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アロハ・フラ・サプライ

タヒチアン 商品の写真下にカラーチャートがあるものは
お好みの色をお選び頂けます。

アロハ・フラ・サプライではフラで使う
道具やアクセサリーなど、お客様の
欲しいものがきっと見つかります。
私どもは高品質の商品と素晴らしい
カスタマーサービスで、お客様に満
足をお届けします。 

為替レート：  US$1 ＝ 約83円
価格等は予告なく変更する 

場合があります。

T1 タヒチアン・スカート   
色: $48 (¥3,984） | ﾅﾁｭﾗﾙ: $45 (¥3,735） 

飾り無しの本物の樹皮から作られた
スカートです。 約96.5 x 96.5cm

T2 ハンド・タッセル（イイ）
$12.50-$15.50 (¥1,038 - ¥1,287）/一組 

T1と同じ素材で作られています。

T1A アーティフィシャル・タヒチアン・スカート  
長さ約91.4cm (1ｲﾝﾁ/2.54cm) $0.30 (¥25）/ｲﾝﾁ

T1A-Pack 2枚重パック $23 (¥1,909） 
長さ約91.4cm  幅約101.6cm

  レッド

  ホワイト

  イエロー

  ナチュラル

  グリーン

  ブルー

  ピンク

  オレンジ

＊グリーンはパックのみ

S： 30.5cm $12.50

M： 33.7cm $13.50

L： 38.1cm $14.50

XL： 38.1cm $15.50

*XLは太め

*二色：+$4.00

T5 ハウ・ロゼット
$0.50 (¥42）

T1と同じ素材で作られているフラワーです。 
直径約6.4cm

T3 スカート・タッセル 
$14 (¥1,162）/ダース 

T1 タヒチアン・スカートと同じ樹皮を使用 。

T4 スカート・フリンジ 
$24 (¥1,992） 

ケープ、ヘッドドレス、スカートなど色々な用
途に使えます。 約96.5 x 50.8cm
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エ・コモマイ！30年以上に渡るフラ用品のビジネスの経験より、スティーブン・ 
コップはアロハ・フラ・サプライを立ち上げました。スティーブンは長年に渡って学
んできた、シンプルな成功の秘訣お客様に高い品質の商品と、素晴らしいカス
タマーサービスを提供すること。そして、お客様にフラ、ハワイの文化を愛する
大きな家族の一員であることを感じていただけることをアロハ･フラ･サプライに
活かしました。 

私どものファクトリー・ウェアハウス･アウトレットは648Aラウマカ通りにあり、
フラの道具やアクセサリーで溢れています。ウリウリやプイリ、バラエティに 
富んだレイ、スカート、その他伝統的なフラの道具を見つけていただくことが出
来るでしょう。営業時間は月曜から金曜の午前8時半から午後4時半までと、
土曜の9時から4時まで。駐車場はウェアハウスの前にたくさんございます。 
ご来店、または電話やEメールなどでのご連絡、心よりお待ちしています。 

アロハ･フラ･サプライでは年に二度、ニュースレターを発行する予定です。 
各号では、セールのお知らせ、フラやポリネシアンダンスに関わる人たちの 
紹介、そしてコンペティションやイベントなどについても載せていくつもりで 
おります。このウェブサイトやニュースレターの内容に関するアイデアは、いつで
も大歓迎です。お客様からの新しいアイデアを常に募集しています！ 

アロハ･フラ･サプライのスタッフ一同、お客様にお買い物をしていただくことをお
待ちしています。私どものサービスや商品の向上につながるコメントなどがござ
いましたら、是非お聞かせください。私どもはよりよいカスタマーサービスのた
め、日々努力をしてまいります。

Aloha & Mahalo!

