわらかな洗い心地

［きなり・茶・グリーン］
ボディタオル

約（㎝）

06 756円　24×24
表がガーゼ、裏がタオル地のハンカチ

［ガーゼ面：茶・グリーン］
ガーゼタオルハンカチ

約（㎝）

05 540円　20×20
角がまあるくシンプルで使いやすい

［きなり・茶］
ミニハンドタオル

約（㎝）

07  大人用フリー　12,420円
着丈100／身幅69／袖丈52

バスタイム後のお手入れが楽しくなる
癒しのバスローブ。お風呂上がりはも
ちろん、リラックスタイムのルームウェア
としてもおすすめです

［きなり］
パーカバスローブ

約（㎝）

02  フェイスタオル 1,296円
74×34
03  ウォッシュタオル 756円
34×34

01  バスタオル 3,456円
120×60

「素の肌コットン」タオル
［きなり・茶・グリーン］ 約（㎝）

バスタイムは一日のつかれをいやすとても大切なとき。

お風呂でポカポカに温まったカラダに

ふわっふわコットンのほんわりとした温もりを。

中綿、縫い糸まで純オーガニック！

プレゼントやお土産に大人気、

絵画家・福田勝氏のオリジナルデザインです。

バス &タオル
bath & towel

ぬいぐるみ
nuigurumi

ぬいぐるみ
［ベンガラ染め］

ぽぽん太
ぽん太
ききん太
きん太

08

09

10

11

5,400円
2,160円
5,400円
2,160円

鼻を押すとキュキュッと鳴くコロンと
したブタのぽん太ときん太。抱きつ
くとうれしい兄貴分のぽぽん太とき
きん太。天然染料のベンガラで染
めた黄色とピンクです

メイド・イン・アースの原点とも言えるタ
オル。摘んだばかりのふわっふわオー
ガニックコットンボールをイメージした長
めのループでやさしく、温かい風合い
です。地色のきなりにふちのガーゼの色
を変えた高級感あふれるデザインです06
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おすすめです！

純オーガニックコットン製品、布ナプキン＆天然せっけん

メイド・イン・アースの
純オーガニックコットン基準

メイド・イン・アースでは、コットンをつくる人も、買う人も、健康で、笑顔で、
誰もが心地よくあってほしい、そう願っています。私たちメイド・イン・アースの「純オーガニックコットン製品」を

一般のコットンやオーガニックコットン製品と区別し、独自の基準を設けています。

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-19-30　平日 9：30～18：00
　  0120-697-510（お客様専用フリーダイヤル）
　  03-5701-6633　　 03-5701-6635TEL FAX

株式会社 チーム・オースリー

●メイド・イン・アースでは、全オーガニックコットン製品
と液体せっけんの製造工程や、オフィス・直営店舗で
使用する電力を、グリーン電力証書を導入することで、
グリーン電力に切り替えています。
●メイド・イン・アースの製品は、日本国内で製造してい
ます。社会貢献として海外製造をする製品に関して
は、フェアトレード精神のもと、しっかりとした管理をお
こなっています。
●タグや製品表示の紙、インクなども環境への配慮と
素肌への影響を考慮し素材を選んでいます。
●常によりよい製品づくりをめざし、天然素材のあるラ
イフスタイルの楽しさ、温かさをお届けします。

細かいところまで、
オーガニック

●コットンそのままの風合いを残すため、防縮・柔軟
加工等の化学処理加工はおこなっていません。
●縫製糸は、オーガニックコットン100％の縫い糸を使
用しています。
●機能上伸縮性が必要な箇所に天然ゴムやポリウレ
タンなどを使用する場合は、素肌に直接ふれないよう
に、オーガニックコットン糸でカバーリングしています。
●精錬やソーピングはお湯・水洗いが基本です。

化学的な薬剤処理や
加工はしていません

※のりを落とす等、工程上必要な際は、天然せっけんや天然酵
素を使用する場合があります。

純オーガニックコットン製品、布ナプキン＆天然せっけん

オフィシャルサイト http://www.made-in-earth.co.jp/

メイド・イン・アースの公式facebookページ
http://www.facebook.com/madeinearth.jp
ようこそ！布ナプキンfacebookページ
http://www.facebook.com/nunonapkin

facebook

公式アカウント＠madeinearth_
ホーム・ルーム自由が丘店 ＠madeinearth_jyg
コピス吉祥寺店 ＠madeinearth_kcj
メイド・イン・アースの楽天ショップ ＠madeinearth_rkt

twitter

●メイド・イン・アースの純オーガニックコットン製品は、
オーガニックカラードコットンを用い、コットンそのままの 
［きなり／茶／グリーン］の3色をメインカラーとして展
開。WITH PEACE製品や、ぬいぐるみに使う糸など
ごく一部の製品で植物染料または日本古来の天然
染料ベンガラで染めをおこない、媒染剤には有害物
質を含まない天然のものを使用しています。
●化学薬剤による染料、漂白剤、蛍光剤は使用して
おりません。

