コアル / KOAL • アヌ / ANU

ケリーナ / KELINA • コンウェイ / CONWAY
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アロハ・フラ・サプライ
アロハ フラ サプライは1998年にスティーブン コップによって創設されました。スティーブン コップ
は彼の30年間以上の知識と、有名なフラサプライセンターの共同オーナーであった経験を生かして
アロハ フラ サプライを立ち上げました。この16年間、アロハ フラ サプライは日本のお客様にも
フラだけでなく、タチヒアン、マオリ、サモアダンスで必要な楽器や道具を提供し続けております。お
客様皆様にご満足いただくために、私達はたくさんのアロハの気持ちと共にカスタマーサービス（顧
客満足）に最も力を入れ、高品質の商品を作り、お届けしております。それは基本的でありシンプル
なことですが、私達が一番大切にしていることです。ハワイの文化、そしてポリネシアンダンスを愛
するお客様皆様、私達の‘オハナ’家族です。 オハナであるお客様皆様にご満足いただけますよ
う、私たちはこれからも常に努力し続て行きたいと思っております。
そして私、スー エルドリッジは5年間スティーブンのもとで経営マネージャーとして共にアロハ フラ
サプライで仕事をさせていただきましたが、2012年にスティーブンが経営から退き、残りの人生をも
っと旅やゴルフをして楽しみたい、とリタイアした時にこのアロハ フラ サプライを経営者として引き
継ぎました。アロハ フラ サプライ ウェアーハウス（会社、製造所であり、ショップもあります）はホ
ノルルの648 A Laumaka Street（648 A ラウマカ通り）にあります。 ホノルル空港から約5分の場
所に位置しております。ハワイアンフラ、タヒチアン、マオリ、そしてサモアンの楽器や衣装、アクセ
サリー、ウェアーハウスには常にたくさんの商品を取り揃えてあります。ウリウリやプイリ、イプ、多
くの伝統的なフラの楽器、たくさんの色とりどりのレイ、髪飾り、フラスカート、羽や貝の飾りもの、バ
ラエティーあふれる商品をきっと楽しんでいただけることと思います。営業時間は月曜日から金曜日
は8時30分から夕方4時30分まで、そして土曜日は朝9時より午後1時までとなります。
駐車場は私達の敷地内、建物の前、右側のフェンスのあたり、とたくさんあります。皆様が次にハワ
イを訪れる際には、ぜひアロハ フラ サプライへお立ち寄りください。そしてご質問等ありましたら
いつでも遠慮なくお電話、メール、お手紙、ファックスでお知らせください。 皆様からのご連絡をお
待ちしております。
そして、皆様からのご提案、アドバイスなど、どうぞいつでもお聞かせ下さい。 皆様のご要望にこた
えられますよう、私達の商品が皆様に喜んでご満足いただけますよう、今後も努力してまいります。
そして皆様とお目にかかれる日を楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。
Aloha No !
スー エルドリッジ 代表取締役 オーナー

タヒチアン

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。
個人でのご注文の場合：
－ 送料が安くなります。
－ ご注文金額が160ドル
以下の場合、輸入税が
かかりません。
個人でのご注文の
ガイドライン：
－ご購入用品は、個人用
にのみご使用下さい。ご
注文の際には、“個人用
（Personal）”と明記して下
さい。
注意：大量購入の場合、
税関にて説明を求められ
ます。

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。
レッド
ホワイト

S： 30.5cm

イエロー

M： 33.7cm

ナチュラル

L：

グリーン

XL： 38.1cm

38.1cm

ブルー
ピンク

*XLは太め

オレンジ

*二色

ブラック

T1 タヒチアン・スカート

T1A-Pack 2枚重パック

T2 ハンド・タッセル（イイ）

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

T1A-Pack 長さ約91.4cm 幅約101.6cm
バンディングが必要となります。

T1と同じ素材で作られています。

T3 スカート・タッセル

T4 スカート・フリンジ

T5 ハウ・ロゼット

T1 タヒチアン・スカートと同じ樹皮を使用 。

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

T1と同じ素材で作られているフラワーです。
直径約6.4cm
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タヒチアン
前：バンドに 三つのマザー・オブ・パール・シェル
後ろ：雄鶏の尾羽のみ