スティーブン・コップ

タヒチアン  1
ハワイアン  3
マオリ  5
フェザー  5
シェル  6
その他  6 
ナニ・フラワー  7
レイ、ヘッドバンド
フラワー  8



タヒチアン

T7 プロフェッショナル・タヒチアン・スカート $260.00 (¥21,580）

お好みの色と組み合わせが選べるカスタムメイドのスカートです。 スカートは２重になってい
ます。スカートとタッセルの色、ヒップサイズをご指定ください。　

A. 貝とロゼットがあしらわれた腰バンドにタッセルが囲むように縫い付けられています。

B. シェル・ロゼット、 マザー・オブ・パール・ティアレ・フラワーと模造ブラック・パール・
ビーズを約7.6cmのバンドにタッセルが囲むように縫い付けられています。

T1Aアーティフィシャルスカートでもお作りいただけます。長さ約91.4cm。$164 (\13,612) +T1A
の$0.30 (\25)/1インチ（2.54cm）となります。ヒップサイズと1重又は2重をご指定ください。

尚、T7D,T7F,T8,T9もカスタムメイド商品です。
メインとアクセントの２色、ヒップサイズ又はヘッドサイズをご指定ください。

  ナチュラル

  ホワイト 

  ピンク 

  マジェンタ（赤紫） 

  レッド 

  オレンジ 

  イエロー 

  イリマ（ゴールド） 

  グリーン 

  ライム 

  シャルトルーズ 

T7F ファンシー・プロフェッショナル・スカート 
$310 (¥25,730） 

外側のスカートがV字型にカットされていま
す。 約83.8 - 94cm

T7D タヒチアン・ハウ・ヒップバンド
$130 (¥10,790）

T7DC スモール $125 (¥10,375） 

手作りのハウ・ヒップバンド。

T7DB ハウ・ヒップバンド/ バッスル・スタイル
$135 (¥11,205）

T7DBC スモール $130 (¥10,790） 

手作りのハウ・ヒップバンドです。

T8 セレモニアル・ヘッドドレス 
$155 (¥12,865）

T8XF  Xファンシー $200 (¥16,600） 

ヘッドサイズと色をご指定ください。

T9 オテア・ヘッドドレス
$155 (¥12,865） 

鶏の尾 (0.5ｵﾝｽ/14.2g)、ニアウ・ブランと
ハウ。ヘッドサイズと色をご指定ください。

T9XF オテア・ヘッドドレス - Xサイズ
$195.00 (¥16,185） 

鶏の尾 (1ｵﾝｽ/28.3g)、ニアウ・ブランと
ハウ。ヘッドサイズと色をご指定ください。

  ロイヤル・ブルー 

  ターコイス 

  アクア 

  パープル 

  ブラック 

  ココア 

  ブラウン 

  ラスト（赤褐色）
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前 ： バンドに 三つのマザー・オブ・パール・シェル
後ろ

A BA B

T8 高さ約55.9cm T8XF  高さ約40.6cm

T7D  約83.8-94cm
T7DC  （スモール）  約81.3cm 以下

T7DB  約83.8-94cm
T7DBC  （スモール）  約81.3cm 以下

T7DB2  約83.8-94cm
T7DB2C  （スモール）  約81.3cm 以下

T7DB2  ブラック・フェザー・バッスル・ヒップバンド
$195 (¥16,185）

T7DB2C スモール $190 (¥15,770） 

ルースター・テイル付きの手作りヒップバンド。

前： バンドに 三つのマザー・オブ・パール・シェル
後ろ： ブラック・ルースター・テイルのみ

高さ約40.6cm高さ約40.6cm



T14A タヒチアン・アームバンド
$25 (¥2,075）/一個  |  $45 (¥3,735）/一組

T14 リストレット 
$20 (¥1,660）/一個、 $35 (¥2,905）/一組

シングル又は1組。お好きな色を選べます。

T15 三つ編みのタヒチアン・ヘッドバンド
$85 (¥7,055） 

ハウとフェザーはお好きな色を選べます。ヘ
ッドサイズをご指定ください。

H1 ウリウリ（一体型） 
$80-$90 (¥6,640-¥7,470）/一組（標準の色）

追加料金: 他の2色/単色：$7 (¥581）| ﾏﾙﾁｶﾗ ：ー$10 (¥830）
羽の直径： S:25.4cm $80 (¥6,640) 
M:30.5cm $85 (¥7,055) | L:35.6cm $90 (¥7,470)