天然のコットンの色
●ふわっふわの純オーガニックコットン100％素材を使
用（縫製糸、ネームタグ、洗濯表示含む）。公的な認証
機関によって認証されたオーガニックコットン（無農薬
有機栽培綿）100％が原料です。

1 0 0％純オーガニック

※認証機関はNMOCC/bio inspecta/CUC/テキサス農務
局/KRAV/OCIA/ECOCERTなど。
※NPO法人Nature Saves Cambodia-Japan
（旧 NPO法人地雷原を綿畑に！ NSC！）とのコラボ製品はカン
ボジアオーガニック農業協会（COrAA）の有機認証を取得し
ています。和綿普及プロジェクト“有機和綿十割「わ」”は、認証
なしの無化学農薬・無化学肥料のコットンが原料です。

出産祝い、内祝い、快気祝い、結婚
祝い、お中元、お歳暮など……メイド・
イン・アースの純オーガニックコットン
ギフトは、極上の肌ざわりと心地よさ、
そして受け取り手が笑顔になる贈り
物。生産者や未来世代の環境保護、
子どもたちの笑顔にもつながります。

一つひとつ、丁寧に
包んでお届けします。

メッセージカードも
付けられます！

メイド・イン・アースのギフト、

このパンフレットの製造に
伴うCO2排出量1717㎏
（1冊あたり57.2ｇ）がカー
ボン・オフセットジャパンを通
じてオフセットされ、CO2排
出量削減に貢献します。

この印刷物は、環境に配慮したグリーンプリ
ンティング認定工場で、「無塩素漂白パル
プ紙」、VOC削減効果の高い「水なし印刷」
「NONVOCインキ」を使って作りました。また、
“CTP（Computer to Plate）”方式の採用によ
り製版用現像液やフィルムを全廃しています。

当社の印刷工程において表示可能な環境ラベルの一例です。

ご使用条件、およびこれ以外の環境ラベルの詳細につきまして
はお問い合わせください。

★印のラベルは当社固有の認証番号などが表示されているため、他の印刷会社様が
　そのまま使用することはできません。

印刷環境ラベル一覧

★ 水なし印刷（バタフライマーク）

★森林認証紙（FSC） エコパルプ
（北越紀州製紙）

再生紙間伐材紙

NON-VOCインキ（TOYOインキ） W2インキ

国内クレジット制度表記

●印刷方式

●用紙

●インキ

NON-VOCインキ（サカタインクス）

●カーボンオフセット グリーンプリンティング
認定工場

 

ベジタブルオイルインキ

 

 

株式会社文星閣

非木材紙

★GPマーク

●

平成23年9月
お客様各位

8,888 8,888

★ 水なし印刷+カーボンオフセット ★ 水なし印刷
+　東日本大震災義捐金つきカーボンオフセット
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メイド・イン・アースの
直営オンラインショップ
http://madeinearth-
store.jp

メイド・イン・アースの
楽天ショップ
http://www.rakuten.co.jp/
earth/

〒158-0083 東京都世田谷区奥沢7-3-10　T-STYLE自由が丘1F
　   03-5758-6639　OPEN 11：00～19：00（年末年始休業）TEL

メイド・イン・アース  ホーム・ルーム 自由が丘店

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺A館3F
　   0422-27-5586　OPEN 10：00～21：00（年末年始休業）TEL

メイド・イン・アース  コピス吉祥寺店

メイド・イン・アースの
純オーガニックコットン製品
コットンの生産の時だけでなく、紡
績や製織、縫製の段階でも化学
的な薬剤処理を行わず、お客様の
もとに届くまで純オーガニックコット
ン100％をつらぬいています。

一般のオーガニック
コットン製品
生産段階では化学農薬や化学肥
料を使わず環境配慮型の農業で
栽培していますが、紡績や生地を
つくる工程では一般のコットン製品
と同じようにケミカルな薬剤を使用
することが多いです。

一般のコットン製品
化学農薬や化学肥料を使って栽
培し、糸をつくる工程や生地を織
る、また縫製の工程でも、ケミカル
な染色や漂白、脱脂処理や合成
洗剤を使っています。