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
T7DB2C スモール
A

A

B

B

雄鶏の尾羽付きの手作りヒップバンド。

T7 プロフェッショナル・タヒチアン・スカート
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。

前：バンドに 三つのマザー・オブ・パール・シェル
後ろ

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。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。

T8 高さ約55.9cm

T8XF 高さ約40.6cm

T7DB 約83.8-94cm
T7DBC（スモール）約81.3cm 以下

T7DB ハウ・ヒップバンド/ バッスル・スタイル
T7DBC スモール
手作りのハウ・ヒップバンドです。

高さ約40.6cm

高さ約40.6cm

T8 セレモニアル・ヘッドドレス
T8XF Xファンシー

T9 オテア・ヘッドドレス

T9XF オテア・ヘッドドレス - Xサイズ

ヘッドサイズと色をご指定ください。

雄鶏の尾羽（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。

雄鶏の尾羽 (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。

高さ約30.5cm

高さ約30.5cm

横向けに着る小さめ

正面に着る大きめ

T9PS プリンセス・オテア・ヘッドドレス・スモール
T9PL プリンセス・オテア・ヘッドドレス・ラージ

T10S/2 シェル・ジンジャー・ハヴィティ
・ハウ・ヘイ
色：レッド、ホワイト、イエロー。シングル又は二
色をお選び下さい。T10S2‐クロトン・リーフ付き。

雄鶏の尾羽、ニアウ・ブランとハウ。サイズと
色をご指定ください。

T10D デラックス・ハヴィティ
・ハウ・ヘイ
色をご指定ください。

ナチュラル

ロイヤル・ブルー

ホワイト

ターコイス

ピンク

アクア

マジェンタ（赤紫）

パープル

レッド

ブラック

オレンジ

ココア

イエロー

ブラウン

イリマ（ゴールド）

ラスト（赤褐色）

グリーン

バブルガム

ライム
シャルトルーズ
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タヒチアン / タヒチアン メンズ（男性）
アームバンド

リストレット

T14A タヒチアン・アームバンド
T14 リストレット
シングル又は1組。お好きな色を選べます。

T20 タヒチアン・サンド・バッグ
砂の入ったサンドバッグ。
S： 約～53.3-66ｃｍ | M： 約～68.6-81.3ｃｍ
L： 約～83.8-96.5ｃｍ

T15 三つ編みのタヒチアン・ヘッドバンド

T17 飾りとニアウのタヒチアン・スタイル・コーム

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。

手作りのサモアン・コームにニアウとタヒチアン
の飾り付け。お好きな色をお選び下さい。

TM1 タネ編みこみサッシュ、マザー・オブ・
パール＆ルースター・テイルのアクセント

TM3 アリイ・タネ・ヘイ、
ブラック・ルースター・テイル付き

色とスタイルをご指定ください。

手作りのタネ・ヘッドピースにマザー・オブ・
パールでデコールのバンド。色をご指定ください。

TM8 クラック・マザー・オブ・パール・
ヘッドドレス

TM10 ボラボラ・ヘッドドレス

サイズ：約83.8-94㎝

TM7 タネ・プロフェッショナル・スカート
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。ヒップサイズをご指定ください。

TM14 タネ・レギンス / TM14C ボイ（子ども）
TM14 - 長さ約： 35.6 x 35.6cm
TM14C - 長さ約： 30.5 x 35.6cm
色をご指定ください。
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色とヘッドサイズをご指定ください。