H4 イプ $28-$38 (¥2,324-¥3,154） 

胴回り： S: 約56-61cm $28 (¥2,324）
M: 約63-69cm $33 (¥2,739）
L: 約71-81cm $38 (¥3,154）

H5 イプ・ヘケ 
$90 (¥7,470）～$300 (\24,900) 

両手用のチャンティングで使う
瓢箪うり。高さにより値段が異なります。 

H6 カラアウ（ペアで一組）
$7.50 (¥623）/一組 

ダンス用のリズムスティック。
長さ 約30.5cm

H3 ウリウリ・ボトム 
$35 (¥2,905） 

H2 ウリウリ・キャップ 
$65-$75 (¥5,395-¥6,225）/一組（標準の色）

追加料金: 他の2色/単色：$7 (¥581）| ﾏﾙﾁｶﾗ ：ー$10 (¥830）
羽の直径： S:25.4cm $65 (¥5,395)
M:30.5cm $70 (¥5,810) | L:35.6cm $75 (¥6,225)

高さ約45.7cm

ホワイト/ブラック

標準の色：レッド/イエロー 標準の色：レッド/イエロー

標準の色： ナチュラル/タパ 標準の色： ナチュラル/タパ イエロー

アームバンド

タヒチアン　/　ハワイアン
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T16 フィッシュネット・オテア・ヘッドドレス
$185 (¥15,355） 

染めたフィッシュネット、ルースター・フェザーと
ハウ。ヘッドサイズをご指定ください。色につ
いてはお問い合わせください。

リストレット

T13 タヒチアン・ヘッドバンド 
$16 (¥1,328） 

小さなタパフラワー・ブーケ付きの、
編込みのニアウ・ブラン 。

T9PS プリンセス・オテア・ヘッドドレス ・スモール
$85 (¥7,055） 

鶏の尾、ニアウ・ブランとハウ。サイズと色を
ご指定ください。

T9PL プリンセス・オテア・ヘッドドレス ・ラージ
$100 (¥8,300） 

鶏の尾を多めにニアウ・ブランとハウ。サイ
ズと色をご指定ください。

高さ約30.5cm
横向けに着る小さめ

高さ約30.5cm
正面に着る大きめ



H7 プイリ（ペアで一組） $16 (¥1,328）/一組

H7H ハワイアン・プイリ $28 (¥2,324）/一組

細かい裂け目の入った竹のスティック。 気温
の違いで竹が割れやすいため、ハンドルの
テーピングをお勧めします。長さ約50.8cm

H7N バンブー・ノーズ・フルート 
$15 (¥1,245） 

ハワイとタヒチで使われている楽器。
長さ約30.5cm
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H8 イリイリ （1セットに４つの石）
 $10 (¥830）/1セット 

滑らかな溶岩石のカスタネット。

ハワイアン

H11 アーティフィシャル・ラフィア
$0.20 (¥17）/ｲﾝﾁ (1ｲﾝﾁ/2.54cm)

色：ナチュラルと麦色のみ。長さ約71.1cm
H11-Pack 2枚重パック $17 (¥1,411） 
色：グリーン/ナチュラル。幅約101.6cm

H9 半分に割ったココナッツ 
$18 (¥1,494）/一組  

ココナッツを半分に割り磨き上げたもの。

H12 ラフィア･フラ･スカート 
$7-$9.50 (¥581-¥789）  

色：ナチュラルのみ
２枚重ねで着ることをおすすめします。

幅71.1/長さ66cm 
$7 (¥581）

幅78.7/長さ71.1cm 
$8 (¥664）

幅91.4 /長さ71.1 cm 
$9.50 (¥789）

H15M/L ラウハラ･フラ･バッグ 
$25-$30 (¥2,075-¥2,490） 

ラウのミディアム又はラージバッグ。
革製のハンドル可能。

ミディアム： 
約33x30.5x15.2cm 

$25 (¥2,075）

ラージ： 
約43.2x33x20.3cm 

$30 (¥2,490）

革製ハンドル可能： 
$10 (¥830）追加料金

H15Q キルト･フラ・バッグ  $50 (¥4,150）
H15Q イプヘケ・バッグ $60 (¥4,980）
H15QP キルト･プイリ・バッグ $15 (¥1,245）

