
FA I R TRADE
ACCESSORY



シルバー、真鍮、リサイクルガラスなど、様々な素材を使い、アジアの伝統技術を活かして一点一点手づくりされた

美しいフェアトレード・アクセサリーをご紹介します。
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生産者紹介



Thai Craft

Mahaguthi

Mitra Bali

タイ・バンコクにある、「Thai Craft」は、タイ国内の生産者グループが作る手工芸品の輸出やタイ国内での販売を支援するNGOです。１９９２年に設立以来、タイ国内
で約７０もの生産者団体と関わり、洋服、アクセサリー、籠製品など何千もの手工芸品を扱ってきました。生産者団体は、tibitの生産グループを含む北部
の山岳民族や、都心部のスラム、深南部の漁村の人々など、支援がなかなか行き届きにくいところが中心です。

途上国の生産支援の仕組みづくりと、職人の技術継承を目指す、ネパールのフェアトレードNGO。職人たちがひとつひとつ手づくりで作っています。

バリで手工芸品を作る生産者たちを様々な面でサポートし、中間業者から守るために設立されたNGO。
Mitra（ミトラ）はインドネシア語で、パートナーという意味だそうです。

生産者紹介



tibit

S I S A M

tibitは、草木や水、月など自然のものから『いのち』をイメージして創ら
れたシルバーアクセサリーシリーズです。シサム工房とタイのカレンの生
産者とのコラボレーションで生まれ、フェアトレードNGO「タイクラフト」
を通じてカレンの人々の生活を支援しています。

糸のように細い棒状のシルバーから、ビーズ一粒一粒を手作業で作り出すのは、と
ても手間と時間がかかります。まさに職人技!

小さなビーズに模様を施す作業も、手彫りした木のスタンプを使って一つ一つ模様
を打ち込んでいきます。最後の仕上げまで手作業です。

Fair Trade Accessory from ThaiCraft

Concept

Fair Trade Accessory from ThaiCraft



code: 03-TB-N404
水紋ネックレス 
税抜¥9,500 (税込¥10,260）
size: チェーン約48cm・トップ約5cm

code: 03-TB-N604
水紋フリンジネックレス 
税抜¥8,000 (税込¥8,640）
size: チェーン約41cm トップ約4.5cm

code:  03-TB-B611
水紋ブレス
税抜¥6,800 (税込¥7,344）
size: チェーン約18cm

code: 03-TB-R609
水紋かさねリング 
税抜¥6,000 (税込¥6,480）
size:  9号/11号/13号/15号

code: 03-TB-P606
水紋かさねピアス
税抜 ¥6,200（税込¥6,696）
size: 約2.5㎝

code: 1301TB3915
水紋ひとつぶピアス
税抜 ¥5,800（税込¥6,264）
size: 約φ0.76㎝

水紋(tibit)
水面に雨のしずくが落ちた時、ふわっと広がる水紋。
自然は、時折はっとするほど美しい模様を作り出します。
そんな水面の表情を切り取ってデザインされたシリーズです。



code: 1311TB3701
さざなみブレス
税抜¥7,000 (税込¥7,560）
size: チェーン約17cm

code: : 1311TB3601
さざなみネックレス 
税抜¥9,400 (税込¥10,152）
size: チェーン約41cm

code:  1311TB3903
さざなみチェーンピアス
税抜¥5,800 (税込¥6,264）
size: 約2.1cm

code: 1311TB3602
さざなみロングネックレス 
税抜¥13,000 (税込¥14,040）
size: チェーン約70cm

code: 1301TB3712
風の葉ブレスレット 
税抜¥9,500 (税込¥10,260）
size: 約18cm（葉の部分含む）

code: 03-TB-P709 
風の葉ピアス
税抜¥6,200 (税込¥6,696）
size: 約5cm

風の葉(tibit)