ハウ・ロゼットから作られた円筒型のヘッド
ドレス。お好きな色と組み合わせが選べま
す。ヘッドサイズをご指定ください。

TM14A タヒチアン・アーム 、
ブラック・ルースター・テイル付き

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

長さと色をご指定ください。

シンプルな編みこみのハウ・ヘッドバンド。
色とヘッドサイズをご指定ください。

ハワイアン
標準の色：レッド/イエロー

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

ホワイト/ブラック

標準の色：ナチュラル/タパ

H1 ウリウリ
（一体型）

H1C AHS ウリウリ・カバー

H2 ウリウリ・キャップ

羽の直径： S:25.4cm | M:30.5cm | L:35.6cm

アロハ・フラ・サプライのウリウリカバー。
カバーの口にはゴムが入っていますのでウリ
ウリへの脱着が簡単です。サイズ： S ～ L

羽の直径： S:25.4cm | M:30.5cm | L:35.6cm

H3 ウリウリ・ボトム

H4 イプ

H5 イプ・ヘケ

胴回り： S: 約56-61cm
M: 約63-69cm $33 | L: 約71-81cm $38

両手用のチャンティングで使う瓢箪うり。
サイズにより値段が異なります。

ハワイ、
マウイ島
からの手作り

H6 カラアウ
（2本一組）
ダンス用のリズムスティック。ご購入の場合
は2本一組になります。
長さ 約30.5cm

H7 プイリ
（2本で一組）
H7H ハワイアン・プイリ
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

H13 バンブー・ノーズ・フルート
ハワイとタヒチで使われている楽器。
長さ約30.5cm

緑

ナチュラル

麦色

H8 イリイリ（4つの石で1セット）

H9 半分に割ったココナッツ

H11-Pack 2枚重パック

滑らかな溶岩石のカスタネット。

ココナッツを半分に割り磨き上げたもの。

色：ナチュラル、緑、麦色。幅約101.6cm
バンディングが必要となります。

4

ハワイアン

/

マオリ

ミディアム：
約33x30.5x15.2cm

幅71.1/長さ66cm

ラージ：
約43.2x33x20.3cm

幅78.7/長さ71.1cm
幅91.4 /長さ71.1 cm

革製ハンドル可能：

H12 ラフィア･フラ･スカート

H15M/L ラウハラ･フラ･バッグ

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。

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。

H15Q

H15QP

フラ・バッグ

プイリ・バッグ

H15Q キルト･フラ 又はイプヘケ・バッグ
H15QP キルト･プイリ・バッグ
H15P パレ
色、柄についてはお問い合わせください。
メタリック･カラー

大人用:
幅86.4/長さ63.5cm

大人 ・サイズ：
幅101.6/長さ91.4cm

子供用：
幅55.9/長さ50.8cm

ジュニアー・サイズ：
幅91.4/長さ68.6cm

H16P プラスチック
１セット/10枚：
長さ59.7cm

子供 ・サイズ：
幅76.2/長さ45.7cm

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)

H16 ティー・リーフ・スカート

H17 セロファン・フラ･スカート

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。

右記のカラー見本から色をお選びください。
子供/ジュニアのサイズは特別最低注文数 ＊商品の色が売り切れの場合、最低注文
量：５とになります。
数量５枚となります。

デザイン：
シドニー・オーストラリアの
キーパ＆ロジーナ・スミス。

M9 パッケージ・マオリ・ファブリック
約：182.9㎝ x 114.3㎝。デザインと色の意味
が含まれています。マオリ・ヘッドバンドとマッ
チしたレッド/ブラック/ホワイトの柄。

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

M2 ティティ・トレア・スティック
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

大人:
長さ 約66cm
子供:
長さ 約 53cm
ショート:
長さ 約 30cm

M3 バンブー・チューブ（ブラックとナチュラルのみ） M5 マオリ・ポイ・ボール
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
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白いボールに赤、黒、白で編んだ糸。