色、柄についてはお問い合わせください。

H15P パレ $15 (¥1,245）

イプヘケを叩く時に下に敷く物。 ブラック
タトゥーとブラウン・ラウハラ・ウィーブの
プリントでカバーされたフォーム。

H15Q 
フラ・バッグ

H15QP 
プイリ・バッグ 約31.8 x 31.8cm

H17 セロファン・フラ･スカート 
$40-$50 (¥3,320-¥4,150） 

右記の色々なカラーからお選びいただけま
す。 ジュニアーと子供は特別注文。

H16 ティー・リーフ・スカート  
$18-$80 (¥1,494-¥6,640） 

ティー・リーフで作られたアーティフィシャル
又はプラスチック・フラスカート。

大人用: $80 (¥6,640） 
幅86.4/長さ63.5cm 

子供用： $48 (¥3,984） 
幅55.9/長さ50.8cm

H16P プラスチック 
１セット/10枚： 
$18 (¥1,494） 
長さ59.7cm

大人： $50 (¥4,150） 
幅101.6/長さ91.4cm

最低注文数量：５ 
ジュニアー： 
$45 (¥3,735） 

幅91.4/長さ68.6cm 

最低注文数量：５ 
子供： $40 (¥3,320） 
幅76.2/長さ45.7cm

メタリック･カラー
  シルバー
  ゴールド
  シトロン 
  ブロンズ 
  ピンク(スリーズ)
  アイス・ブルー  
  フラッグ・ブルー 
  レッド 
  グリーン 
  モス・グリーン
  パープル  
  ブラック 
  コッパー 
  ティール
  バーガンディー

 

ホログラフィック
  シルバー 
  ゴールド 
  ピンク  
  イリデッセント

   　（すき通ったにじ色）

  パールホワイト

クラックド・アイス
  イリデッセント
  ゴールド 
  シルバー 
  レッド 
  グリーン 
  パープル 
  ブラック 
  ピンク(スリーズ) 

ハワイ、マウイ島
からの手作り

＊商品の色が売り切れの場合、最低注文
　 数量５枚となります。



M1 ピウピウ・スカート 
幅約101.6cm x 長さ50.8cm $85 (¥7,055）
M1S ショート（男性／子供用）
幅約101.6cm x 長さ40.6cm $75 (¥6,225）
黒い糸と白のビーズで作られたスカート。

M5 マオリ・ポイ・ボール 
$5.50-$7.50 (¥457-¥623）/一組  

白いボールに赤、黒、白で編んだ糸。

M4P 模造ブラック・パール・ビーズ 
$10 (¥830）/パック 

250個入り 。約1cm

M4 木製ビーズ  
$7.50 (¥623）/パック 

色：ブラック、ホワイト、レッド、イエローと
ナチュラル。M4 500個入り。約1cm。

M7 マオリ･ヘッドバンド 
$7.50 (¥623） 

赤、黒、白の幾何学模様のヘッドバンド。 
長さ 約58.4cm

M3 バンブー・チューブ（ブラックとナチュラルのみ） 
$13 (¥1,079）/パック 

プラスティック製のバンブー・チューブ
です。 250個入り。約0.6 x 5.1cm

M6 マオリ・ティキ 
$3.50 (¥291） 

グリーン、ボーン、ブライト・ホワイト。
約7.6cm
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M2 ティティ・トレア・スティック  
$15 (¥1,245）/一組 