風が来るたび、さらさらと川辺に揺れる柳の葉。
そんな葉っぱの動きをシルバーをねじる事によって表現しました。 

さざなみ(tibit)
きらきらと静かに輝く海面の波のゆらぎを、わざと不揃いにしたビーズとラ
ピスラズリの天然石ビーズで表現した、上品なシリーズです。



code: 1411TB3601 
ドロップネックレス
税抜¥11,000 (税込¥11,880）
size: チェーン約48cm

code:  1411TB3901
ドロップピアス
税抜¥5,800 (税込¥6,264）
size: 約1.3cm

code: 1411TB3902
ひとひらピアス
税抜¥6,200 (税込¥6,696）
size: 約4.2cm code: 1411TB3602

ひとひらネックレス
税抜¥12,500 (税込¥13,500）
size: チェーン約38cm

code:  03-TB-N103
滝のしずくネックレス
税抜¥7,500 (税込¥8,100）
size: チェーン約41cm ・トップ約1.5cm

code: 1411TB3801 
打ち込みリング
税抜¥6,000 (税込¥6,480）
size: 9 / 11 / 13号

ドロップ(tibit)
あさつゆをイメージしてデザインされたモチーフを使ったシリーズです。

ひとひら(tibit)

ドロップシリーズと同じくあさつゆをイメージしたシリーズで、柔らかなカーブが花び
らのような形のモチーフが特徴です。

滝(tibit)

上から下へ流れ落ちる水の流れをイメージしま
した。この細い滝の線は、職人の手によって一
つ一つつけられています。



code:  1203TB3608
粒さんごネックレス
税抜¥8,400 (税込¥9,072）
size: チェーン約41cm ・トップ約1cm

code:   03-TB-P101
粒さんごピアス
税抜¥5,800(税込¥6,264）
size: Φ約0.7cm ・全長約2cm

code:   03-TB-B901
種の実ブレス
税抜¥7,500 (税込¥8,100）
size: チェーン約17cm

code:   03-TB-N101
水の花ネックレス
税抜¥6,800 (税込¥7,344）
size: チェーン約41cm ・トップ約Φ1cm

code:   03-TB-P803
蓮のつぼみピアス
税抜¥5,800 (税込¥6,264）
size: 約0.8cm

code:  1203TB3812
一滴リング
税抜¥3,500 (税込¥3,780）
size:  9号 / 11号 / 13号

表情豊かな雨粒をイメージしたシリーズです。

今まさに開こうと力をたくわえた、可憐で
美しい蓮のつぼみをイメージしています。

子どもの頃に樹々の種を集めて飾った、そんな感覚を表現したシリーズです。

小さな打ち込みが少しずつ重なりあい、密に入った不思議な珊瑚の模様を表現しています。

蓮(tibit)

種の実(tibit)

一滴(tibit)

粒さんご(tibit)



tibitシリーズをご注文いただきますと、ご希望のお客様には、ギフトBOXを
無料でお付けする事ができます。
この箱は、京都の街中の古い箱屋さんでオリジナルで作ってもらっていま
す。年季の入った道具と職人さんの手を使って昔ながらの製法で手作りされ
ており、水紋の模様が箔押しされています。
保証書もBOX内に同梱されています。

◎ご注文書内、備考欄の tibit BOX ( 要 ・ 不要 ）をご指定ください。
ギフトBOX　 W 5.5 ｘ D 5.5 ｘ H 2.2 cm
素材：紙

修理保証について

6ヶ月間の無料保証書をtibit商品とともにお渡ししております。
修理が必要になりましたら、まずoroshi@sisam.jpあてにメール、又は075-707-2301までFAXにて修理のご希望内
容とお名前、ご連絡先をご連絡ください。追って当社担当者からご連絡させていただきます。無料保証の際もお
送りいただく際の送料のみご負担いただくことになります。ご了承下さい。

次の場合は、保証期間内でも有償修理となります。
・保証書がない場合
・保証書に必要事項（ご購入日、販売店名等）の記載がない場合、記載事項を訂正された場合。
・誤用、乱用、故意または重過失等取扱不注意による破損。
・火災、地震、水害および盗難等の災害による破損、紛失。
・使用中に生じたキズ、自然の消耗または性質等による変化。
・破損パーツの紛失・欠品がある場合

無料保証期間が過ぎても、有償で修理を承ります。
修理は全て、タイの作り手さんのところへ持ち込んで修理をすることになります。
お預かりからお返しまでに数ヶ月の日数がかかることをご了承下さい。

お手入れ・保管の方法

シルバーという素材は、身につけるほどに愛着を増し、心地よさを感じさせてくれますが、酸化が早く、白くく
もったり、黒くなりやすい性質があります。tibitはあえて溝に黒ずみを入れ、マットな仕上げを施しています。
全体的に黒ずみや変色がでた場合には、洗浄液での洗浄と専用クロスでの磨きを行ってください。シルバーの美
しい輝きが戻ります。

