
T1 アーティフィシャル・タヒチアン・スカート $48.00/ホワイト/色
$45.00 /ナチュラル

T1A-Pack 2枚重パック $23.00
T2 ハンド・タッセル（イイ）
一組

S：$12.50、M：$13.50
L：$14.50、XL：$15.50

T3 スカート・タッセル $14.00/ダース
T4 スカート・フリンジ $24.00
T5 ハウ・ロゼット $0.50
T7 プロフェッショナル・タヒチアン・スカート $260.00
T7DB2 ブラック・フェザー・バッスル ・ヒップバ
ンド
T7DB2C スモール

$195.00
$190.00

T7DB ハウ・ヒップバンド/ バッスル ・スタイル
T7DBC スモール

$135.00
$130.00

T8 セレモニアル・ヘッドドレス
T8XF Xファンシー

$155.00
$200.00

T9 オテア・ヘッドドレス 
T9XF Xサイズ

$155.00
$195.00

T9PS プリンセス・オテア・ヘッドドレス・スモー
ル
T9PL ラージ

$85.00
$100.00

T10S シェル・ ジンジャー・ ハヴィティ・ハウ・
ヘイ
T10S2 クロトン・リーフ付き
T10D デラックス・ ハヴィティ・ハウ・ヘイ

$60.00
$70.00
$80.00

T14A タヒチアン・アームバンド

T14 リストレット

$35.00/シングル
$60.00/ペア
$25.00/シングル
$45.00/ペア

T15 三つ編みのタヒチアン・ヘッドバンド $85.00
T17 飾りとニアウのタヒチアン・スタイル・コ
ーム

$65.00

T20 タヒチアン・サンド・バッグ S：$20.00、M：$22.00
L：$24.00

TM1 タネ編みこみサッシュ $100.00
TM3 アリイ・タネ・ヘイ $100.00
TM7 タネ・プロフェッショナル・スカート $212.00
TM8 クラック・ マザー・オブ・パール・ヘッドドレ
ス

$180.00

TM10 ボラボラ・ヘッドドレス $145.00
TM14 タネ・レギンス
TM14C ボイ（子ども）

$50.00/ペア
$45.00/ペア

TM14A タヒチアン・アーム $40.00/シングル
$70.00/ペア

TM15 編みこみタネ・ヘッドバンド
TM15F ルースター・テイル・アクセント付き

$45.00
$50.00

H1 ウリウリ
　以外の色追加 7ドル
　2色以上追加 10ドル

S：$80.00/一組
M：$85.00/一組
L：$90.00/一組 

H1C ウリウリ ・カバー $15.00
H2 ウリウリ・キャップ  
　以外の色追加 7ドル
　2色以上追加 10ドル

S：$65.00/一組
M：$70.00/一組
L：$75.00/一組 

H3 ウリウリ・ボトム $35.00/一組 (各4ドル)

H4 イプ S：$28.00 、M：$33.00
L：$38.00

H5 イプ・ヘケ $100.00より
H6 カラアウ （2本一組） $7.50
H7 プイリ（2本で一組）
H7H ハワイアン・プイリ

$16.00
$28.00

H8 イリイリ（ 4つの石で1セット） $14.00
H9 半分に割ったココナッツ $18.00
H11-Pack 2枚重パック $18.00
H12 ラフィア･フラ･スカート $7.00、$8.00、$9.50
H13 バンブー・ノーズ・フルート $15.00
H15M ラウハラ･フラ･バッグ（メディアム）
H15L ラウハラ･フラ･バッグ（ラージ）
H15QH キルト･フラ･バッグ
H15Q イプヘケ・バッグ
H15QP キルト・プイリ･バッグ

$25.00
$30.00
$50.00
$60.00
$15.00

H15P パレ $15.00
H16 ティ・リーフ・スカート
　 子供

$82.00
$50.00

H17 セロファン・フラ･スカート $50.00
M1 ピウピウ・スカート
M1S ショート（男性／子供用）

$85.00
$75.00

M2 ティティ・トレア・スティック $15.00/一組
M3 バンブー・チューブ $13.00/パック
M4 木製ビーズ
M4P 模造ブラック・パール・ビーズ

$7.50/パック 
$10.00/パック

M5 マオリ・ポイ・ボール （大人）
　子供
　 ショート

$7.50/一組　
$6.50/一組　
$5.50/一組　

M6 マオリ・ティキ
M6L ラージ

$3.50
$5.50

M9 マオリ・ファブリック $15.00
M7 マオリ･ヘッドバンド $8.00
F1 ストラング・フェザー $8.50/オンス (28.3g)