黒/白のテープに2.5cmの赤いデザイン。
バッグ付。長さ約30.5cm

F1 ストラング・フェザー（糸を張ったフェザー）
$8.50 (¥706）/オンス 

長さ約10.2-12.7cm。 （1ｵﾝｽ/28.3g）

F3 パッケージされたルースター・テイル
（20尾）  $24 (¥1,992）/パック 

羽元が色付きの黒のフェザー。赤、黄、緑、
オレンジから選べます。 長さ約40.6cm

F2W 染めたルースター・テイル  
$48 (¥3,984）/オンス 

長さ約30.5-35.6cm（1ｵﾝｽ/28.3g）。2ページに 
あるカラーチャートよりお好きな色が選べます。

F2B ルースター・テイル（オンドリの尻尾）
$18 (¥1,494）/オンス 

長さ約35.6-40.6cm（1ｵﾝｽ/28.3g）

マオリ　/　フェザー

大人: 
$7.50 (¥623）
長さ 約66cm

子供: 
$6.50 (¥540）
長さ 約 53cm

ショート: 
$5.50 (¥457）
長さ 約 30cm

色：オレンジ、グリーン、イエロー、ブルー、
ピンク、ブラック、レッド、ホワイト、パープル、ナチュラル



SH2, SH2W シェル・ロゼット 
約3.2cm  $0.50 (¥42）
円形模様のカウリー・シェル。
SH4 スネークヘッドカウリー $0.20 (¥17）
約2.5cm

SH1 マザー・オブ・パール  
A: 3.2cm $2.50 (¥208） | 5.1cm $3.50 (¥291）
A: 6.4cm $4.50 (¥374） | 7.6cm $6.50 (¥540）
A: 8.9cm $9.00 (¥747） | 10.2cm $10.50 (¥872）

B/C/E: $3.50 (¥291） | D: $9.50 (¥789）

SH1-T2/T3 マザー・オブ・パール・ティアレ
$6.50-$10.50 (¥540-¥872） 

T2：5.1cm $6.50 (¥540）
T3: 7.6cm $10.50 (¥872）

SH3 ヘルメット・シェル・ブロワー  
$45 (¥3,735）

SH3P ピンク・コンク・シェル (SH3よりも平ら) 
 $40 (¥3,320）
ポリネシアのほら貝。
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A - SH2  クリーム

SH4B - SH2W  ホワイト

シェル　/　その他

A. 円形 B. 花形  5cm

C. ひし形  5cm
D. 長方形

76.x5.1cm

MS1 ラウハラ・ロール 
$60 (¥4,980） サモア | $90 (¥7,470） タヒチ 

ハラの葉を加工。タヒチ又はサモア産をご指
定ください。（1ロールで約70枚の葉）

MS2 ラウハラ・ マット $30 (¥2,490）
MS3 ランチョンマット $7 (¥581）

MS2: 約152.4ｘ213.4cm
MS3: 約30.5ｘ45.7cm

MS4 ニアウ・ブラン（タヒチアン・ヘッドドレス） 
$35 (¥2,905） 

若いココナッツの葉を漂白したもの

SH5T マザー・オブ・パール・ティア・ドロップ
$16 (¥1,328）

SH5TW ホワイト $16 (¥1,328）
SH6M パール・フラワー $12 (¥996）
SH6W ホワイト・フラワー $12 (¥996）

SH9 モンゴ・シェル・MOP 
イエロー/ブラック・フラワー $12 (¥996）
SH10 スモール・ティアレ (5cm) $8 (¥664）
SH11 ３-ティアレ (5cm/3.1cm) $12 (¥996）
SH12 ラージ ・ティアレ (7.6cm) $12 (¥996）