◎洗浄液をご利用の際には、使用上の注意をよく読んでからご使用ください。洗浄液には模様の黒ずみを残すた
めに液につけて1～2秒で取り出してください。本当に一瞬で十分きれいになります。
洗浄液につけすぎると模様の溝までピカピカに洗浄されてしまいますのでご注意下さい。

◎カレンシルバーの黒ずんだ模様の風合いがお好きな方には、トップ部分を磨く際には、市販のシルバー磨き専
用クロスの使用をオススメします。

◎チェーン部分については、専用クロスでは磨きにくいので、洗浄液を使うようにしてください。
洗浄液を使った後は、シルバーに洗浄液が残らないように水やぬるま湯でよくよく洗い流し、柔らかい布で優し
く包むように水分を取って乾かしてください。洗浄液の使用上の注意もよく読んでからご使用ください。

◎チェーン部分を引っ張りながら磨いたり、拭いたりすると、シルバーのパーツが互いに重なり合い詰まってし
まい、中の糸が見えてくることになりますので、絶対にしないようにしてください。

◎保管する際には、お手入れ後よく乾燥させてから、空気に触れないように袋に密封するようにしてください。

ギフトボックス・保証書



雪景色、ノゾキアナからの小さな景色を切り取ったモチーフ、

雪の上に残った鳥の足跡、木枯らしのなか、枯葉をつけて立つ木々やその小枝。

『さむい日の愉しみ』からいろいろなモチーフの真鍮アクセサリーができあがりました。

◎ネックレスのフックは真ちゅうの手づくりです。銅の小さなボールをワンポイントに、打ち込みの味のあるフックになります。

ブラスカラーのチェーンやイヤリングパーツは全てニッケルフリーです。

真鍮アクセサリー

subakamana collection

Fair Trade Accessory from MAHAGUTHI

Concept

シサム工房オリジナルのトレーシングペーパーの封筒がつきます。



subakamana winter scenery collection

1708SK3601   サンポネックレス
￥5,400(税込￥5,832)

チェーン約80㎝ / トップ約1.7×1.5㎝

1708SK3904-1  ノゾキアナピアス
￥2,800 (税込￥3,024)

1708SK3904-2  ノゾキアナイヤリング
￥2,800 (税込￥3,024)

約4.1×3.7cm

約1.7×1.5㎝

約1.7×1.5㎝

1708SK4004   ノゾキアナキルトピン
￥3,700 (税込￥3,996)

1708SK3902-1   コエダピアス
￥2,800 (税込￥3,024)

約2.8㎝

1708SK3902-2   コエダイヤリング
￥2,800 (税込￥3,024)

約2.8㎝

1708SK3603  ノゾキアナネックレス
￥4,200(税込￥4,536)

1708SK3602  コエダネックレス
￥3,600(税込￥3,888)

チェーン約41㎝ / トップ約4.5㎝×0.7㎝

チェーン約70㎝ / トップ約2.7×2.5㎝

1708SK4001  ノゾキアナヘアゴム
￥3,200 (税込￥3,456)

約4.1×3.7cm

親指と人差し指で作った輪からのぞいた

雪景色。

生きものの気配を感じる雪景色。

のぞき穴のかたちに切り取りました。



1708SK4003  アシアトブローチ
￥3,800(税込￥4,104)

約2.4×5.5㎝

1708SK4002   カケラブローチ
￥3,200 (税込￥3,456)

約2×6.2㎝

約1.1×0.8㎝

1708SK3901-1 カサネアシアトピアス
￥4,000 (税込￥4,320)

約2.5×1.7㎝

1708SK3901-2 カサネアシアトイヤリング
￥4,000 (税込￥4,320)

約2.5×1.7㎝

サイズ：9号 / 11号 /13号

1708SK3801   アシアトリング
￥2,800 (税込￥3,024)

1708SK3905  アシアトスタッドピアス
￥2,000 (税込￥2,160)

subakamana winter scenery collection

1708SK3605   アシアトネックレス
￥4,900(税込￥5,292)

チェーン約41㎝ / トップ約1.7㎝×3.2㎝

雪の上にのこる何かのアシアト。

つなげたり、そのままでシンプルに。

生きもののアシアトがのこった雪景色…

そのカケラ



1608SK39021    ミックスピアス
￥3,900 (税込￥4,212)

subakamana spice collection

1608SK36021   スパイスボールネックレス
￥5,800(税込￥6,264)

1608SK39071   
スパイスボールピアス
￥2,800 (税込￥3,024)