M6 マオリ・ティキ
M6L マオリ・ティキ - ラージ
グリーン、ボーン、ブライト・ホワイト。
M6: 約7.6cm | M6L: 約 10.16ｃｍ

マオリ / フェザー

M7 マオリ･ヘッドバンド
赤、黒、白の幾何学模様のヘッドバンド。
長さ 約58.4cm

M4 木製ビーズ

/ その他

$7.50 (¥623）/パック

M4P 模造ブラック・パール・ビーズ
$10 (¥830）/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。

250個入り 。約1cm

F1 ストラング・フェザー（糸を張ったフェザー）

F2B ルースター・テイル（雄鶏の尾羽）

F2W/F2W-L 染めたルースター・テイル

長さ約10.2-12.7cm。 （1ｵﾝｽ/28.3g）
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

長さ約35.6-40.6cm（1ｵﾝｽ/28.3g）

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。
F2W-L 長さ約40.6cm～。色：ホワイトのみ。

MS2 ラウハラ・マット

MS3 ランチョンマット

MS2 ラウハラ・マット
MS3 ランチョンマット

MS11 プニウ

MS1 ラウハラ・ロール

ココナッツ、皮とタパで作られた膝に乗せて
うつ楽器。 カー付き。 サイズはそれぞれ異
なります。

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）

MS4 ニアウ・ブラン（タヒチアン・ヘッドドレス）

MS6 ラフィア生地

MS9R 織ったラウハラバンディング・ロール

若いココナッツの葉を漂白したもの。

長さ約0.69ｘ2.74m

タヒチアン・コスチュームのバンディングに
使われるラウハラ・バンド。
サイズは５㎝又7.6㎝。ロール長さ約～15.54ｍ

MS2: 約152.4ｘ213.4cm
MS3: 約30.5ｘ45.7cm
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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。

#A

#E

#I

#A

#E

#I

#B

#F

#J

#B

#F

#J

#C

#G

#K

#C

#G

#K

#D

#H

#L

#D

#H

#L

NH-CLP ヘアクリップ (#A-D)

NH-CLPL ラージ (#A-C)

NH-CLP スパイダー・リリー (#E-H)

NH-LEHUA レフア (#D-G)

NH-CLP レフア (#I-L)

NH-ORCHID オーキッド (#H-L)

上記写真よりお選びください。約12.7cm

約17.8cm

#A

NH-ILIMA

NH-CMBC

NH-ILIMA

NH-CMBC クラウン・フラワー・コーム
(約10.2cmのコーム)

#D

NH-ILIMA イリマ・ミックス・クリップ
(約10.2cmのコーム)

#G
NH-HEI

NH-CMBT

NH-CMBTD

#B

#E

#H

#C

#F

#I

NH-HEIT

NH-HEI2（ハウ付）

NH-CMBT タヒチアン・コーム

NH-HAK ハク (#A-C)

NH-HEI タヒチアン・ヘイ

NH-CMBTD デラックス

NH-HAKT タヒチアン (#D-F)

NH-HEIT2 ハウ付き

NH-HAKTD デラックス (#G-I)

NH-HEIT ティアレ・ヘイ

約55.9cm。

ヘイ約61cm。ティアレ・ヘイ約25.4cm。

約18cm。

NH-WRS

NH-HIP

NH-WRS2

NH-WRS グリーンリーフ・リストレット

NH-SET ナニ・ホク・ハク/クペエ・セット

NH-WRS2 ハウ付き

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。

クロトンと他のグリーンの葉で作られていま
す。約17.8cm。

NH-HIP2

NH-HIP タヒチアン・ヒップバンド
大人/子供。ヒップサイズをご指定ください。
NH-HIP2 ハウ付き
大人/子供。ヒップサイズをご指定ください。

NH-HP商品

1. アンスリウム：

選べる花のリスト

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

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

3. ブーゲンビリア：
レッド、ホワイト
オレンジ 、パープル
NH-HIPS

4. プルメリア：

NH-HIP3

NH-HIPS スパイダー・クロトン・ヒップバンド

NH-HP 模造ブラック・パール付きヘアピース

NH-HIP3 ミックス・フラワー・ヒップバンド
お好きな花の色が選べます。ヒップサイズを
ご指定ください。

約20.3cm。グリーン・花・模造ブラックパール
長めのハウなどを使った髪飾りです。 右記
のリストよりお好きな花と色が選べます。
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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

