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 企業名 
Profile 

 
会社概要 

PRODUCTS 
商品 

RAW MATERIALS USED 
使用した原料 

PRODUCT 
PICTURE  
商品写真 

LOOKING FOR: 
希望面談先 

 
WEBSITE 

ウエブサイト 

1 A. Teves 
Enterprises 

 
業種・事業：ウェアラブル

とホームスタイル 
 
設立：1989 年 
資本金：PhP 10 million 
従業員数：18 

Home and office 
furnishings 
家庭用およびオフィス用

家具 

Narra wood 
ナラ ウッド 

 

• JVパートナー 
• バイヤー 
• 原料の仕入れ

先 

www.atevesenter
prises.com 

2 Acento 
Colleccion, Inc. 

業種・事業：手芸、吹きガ

ラスの輸出（リサイクル装

飾） 
 
リサイクル製品を利用し、

「アップサイクル」して、

使い捨てと思われるアイテ

ムよりも価値のある製品を

作成します。 
 
設立：1989 年 
従業員数：30 
 
海外輸出先：日本、ブラジ

ル、ドバイ、ヨーロッパ 

Chandeliers, hanging 
lamps, wall scones, 
vases, accent pieces, 
home decors using 
recycled glass 
シャンデリア、吊りラン

プ、壁取り付け用燭台、

花瓶、アクセントピー

ス、リサイクルガラスを

使用した室内の装飾品 

Recycled glass 
リサイクルガラス 

 

• バイヤー 
• ホールセーラ

ー 

www.acentocollec
cion.weebly.com 
 

http://www.atevesenterprises.com/
http://www.atevesenterprises.com/
http://www.acentocolleccion.weebly.com/
http://www.acentocolleccion.weebly.com/
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3 Adorno '72 
Home Decors 

業種・事業：製造/家の装飾 
 
従業員数：7 
 Wall decors, sculptures, 

lamps 
壁の装飾品、彫刻、ラン

プ 

Seashells (varying from 
Mother of Pearls and 
Kabibe Shells), coconut 
shells, wood, and 
stonecast locally sourced 
in the Cebu Province 
セブ島で採った貝殻（マ

ザーオブパールとカビベ

シェルから派生）、ココ

ナッツシェル、木材、お

よびストーンキャスト  

• バイヤー 
 

www.adorno72ho
medecors.weebly.
com 
 

4 Ai-She Footwear 

業種・事業： 
履物メーカー 
 
設立：2006 年 
従業員数：50 
 
2008 年から海外（アメリ

カ、日本を含め、アジア

圏）へ輸出を始めた。 

Footwear, espadrilles 
履物、エスパドリーユ 

Canvas and abaca 
キャンバスとアバカ 

 

• アバカ繊維で

作られた地元

または地元の

靴に興味のあ

るバイヤー 

https://www.instag
ram.com/aishefoo
twear/ 

5 Benelco Arts 
and Crafts 

業種・事業： 
木製品、ドライフラワー、

グラスファイバーの製造業

者 
 
設立：2003 年 
資本金：PhP 1 million 
従業員数：9 

Housewares 
家庭用品 

Dried flowers and shells 
ドライフラワーと貝殻 

 

• JVパートナー 
• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/benelcoa
rts/ 

http://www.adorno72homedecors.weebly.com/
http://www.adorno72homedecors.weebly.com/
http://www.adorno72homedecors.weebly.com/
https://www.instagram.com/aishefootwear/
https://www.instagram.com/aishefootwear/
https://www.instagram.com/aishefootwear/
https://www.facebook.com/benelcoarts/
https://www.facebook.com/benelcoarts/
https://www.facebook.com/benelcoarts/
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6 BRICS Ventures 

 
BRICS Ventures は、わず

か 1 年前、ナラグナ地域の

小さいバランガイ（町）で

あるサンブエナベンチュラ

で設立されました。 BRICS 
Ventures には 10 ヘクター

ル近くのウコン植林地があ

ります。 植物は伝統的な方

法で栽培されました。 これ

には肥料や殺虫剤は使用さ

れていません。 
 

Turmeric products, coffee, 
cocoa, tea 
ウコン製品、コーヒー、

ココア、茶 

Turmeric tea, powder etc. 
ウコン茶、粉末など 

 

• バイヤー 
 

https://www.bricst
urmeric.com/ 

7 

Coco Plus 
Aquarian 

Development 
Corporation 

業種・事業： 
メーカー 
 
設立：2005 年 
資本金：PhP 5 million 
従業員数：30 
 
海外輸出先：サウジアラビ

ア、ナイジェリア、日本 

Virgin Coconut Oil (VCO) 
products 
バージンココナッツオイ

ル（VCO）製品 

VCO 
バージンココナッツオイ

ル（VCO） 

 