SH8 マザー・オブ・パール・シェル・ベルト
ロゼット付き $40 (¥3,320）

ベルトの長さ約86.4cm
＋結び着ける紐の長さ約25.4cm

MS6 ラフィア生地 
$22 (¥1,826） 

長さ約0.69ｘ2.74m

SH6M SH6W SH9  
ブラック又はイエロー・フラワー

SH11
a. ブラック・フラワー

b. イエロー・ブラわー

SH12
  

SH10  
ウッド又はMOP  ティアレ

P3 ソリッド・カラー・パレオ(薄めの布)
$12 (¥996）

約167.6x116.8cm。レーヨン100%
色：レッド、ターコイス、ブラック、イエロー、ライ
ム、ピンク、オレンジ、パープル、ホワイト

SH5T

SH5TW

MS2  ラウハラ・マット MS3  ランチョンマット

SH3  約17.8-25.4cm SH3P  約12.7-15.2cm

見本
E. ティアドロップ

5.1cm
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NH-ILIMA

NH-ILIMA

NH-CMBC

NH-CMBT NH-CMBTD

#A #A#E #E#I #I

NH-HIP2NH-WRS2

#B #B#F #F#J #J

 #C  #C #G  #G #K  #K

#D #D#H #H#L #L

#A

#B

#C

#G#D

#H#E

#I#F

NH-WRS

NH-HIPS NH-HIP3

NH-HIP 

1. アンスリウム：　 
 レッド、 イエロー 
 ホワイト、グリーン
 ラベンダー
2. オーキッド：　 
 ホワイト、パープル 
 ピンク、グリーン
3. ブーゲンビリア： 
 レッド、ホワイト
 オレンジ 、パープル
4. プルメリア：　 
 イエロー、 
 ホワイト/ピンク
5.  スパイダー・リリー： 
 イエロー 、グリーン
 ホワイト、オレンジ
 レッド、 ブルー、ピンク

6. リリー：　
 ホワイト、オレンジ、 
 ピンク、パープル
7. レフア：　 
 レッド 、イエロー
8. ローズ：
 レッド、ピンク

9.  イリマ
10. クラウン・フラワー
11. ティアレ
12. パカラナ
13. ピカケ
14. バード・オブ・
 パラダイス
 (ゴクラクチョウ) 

NH-HP商品　選べる花のリスト

ナニ・フラワー このページの商品は、注文を承り次第、手作りにて製作いたします。
クリップ、コーム、ハクは花の指定又は色の指定もできます。詳しくはお問い合わせください。
手作り商品のため商品写真とは配置など若干の違いがあります。ご了承下さい。

NH-CLP ヘアクリップ (#A-D) $15 (¥1,245）

NH-CLP スパイダー・リリー (#E-H)
NH-CLP レフア (#I-L)
上記写真よりお選びください。約12.7cm

NH-HAK ハク (#A-C) $40 (¥3,320）

NH-HAKT タヒチアン (#D-F) $45 (¥3,735）

NH-HAKTD デラックス (#G-I) $50 (¥4,150）

約55.9cm。

NH-HEI タヒチアン・ ヘイ $70 (¥5,810）

NH-HEIT2 ハウ付き $80 (¥6,640）

NH-HEIT ティアレ・ヘイ $90 (¥7,470）

ヘイ約61cm。ティアレ・ヘイ約25.4cm。

NH-CLPL ラージ (#A-C) $20 (¥1,660）

NH-CLPL レフア (#D-G)
NH-CLPL オーキッド (#H-L)
約17.8cm

NH-CMBC クラウン・フラワー・コーム
 (約10.2cmのコーム) $30 (¥2,490）

NH-ILIMA イリマ・ミックス・クリップ 
 (約10.2cmのコーム) $25 (¥2,075）

NH-CMBT タヒチアン・コーム 
$20 (¥1,660）

NH-CMBTD デラックス $25 (¥2,075）

約18cm。

NH-WRS グリーンリーフ・リストレット
$20 (¥1,660）

NH-WRS2  ハウ付き $25 (¥2,075）

色々な緑葉とクロトン。約17.8cm。

NH-SET ナニ・ホク・ハク/クペエ・セット
$100 (¥8,300）

ハク(約55.9cm)、アンクレット(約25.4cm)、
リストレット(約17.8cm)。グリーン又は赤緑の
ティーリーフ。

NH-HIPS スパイダー・クロトン・ヒップバンド
$150 (¥12,450）

NH-HIP3 ミックス・フラワー・ヒップバンド
$100 (¥8,300）

ヒップサイズをご指定ください。

NH-HP 模造ブラック・パール付きヘアピース
$55 (¥4,565）

 約20.3cm。緑葉、花、模造ブラックパール、
長めのハウなどを使ったヘアピースです。右
記のリストよりお好きな花と色が選べます。

NH-HIP タヒチアン・ヒップバンド 
$130 (¥10,790）/大人 | $110 (¥9,130）/子供

NH-HIP2 ハウ付き
$150 (¥12,450）/大人 | $125 (¥10,375）/子供

ヒップサイズをご指定ください。 

NH-HEI2 （ハウ付）

 NH-HEI

 NH-HEIT



L4  -  約152.4cm L4T  -  約157.5cm

L4D (約182.9cm)
 L4H / L4W
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A. レッド