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)

レイ、ヘッドバンド・フラワー

レイは長さ約 101-107cm

L2C

L1

L1R/ L1H

L2

L2XL 長さ 約152.4cm

L1 ピカケ・レイ

L1M レッド・ローズ付きピカケ・レイ

L2 プルメリア・レイ（リアル）

L1R ロープ・ピカケ・レイ (二重)

L1MH ヘッドバンド

L2C プルメリア・ヘアクリップ

L1H ピカケ・ヘッドバンド (二重)

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

L2D / L2H

L4 - 約152.4cm

L4D (約182.9cm)
L2S

L2D / L2H

L2S プルメリア・レイ（シングル）

L4H / L4W

L3T ツイスト・ローズバッド・レイ

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

L4T - 約157.5cm

L4 マイレ・レイ
L4D デラックス・マイレ・レイ
L4H デラックス・マイレ・ヘッドバンド
L4W マイレ・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

L6 ナッツ32個
（約88.9-94cm)

L8D

L6C 18個（約53.3-58.4cm）
L6W 8個（約25.4-30.5cm）

L6I

L6 ククイ・ナッツ・レイ

L8S

L6T ツイスト・ククイ・ナッツ・レイ (3重)
3重にねじれたブラック・ククイ・ナッツ。
約66cm

L8D ダブル・カーネーション・レイ

L9 シェル・ジンジャー・レイ(二重)

L10 イリマ・レイ

L11 プアケニケニ

L9H シェル・ジンジャー・ヘッドバンド

L10H イリマ・ヘッドバンド

L11M ミックス・プアケニケニ/パカラナ/ピカケ

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

A. レッド

B. ホワイト

L8S シングル・カーネーション・レイ
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

C. イエロー

L10XL イリマ・レイ・Xロング (約152.4cm)
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レイ、ヘッドバンド・フラワー

レイは長さ約 101-107cm

L12 / L12H

L12S / L12SH
ミニハイビスカスとブーゲンビリア

L12 ブーゲンビリア・レイ

L13 ランタン・イリマ・レイ

L14 ダブテイル・シェル・レイ
（12連）
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

L12H ヘッドバンド
L12S スペシャル・レイ (二重)
L12SH スペシャル・ヘッドバンド

L15XL レイ (約152.4cm)

L15XL レイ

L14P ピカケ・シェル・レイ
（10連）
長さ約152.4cm

L15H ハク

L15 チューべローズ・カーネーションレイ
白いチューべローズと赤または白のカーネー
ションを合わせたレイです。

L15XL チューべローズ・レイ・ロング

L15C チューべローズ・ヘアクリップ・ラージ

L17 レザーファーン(シダ)・ハク

L18 マイレ・ハク

L15CS スモール
ラージ(約11.4cm) | スモール(約8.9cm)

L17A アンクレット

L18A/W アンクレット/ リストレット
フェルトの裏地にマジックテープ付き

L14PS ショート・ピカケ・シェル・レイ
（10連）
長さ約91.4cm。色：イエロー、ホワイト、グリーン。

L17H ヒップバンド (約86.4cm)

L15H チューべローズ・デラックス・ハク
白いチューべローズのハクです。

A

A ピンク
L19 ダーク・グリーンの一色

L19XF グリーンの多色

L19 ミニファーン(シダ)・ヘッドバンド(二重)
L19XF Xフル・ヘッドバンド
（太め）
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B