• 有機ココナッ

ツ製品の輸入

業者 

www.kokosorgani
c.com.ph 
 

8 
Crafter's Joy 

Cornhusk 
Products 

業種・事業： 
地域固有の材料で作られた

手作りの製品の製造 
 
設立：2006 年 
資本金：PhP 3 million 未満 
正社員数：11 
契約者員数：250 

Christmas decors, bags, 
baskets, bottle holders 
made of corn husks and 
bangkwang 
クリスマスの装飾、バッ

グ、バスケット、トウモ

ロコシの殻と bangkwang
で作られたボトルホルダ

ー 

Corn husks and 
bangkwang 
トウモロコシの殻と
bangkwang 

 

• JVパートナー 
• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/CraftersJ
oy/ 

https://www.bricsturmeric.com/
https://www.bricsturmeric.com/
http://www.kokosorganic.com.ph/
http://www.kokosorganic.com.ph/
https://www.facebook.com/CraftersJoy/
https://www.facebook.com/CraftersJoy/
https://www.facebook.com/CraftersJoy/
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9 
Cut N Shape 

Craft 
Manufacturing 

 
 
設立：2000 年 
資本金：PhP 1.5 million 
従業員数：7 

Wooden cut outs 
木製カットアウト 

Wood 
ウッド 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/Cut-N-
Shape-Crafts-
MFG-
13149594152237
09/ 

10 Denmark Candle 

 
業種・事業： 
メーカー 
 
すべてのろうそくはバラン

ガイ（町）の熟練工の手で

手作りされます。 
 
従業員数：5 

Decorative and scented 
candles 
装飾キャンドルと香りキ

ャンドル 

Organic soy wax, 
essential oils 
有機大豆ワックス、エッ

センシャルオイル 

 

• バイヤー 
• 投資家 
 

https://www.faceb
ook.com/Denmark
CandleShop/ 

11 Dorevi 
Industries 

業種・事業： 
手芸 
 
さまざまなデザイン、サイ

ズ、仕上げの斬新で機能的

な竹製品 
 
設立：1989 年 12 月 1 日 
資本金：Php 10 million 
従業員数：5 

Tray, planters, magazine 
rack, lampshade, wine 
holder, baskets, foldable 
table, foldable chairs, 
shelves 
トレイ、プランター、マ

ガジンラック、ランプシ

ェード、ワインホルダ

ー、バスケット、折りた

たみテーブル、折りたた

み椅子、棚 

Bamboo 
竹 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/doreviind
ustries/ 

https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/Cut-N-Shape-Crafts-MFG-1314959415223709/
https://www.facebook.com/DenmarkCandleShop/
https://www.facebook.com/DenmarkCandleShop/
https://www.facebook.com/DenmarkCandleShop/
https://www.facebook.com/doreviindustries/
https://www.facebook.com/doreviindustries/
https://www.facebook.com/doreviindustries/
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12 Esrom's House 
of Eco Buri 

業種・事業： 
メーカー 
 
設立：2012 年 
資本金：PhP 3 million 未満 
従業員数：10 人以上 

Clutches, purses, sling 
bags, bayong bags, 
boxes, beach bags 
クラッチ、財布、スリン

グバッグ、Bayong 製バッ

グ、箱、ビーチ用バッグ 

Straw and buri (palm) 
わらとブリ（ヤシ） 

 

• JVパートナー 
• バイヤー 
• 投資家 
• 原料の仕入先 
 

 

13 Fae Décor Crafts 

 
 
 
業種・事業： 
製造および輸出; 木彫りと

カットアウト製品に特化 
Christmas decors 
クリスマスの装飾 

Wood 
ウッド 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/fdcrafts/ 

14 Fruits of Life, 
Inc. 

1995 年 Fruits of Life 発足当

時、新鮮なココナッツ水はコ

コナッツの殻ま、または、白

いプラスチックカップで提供

されていたので、Fruits of Life 
Inc.は、便利であるだけでなく

衛生的で漏れのない新鮮なコ

コナッツ水の包装を改善する

必要性を認識しました。ココ

ナッツ水の自然な新鮮さ、風

味、品質を損なわないことに

注力しました。 その結果、リ

パフレッシュココナッツウォ

ーターが誕生しました。 

Coconut products 
ココナッツ製品 

Coconut water, coconut 
meat, coconut cream, 
coconut puree 
ココナッツウォーター、

ココナッツミート、ココ

ナッツクリーム、ココナ

ッツピューレ 

 

• バイヤー 
 

http://www.lipa.co
m.ph/  

https://www.facebook.com/fdcrafts/
https://www.facebook.com/fdcrafts/
http://www.lipa.com.ph/
http://www.lipa.com.ph/
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15 Fulgosino 
Enterprises 

 
 