L2S L2D / L2H

L6   ナッツ32個（約88.9-94cm)
L6C   18個（約53.3-58.4cm）
L6W   8個（約25.4-30.5cm） 

L2XL   長さ 約152.4cmL2

L8S

L8D

B. ホワイト C. イエロー

L1R/ L1HL1 

L2D / L2H

レイ、ヘッドバンド・フラワー レイは長さ約 101-107cm

L1 ピカケ・レイ $8.50 (¥706）

L1R ロープ・ピカケ・レイ (二重) $18 (¥1,494）

L1H ピカケ・ヘッドバンド (二重) $10 (¥830）

L1M レッド・ローズ付きピカケ ・ レイ
$12 (¥996）

L1MH ヘッドバンド $7.50 (¥623）

L2 プルメリア・レイ （リアル） $11 (¥913）
L2XL ミニ・プルメリア・Xロング・レイ 

$12.50 (¥1,038）
L2XH ミニ・プルメリア・ ヘッドバンド 

$7.50 (¥623）

L6 ククイ・ナッツ・レイ $8 (¥664）

L6C チョーカー $5 (¥415）

L6W リストレット $3.50 (¥291）

L6I イリマ付き $10 (¥830）

L2S プルメリア・レイ（シングル） $8.50 (¥706）

L2D レイ（ダブル）  $12 (¥996）

L2H ヘッドバンド （ダブル） $7.50 (¥623）

L4 マイレ・レイ $8.50 (¥706）
L4D デラックス ・レイ $15.50 (¥1,287）
L4H デラックス・ヘッドバンド $6.50 (¥540）
L4W リストレット/アンクレット $3.50 (¥291）
L4T チューブローズ・レイ $15.50 (¥1,287）

L3T ツイスト・ローズバッド・レイ  
$12.00 (¥996）

L7 イリマ・ピカケ・レイ $12 (¥996）

L7H ヘッドバンド $7.50 (¥623）

L9 シェル・ジンジャー・レイ(二重) 
$12 (¥996）

L9H ヘッドバンド $7.50 (¥623）

L10 イリマ・レイ $7.50 (¥623）

L10H ヘッドバンド $4.50 (¥374）

L10XL レイ・Xロング (約152.4cm) $8.50 (¥706）

L11 プアケニケニ $8.50 (¥706）

L11M ミックス・プアケニケニ/ パカラナ/ピカケ
$12 (¥996）

L8D ダブル・カーネーション・レイ $7 (¥581）

L8S シングル $5 (¥415）

色: レッド、オレンジ、イエロー、 ホワイト、 
ピンク、 ブルー、ラベンダー

L6I 
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レイ、ヘッドバンド・フラワー レイは長さ約 101-107cm

L13 ランタン・イリマ・レイ 

$8.50 (¥706）

L14 ダブテイル・シェル・レイ（12連）
$7.50 (¥623） 

有名なニイハウ・シェル・レイを模して作られ
た、シェル・レイ。 長さ約152.4cm

L15 ダブテイル・シェル・レイ（12連） 
$9 (¥747） 

白いチューブローズに、レッド又はホワイトの
カーネーションが付きます。

L16 デラックス・プルメリア・ハク  
$36 (¥2,988）

プロフェッショナルなヘッドバンド。フェルトの
裏地にマジックテープのファスナー付。

L15XL チューブローズ・レイ・ロング
 $11 (¥913）

L15H デラックス・ハク $36 (¥2,988）

白いチューブローズ。

L19 ミニファーン(シダ)・ヘッドバンド(二重)
  $4.50 (¥374）

L19XF Xフル・ヘッドバンド（太め）
 $7.50 (¥623）

L20 ハイビスカス・ヘアクリップ 
$2.50 (¥208）

二つのハイビスカス、約5cmのクリップ。
B. イエロー C. ホワイト D. レッド
E. ラベンダー F. オレンジ G. ブルー

L15C チューブローズ・ヘアクリップ・ラージ
$7.50 (¥623）

L15CS スモール $5 (¥415）

ラージ(約11.4cm) | スモール(約8.9cm)