C

D

E

F

G

L20 ハイビスカス・ヘアクリップ
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

B

C

D

L23H トゥトゥ・ハイビスカス・ヘアクリップ
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

E

レイ、ヘッドバンド・フラワー

レイは長さ約 101-107cm

L24D ダークカラー

L23P

L23B

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
約7.6cm のクリップ

L24L ライトカラー

L24D/ L24L スペシャル・イリマ・レイ（リアル） L25 モキハナ・Xロング・レイ
木のビーズを黄緑色にペイントしてあります。
L24D-H/ L24L-H ヘッドバンド
約147.3cm

B

C
A
A

D

L26 オハイ・アリイ・レイ

L27 ナニ・レイ

L26H オハイ・アリイ・ヘッドバンド

L27H ナニ・ヘッドバンド

L26W オハイ・アリイ・リストレット

A. オレンジ B. ピンク C. グリーン/ホワイト
D. パープル

B

C

D

L27C ナニ・クリップ
約7.6cm
A. オレンジ B. ピンク
C. グリーン/ホワイト
E. イエロー F. レッド

E

L29 ティー・リーフ・ヘアピース
ティーリーフが編み込まれた手作りのヘアー
ピース。 色はレッド/グリーン、イエロー/グ
リーンがあります。葉の長さ : 約～7.6㎝
ヘアピースの長さ：約～17.8㎝

PLU

L33H レザー・ファーン・ヘッドバンド
L33W リストレット
ファーン（シダ）のゴムバンド。

PLUG

G

D. ホワイト
G. パープル

L30L/H

L28 ルース・クラウン・フラワー
200個入り

F

L32L/H

L30/H シェル・ロゼット・レイ／ヘッドバンド
L32/H コア・シード・レイ ／ ヘッドバンド
レイ：長さ約 76.2cm。
ヘッドバンド： 長さ約 55.9cm。

MS7P

PLU プルメリア・フォーム・ヘアクリップ
気泡ゴム製 約10.2cm

MS7 ティアレ・ピック

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

MS7-Pack ６個入りパック

MS7P

MS7P ブラック・パール付
気泡ゴム製 約5.1 - 7.6cm
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シェル / その他
A. 円形

C. ひし形

全てのシェル商品の国際注文には、米国魚類野生動物庁による検査と証明書の発行が義務
付けられています。
この証明書は、一発送につき93ドルの費用がかかります（シェルの数量
に関わらず、一発送毎に証明書が発行されます）
。注意：証明書の費用は変更される事があります。

B. 花形

D. 長方形

A - SH2 クリーム

E. ティアドロップ

見本

B - SH2W ホワイト

SH4

SH1 マザー・オブ・パール
A：3.2cm、5.1cm、6.4cm、7.6cm、8.9cm、10.2cm

SH1-T2/T3 マザー・オブ・パール・ティアレ

SH2, SH2W シェル・ロゼット
約3.2cm。円形模様のカウリー・シェル。

B ：花形 5㎝		

T2：5.1cm
T3: 7.6cm

SH4 スネークヘッドカウリー
約2.5cm

C：ひし形 5㎝

D：長方形 7.6ｘ5.1㎝ E：ティアドロップ 5.1㎝

SH5T

SH6M

SH6W

SH5TW

SH3 約17.8-25.4cm

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

SH10
ウッド又はMOP ティアレ

SH12

SH3P 約12.7-15.2cm

SH3 ヘルメット・シェル・ブロワー
SH3P ピンク・コンク・シェル (SH3よりも平ら)
ポリネシアのほら貝。

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

SH5

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

SH5D

SH8 マザー・オブ・パール・シェル・ベルト

S5L/S イノシシ・タスク・ネックレス
SH5S：スモール SH5L：ラージ

ベルトの長さ約86.4cm
＋結び着ける紐の長さ約25.4cm

S5D イノシシ・ダブル・ネックレス

P3 ソリッド・カラー・パレオ(薄めの布)
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

Tel： (808) 847-7600 • Fax： (808) 847-0677
フリーダイヤル: (888) 635-4852

アレックス / ALEX

648A Laumaka Street, Honolulu, Hawai`i 96819
Web: www.alohahulasupply.com
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