設立：1989 年 
資本金：PhP 3‐5 million
以内 
従業員数：100 人以上 
 
海外輸出先：アメリカ 

Housewares, trays, 
planters/hampers, hats 
家庭用品、トレイ、プラ

ンター/ハンパー、帽子 

Abaca fiber （Manila 
Hemp とも呼ぶ）and 
Bacbac 
アバカ繊維（マニラヘン

プ）と Bacbac 

 

• バイヤー 
 

https://www.instag
ram.com/fulgosin
ohandicraft/ 

16 
Island RKOC 

Home Decors & 
Accessories 

 
業種・事業： 
メーカー 
 
 
設立：1976 年 
従業員数：10 

Home accessories such 
as tassels, candle 
holders, tray, napkin, 
rings 
タッセル、キャンドルホ

ルダー、トレイ、ナプキ

ン、リングなどのホーム

アクセサリー 

Embroidered thread, 
shells, resin and 
aluminum 
刺繍糸、貝、樹脂、アル

ミニウム 

 

• バイヤー 
 

http://rkocshells.c
om/ 

17 Jacildo's 
Handicrafts 

 
業種・事業： 
シェルクラフト/手芸 
 
設立：1982 年 
資本金：PhP 50,000 
従業員数：4 

Home décor and 
housewares 
インテリアと家庭用品 

Shells 
貝 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/Jacildos-
Handicraft-
20899574177120
17/ 

https://www.instagram.com/fulgosinohandicraft/
https://www.instagram.com/fulgosinohandicraft/
https://www.instagram.com/fulgosinohandicraft/
http://rkocshells.com/
http://rkocshells.com/
https://www.facebook.com/Jacildos-Handicraft-2089957417712017/
https://www.facebook.com/Jacildos-Handicraft-2089957417712017/
https://www.facebook.com/Jacildos-Handicraft-2089957417712017/
https://www.facebook.com/Jacildos-Handicraft-2089957417712017/
https://www.facebook.com/Jacildos-Handicraft-2089957417712017/
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18 
J.E.R. Shells 

Craft Creations 
Int'l. 

 
 
 
 
設立：1999 年 
従業員数：20 

Fashion accessories, 
fashion components, 
clutch bags, and home 
decors 
ファッションアクセサリ

ー、ファッションコンポ

ーネント、クラッチバッ

グ、室内の装飾品 

Shells 
貝 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/jershellcr
aft/ 

19 Jhaz Footwear 
Store 

 
 
 
 
設立：1996 年 
資本金：PhP 1.5 million 
従業員数：32 

Footwear 
履物 

Abaca, jute, rubber, fabric 
アバカ、ジュート、ゴ

ム、布 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/elvirasfo
otwear/ ；
https://www.instag
ram.com/jhazfoot
wearstore/ 

20 LBR Philcrafts 

 
業種・事業： 
卸売り/ギフト/家庭用品の

輸出 
 
設立：2002 年 
従業員数：5 
 
海外輸出先：ドバイ 
 

Photo frames, bathroom 
accessories, bowls, 
platters, charger plates, 
trays 
フォトフレーム、浴室用

アクセサリー、ボウル、

大皿、プレート、トレー 

Capiz shells 
カピス貝 

 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/lbrphilcra
fts/ 

https://www.facebook.com/jershellcraft/
https://www.facebook.com/jershellcraft/
https://www.facebook.com/jershellcraft/
https://www.facebook.com/elvirasfootwear/
https://www.facebook.com/elvirasfootwear/
https://www.facebook.com/elvirasfootwear/
https://www.instagram.com/jhazfootwearstore/
https://www.instagram.com/jhazfootwearstore/
https://www.instagram.com/jhazfootwearstore/
https://www.facebook.com/lbrphilcrafts/
https://www.facebook.com/lbrphilcrafts/
https://www.facebook.com/lbrphilcrafts/
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21 Ness Crafts and 
Fine Goods 

 
業種・事業： 
ウェアラブル（手芸バッ

グ）とホームスタイル 
 
設立：2004 年 8 月 
資本金：PhP 500,000 
従業員数：7 (in house), 
120 weavers 

Bags 
バッグ 

Abaca, bankuang, raffia 
アバカ、bankuang、ラフ

ィア 

 

• アバカ、バン

クアン、ラフ

ィアで作られ

たバッグのバ

イヤー 

https://www.faceb
ook.com/NessCra
ftsAndFineFoods/ 

22 Rowilda's 
Loomweaving 

 
 
 
 
 
 