F2B ルースター・テイル $18.00/オンス (28.3g)

F2W 染めたルースター・テイル
F2W-L ロング・ルースター・テイル

$48.00/オンス (28.3g)
$60.00/オンス (28.3g)

MS11 プニウ $90.00
MS1 ラウハラ・ロール $60.00/サモアン

$90.00/タヒチアン
MS2 ラウハラ・マット $40.00
MS3 ラウハラ・ランチョンマット $7.00
MS4 ニアウ・ブラン $35.00/ 一束
MS6 ラフィア生地 $22.00
MS9R 織ったラウハラバンディング・ロール $28.00/5㎝

$34.00/7.6㎝
NH-CLP ヘアクリップ、スパイダー・リリー、レフア $15.00
NH-CLPL ラージ
NH-LEHUA レフア
NH-ORCHID オーケッド

$20.00
$20.00
$25.00

NH-CMBC クラウン・フラワー・コーム
NH-ILIMA イリマ・ミックス・クリップ

$30.00
$25.00

NH-SET ナニ・ホク・ハク/クペエ・セット $100.00



NH-CMBT タヒチアン・コーム
NH-CMBTD デラックス

$20.00
$25.00

NH-HAK ハク
NH-HAKT タヒチアン
NH-HAKTD デラックス

$40.00
$50.00
$60.00

NH-HEI タヒチアン・ ヘイ
NH-HEIT2 ハウ付き
NH-HEIT ティアレ・ヘイ

$70.00
$80.00
$90.00

NH-WRS グリーンリーフ・リストレット
NH-WR2 ハウ付き

$20.00
$25.00

NH-HIP タヒチアン・ヒップバンド
NH-HIP2 ハウ付き

$130.00
$150.00

NH-HIPS スパイダー・クロトン・ヒップバンド
NH-HIP3 ミックス・フラワー・ヒップバンド

$150.00
$100.00

NH-HP 模造ブラック・パール付きヘアピース $55.00
L1 ピカケ・レイ
L1R ロープ・ピカケ・レイ
L1H ピカケ・ヘッドバンド

$9.00
$19.00
$10.50

L1M レッド・ローズ付きピカケ ・ レイ
L1MH ヘッドバンド

$12.50
$7.75

L2 プルメリア・レイ
L2C プルメリア・ヘアクリップ
L2XL ミニ・プルメリア・Xロング・レイ 
L2XH ミニ・プルメリア・ヘッドバンド

$12.00
$8.00
$13.00
$7.75

L2S プルメリア・レイ（シングル）
L2D プルメリア・レイ（ダブル）
L2H プルメリア・ヘッドバンド 

$9.00
$12.50
$7.75

L3T ツイスト・ローズバッド・レイ $12.50
L4 マイレ・レイ 
L4D デラックス・マイレ・レイ
L4H デラックス・ヘッドバンド
L4W リストレット/アンクレット
L4T マイレ・ チューブローズ・レイ

$9.00
$15.75
$6.75
$3.75
$15.75

L6 ククイ・ナッツ・レイ 
L6C ククイ・ナッツ・チョーカー
L6W ククイ・ナッツ・リストレット
L6I ククイ・ナッツ・リマ付き
L6T ツイスト・ククイ・ナッツ・レイ