L18 マイレ・ハク $36 (¥2,988）

L18A/W アンクレット/ リストレット 
$18 (¥1,494）

フェルトの裏地にマジックテープのファスナー

L14P ピカケ・シェル・レイ（10連） 
$20 (¥1,660）

長さ約152.4cm

ホワイト /イエローのプルメリア とシダ

L19XF  グリーンの多色L19  ダーク・グリーンの一色 B C D E F G

A  ピンク

L17 レザーファーン(シダ)・ ハク 
$36 (¥2,988）

L17A アンクレット $18 (¥1,494）

L17H ヒップバンド (約86.4cm) $65 (¥5,395）

L15XL  レイ (約152.4cm)

L15XL  レイ L15H  ハク

L12 ブーゲンビリア・レイ $12 (¥996）

L12H ヘッドバンド $7.50 (¥623）

L12S スペシャル・レイ (二重) $12 (¥996）

L12SH スペシャル・ヘッドバンド $7.50 (¥623）

L12 / L12H

L12S / L12SH  
ミニハイビスカスとブーゲンビリア



MS8P

レイ、ヘッドバンド・フラワー レイは長さ約 101-107cm

L23H トゥトゥ・ハイビスカス・ヘアクリップ
$3.50 (¥291）

3つのハイビスカス、 7.6cmのクリップ 
A. レッド B. オレンジ C. ホワイト 
D. ピンク E. イエロー

B C D E

A

L23P L23B

L23P トゥトゥ・プルメリア・ヘアクリップ
$3.50 (¥291）

L23B トゥトゥ・ブーゲンビリア・ヘアクリップ
$3.50 (¥291）

約7.6cm のクリップ

L26 オハイ・アリイ・レイ
$10 (¥830）

L26H ヘッドバンド
$7 (¥581）

L28 ルース・クラウン・フラワー
$20 (¥1,660）/パック

200個入り

PLU プルメリア・フォーム・ ヘアクリップ 
気泡ゴム製　約10.2cm  $8 (¥664）

PLUG ガーディニア・フォーム・ヘアクリップ
気泡ゴム製　約7.6cm  $8 (¥664）

MS7 ティアレ・ピック $4 (¥332）

MS7P ブラック・パール付 $5.50 (¥457）

MS7-Pack ６個入りパック $14 (¥1,162）

気泡ゴム製　約5.1 - 7.6cm

MS8Y イエロー・プルメリア・ピック
$4 (¥332）

MS8P ピンク・ミックス $4 (¥332）

気泡ゴム製　約5.1 - 7.6cm

MS7-L ２-リリー・フラワー・ピック
気泡ゴム製　約7.6cm  $10 (¥830）

色：レッド、ラベンダー、ピンク、オレンジ、
ホワイト、イエロー。二色の指定もできます。

L27 ナニ・レイ  $10 (¥830）

L27H ナニ・ヘッドバンド $7 (¥581）

A. オレンジ　B. ピンク　
C. グリーン/ホワイト

L27C ナニ・クリップ  $3.50 (¥291）
約7.6cm 
A. オレンジ B. ピンク
C. グリーン/ホワイト D. ホワイト
E. イエロー F. レッド G. パープル

L25 モキハナ・Xロング・レイ 
$18 (¥1,494）

グリーンとイエローのペンキで塗った木のビ
ーズ。　約147.3cm

B

CA

B C D E F G

A

10

MS8Y

PLU PLUG

L24D/ L24L スペシャル・イリマ・レイ （リアル）
 $16 (¥1,328）

L24D-H/ L24L-H ヘッドバンド 
$6.50 (¥540）

L24D  ダークカラー

L24L  ライトカラー
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