1608SK38011     粒粒リング
￥2,800 (税込￥3,024) 1608SK36051 

ミックスネックレス
￥4,300 (税込￥4,644)

1608SK39051     粒チェーンピアス
￥2,700 (税込￥2,916) 1608SK40041 

スパイスモチーフヘアゴム
￥3,900 (税込￥4,212)

1608SK40021
スパイスモチーフブローチ
￥4,500 (税込￥4,860)

1608SK36031
スパイスモチーフネックレス

￥5,000（税込￥5,400）

1608SK39011    コリアンダーピアス
￥2,700 (税込￥2,916)

1608SK36041   粒粒ネックレス
￥3,800(税込￥4,104)

1608SK39052 
 粒チェーンイヤリング
￥2,700 (税込￥2,916)

1608SK36011   コリアンダーネックレス
￥4,000 (税込￥4,320)

チェーン約65㎝ / トップ約1.5㎝×2.5㎝

チェーン約41㎝ /トップ一粒あたり0.3㎝

チェーン約60㎝ /トップ約2.8㎝×1.8㎝

チェーン約60㎝ /トップ約2.2㎝×2㎝

チェーン約41㎝ /トップ約2㎝

サイズ：9号 / 11号 /13号

約0.7㎝

約2㎝

1608SK39022
ミックスイヤリング

￥3,900 (税込￥4,212)

約2㎝

モチーフ長さ約2.5㎝

モチーフ長さ約2.5㎝

約1㎝

約4㎝

約3.2㎝

コリアンダー、ターメリック、

ペッパー、クミン…

そんなスパイスのイメージからでき上がった

デザインです。



MITRA GLASS
Bali
INDONESIA
Bali

Fair Trade Accessory from Mitra Bali

ミトラ・グラスシリーズは、NGOミトラバリが作るフェアトレード
アクセサリー。

今シーズンは、シルバー細工の生産者と一緒に、オリジナルデザイ
ンのパーツを作りました。
落ち着いた大人の雰囲気で、大地や水、アワ、しずくをイメージし
たデザインは、年齢を問わず、どんなお洋服にもコーディネートし
やすいアイテムです。

沖縄の琉球ガラスのように、サイダーやコーラの瓶をリサイクルし
て、ひとつひとつ手づくりされたビーズとシルバー細工のコラボレ
ーションをお楽しみください。

Concept

シサムコウボウオリジナルのトレーシングペーパーの封筒がつきます。

ミトラ・グラス



MITRA GLASS

Necklace

アワリーフ

ドロップ

ミトラグラス・ネックレス

code: 17SMB3601

シルバーNC1   アワ

price : ¥5,300 +tax

size :  49cm

code:  17SMB3602

シルバーNC2   リーフ

price : ¥5,800 +tax

size:  46～53cm

code: 17SMB3603

ビーズNC3   ドロップ

price : ¥3,800 +tax

size:  44cm

code:  17SMB3604

ビーズNC4  ソイル

price : ¥3,600 +tax

size:  68cm

code:  17SMB3605

ビーズNC5  ウォーター

price : ¥3,700 +tax

size:  68cm

ソイル

ウォーター



P1

E1

E3 E4

E2

P2 P3 P4

code: 17SMB3901-1

シルバーチェーンピアス P1

price : ¥2,800 +tax

size: 3.1cm

code: 17SMB3902-1

シルバーアワピアス P2

price : ¥4,000 +tax

size: 3.3cm

code:  17SMB3903-1

シルバーウエーブピアス P3

price : ¥3, 800 +tax

size: 3.5cm  

code: 17SMB3904-2

ウミノビーズイヤリング E4

price : ¥2,200 +tax

size: 2.7cm

code: 17SMB3904-1

ウミノビーズピアス P4

price : ¥2,200 +tax

size: 2.3cm

code:  17SMB3901-2

シルバーチェーンイヤリング E1

price : ¥2,800 +tax

size: 3.5cm

code:  17SMB3902-2

シルバーアワイヤリング E2

price : ¥4,000 +tax

size: 3.5cm

code:   17SMB3903-2

シルバーウエーブイヤリング E3

price : ¥3, 800 +tax

size: 3.4cm

ピアス

イヤリング

MITRA GLASS

Earrings
ミトラグラス
ピアス・イヤリング

※手仕事品の為、サイズには多少のばらつきが生じますので、予めご了承下さい。
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