$8.00
$5.00
$3.50
$10.50
$18.00

L8D ダブル(二重)・カーネーション・レイ
L8S シングル(一重)・カーネーション・レイ

$7.00
$5.00

L9 シェル・ジンジャー・レイ 
L9H シェル・ジンジャー・ヘッドバンド

$12.50
$7.75

L10 イリマ・レイ
L10H イリマ・ヘッドバンド
L10XL イリマ・レイ・Xロング

$8.00
$4.75
$9.00

L11 プアケニケニ
L11M ミックス・プアケニケニ/パカラナ/ピカケ

$9.00
$12.50

L12 ブーゲンビリア・レイ 
L12H ブーゲンビリア・ヘッドバンド
L12S スペシャル・レイ
L12SH スペシャル・ヘッドバンド

$12.50
$7.75
$12.50
$7.75

L13 ランタン・イリマ・レイ $9.00
L14 ダブテイル・シェル・レイ $7.50/ダース
L14P ピカケ・シェル・レイ 
L14PS ショート・ピカケ・シェル・レイ

$20.00/10連
$20.00/10連

L15 チューブローズ・レイ 
L15XL チューブローズ・レイ・ロング
L15H デラックス・ハク
L15C チューブローズ・ヘアクリップ
L15CS ヘアクリップ・ スモール

$9.50
$11.50
$36.50
$8.25
$5.25

L17 レザーファーン(シダ)・ハク 
L17A アンクレット

$36.50
$18.00

L17H ヒップバンド $65.00
L18 マイレ・ハク 
L18A/W アンクレット/リストレット

$36.50
$18.00

L19 ミニ・ファーン(シダ)・ヘッドバンド
L19XF Xフル・ヘッドバンド

$5.00
$7.75

L20 ハイビスカス・ヘアクリップ $2.75
L23H トゥトゥ・ハイビスカス・ヘアクリップ
L23P トゥトゥ・プルメリア・ヘアクリップ
L23B トゥトゥ・ブーゲンビリア・ヘアクリップ

$3.75
$3.75
$3.75

L24D/L24L スペシャル・イリマ・レイ
L24D-H/L24L-H ヘッドバンド

$16.50
$7.00

L25 モキハナ・Xロング・レイ $18.50
L26 オハイ・アリイ・レイ
L26H ヘッドバンド
L26W リストレット

$10.50
$7.25
$3.75

L27 ナニ・レイ
L27H ヘッドバンド
L27Cクリップ

$12.50
$7.25
$3.75

L28 ルース・クラウン・フラワー $20.00/パック 
L29 ティー・リーフ・ヘアピース $28.00
L30 シェル・ロゼット・レイ
L30H ヘッドバンド

$20.00
$15.00

L32 コア・シード・レイ
L32H ヘッドバンド

$16.00 
$12.00

L33H レザー・ファーン・ヘッドバンド
L33W リストレット

$7.00
$4.00

PLU プルメリア・フォーム・ ヘアクリップ
PLUG ガーディニア・フォーム・ヘアクリップ

$8.00
$8.00

MS7 ティアレ・ピック
MS7P ブラック・パール付
MS7-Pack ６個入りパック

$4.00
$5.50
$14.00

SH1 マザー・オブ・パール
　3.2cm
　5.1cm 、花、 ひし 、 ティアドロップ
　6.4cm
　7.6cm
　8.9cm
　10.2cm
　 7.6ｘ5.1㎝ 長方

$2.50
$3.50
$4.50
$6.50
$9.00
$10.50
$9.50

SH1-T2/T3 マザー・オブ・パール・ティアレ $6.50 / $10.50
SH2 シェル・ロゼット
SH2W バブル

$0.50
$0.50

SH3 ヘルメット・シェル・ブロワー
SH3P ピンク・コンク・シェル

$45.00
$40.00

SH4 スネークヘッド・カウリー $0.30
SH5T マザー・オブ・パール・ティア・ドロップ
SH5TW ホワイト
SH6Fパール・フラワー
SH6-FW ホワイト・フラワー

$16.00
$16.00
$12.00
$12.00

SH8 マザー・オブ・パール・シェル・ベルト $50.00
SH9 モンゴ・シェル・MOP
SH10 スモール・ティアレ
SH11-3３-ティアレ
SH11-L ラージ ・ティアレ

$20.00
$8.00
$12.00
$12.00

S5L イノシシ・タスク・ネックレス（ラージ）
S5S イノシシ・タスク・ネックレス（スモール）
S5D イノシシ・ダブル・ネックレス

$15.00
$8.00
$30.00

P3 パレオ $12.00
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