 
業種・事業： 
織機/織製品 
 
設立：1989 年 
資本金：PhP 200,000-
300,000 以内 
従業員数：30（正社員）、

20（契約社員） 

Home and fashion 
accessories 
ホームおよびファッショ

ンアクセサリー 

Abel Iloko fabric 
アベル・イロコ 
ファブリック 
 
*「アベル・イロコ」または

「イナベル」は、ビガンと

イロコス地域の手織りの生

地です。 この生地は、その

耐久性とカラフルな歴史で

有名で、スペインのガレオ

ン船の時代にまでさかのぼ

ることができます。 「アベ

ル」は、特に木製の織機を

介した手織りのプロセスを

指す用語です。 布は、ルソ

ン島北部の多くの土地から

供給された綿の糸から作ら

れています。 さまざまな色

の糸を木製の手織機に配置

して、多様でユニークなデ

ザインを作成します。 この

プロセスは複雑で労働集約

的です。 
 
 

 

• JVパートナー 
 

www.rowildasloo
mweaving.com 
 

https://www.facebook.com/NessCraftsAndFineFoods/
https://www.facebook.com/NessCraftsAndFineFoods/
https://www.facebook.com/NessCraftsAndFineFoods/
http://www.rowildasloomweaving.com/
http://www.rowildasloomweaving.com/
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23 

San Mariano 
Banana Growers 
and Producers 

Cooperative 

業種・事業： 
メーカー 
 
設立：2015 年 
資本金：10 million 
従業員数：28（アクティブメ

ンバーは、女性、学外の若者

（out-of-school-youth/ 
OSY）、および Pantawid 
Pamilyang Pilipino Program
（4Ps）の受益者など就労や就

学の機会の乏しいサンマリア

ーノの 8 つのバランガイ

（町）から来ています。 

Christmas ornaments, 
table top displays 
クリスマスオーナメン

ト、テーブルトップディ

スプレイ 

Leatherized banana stalks 
革張りのバナナの茎 

 

• 壁紙製品の投

資家 
• 家の装飾また

は折り紙キッ

ト製品のバイ

ヤー 

 

24 Style Cat Mauve 
Marketing 

業種・事業：アクセサリー

のメーカーと小売業 
 
フィリピンの職人の製織技

術に焦点を合わせ、伝統的

な技術とモダンなデザイン

を融合させます。 これらの

スタイリッシュなバッグや

アクセサリーを通して、彼

らに彼らの遺産を誇りにさ

せることにより、フィリピ

ン人を力づけることを目指

しています。 
 
設立：2017 年 
従業員数：5 
 
海外輸出先：シンガポー

ル、インドネシア、タイ、

モルディブ 
 

Handmade bags and 
fashion accessories 
手作りバッグとファッシ

ョンアクセサリー 

Wicker, coconut husks, 
raffia, pandan leaves, 
straw, leatherette 
小枝、ココナッツの殻、

ラフィア、パンダンの

葉、わら、合成皮革 

 

• バイヤー 
• 仕入先 
 

www.shopstylecat
.com 
 

http://www.shopstylecat.com/
http://www.shopstylecat.com/
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25 TGIA Craft 
Manufacturing 

業種・事業： 
家庭用品、ギフト 
 
従業員数：5（正社員） 
 
輸出先：アメリカ、ヨーロ

ッパ、日本、韓国、インド

ネシア 

Housewares 
家庭用品 

Wood 
ウッド 

 

• バイヤー 
 

https://www.global
sources.com/si/A
S/TGIA-
Craft/6008825556
908/Homepage.ht
m 

26 Tuy Arts and 
Designs 

 
業種・事業： 
メーカー 
 
資本金：PhP 1 million 
従業員数：3 (正社員)、22
（契約社員） 

Housewares, fashion 
accessories 
家庭用品、ファッション

アクセサリー 

Handmade paper and 
sugarcane leaves, 
wooden vines and stick, 
bamboo and other 
indigenous materials 
手作りの紙とサトウキビ

の葉、木のつると棒、竹

などの土着の材料 
 

• バイヤー 
 

www.tuyartsdesig
ns.weebly.com 
 

27 Yamang Atin 
Enterprises 

業種・事業： 
輸出、箱作りとして出来高

払いで近くの主婦や男性に

就労の機会を与えます。 彼
らの収入は、日々のニーズ

を満たし、子どもたちを学

校に送るのに役立ちます。 
 
設立：2007 年 
従業員数：6 
 
海外輸出先：アメリカ、日

本 

Storage boxes and office 
accessories 
収納ボックスとオフィス

用アクセサリー 

Pine wood crates and 
palettes, buri, pandan, 
tikog, abaca 
松の木箱とパレット、ブ

リ、パンダン、tikog、ア

バカ 
 

• バイヤー 
 

https://www.faceb
ook.com/Yamang
AtinEnterprises/ 

 
 

 

https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
https://www.globalsources.com/si/AS/TGIA-Craft/6008825556908/Homepage.htm
http://www.tuyartsdesigns.weebly.com/
http://www.tuyartsdesigns.weebly.com/
https://www.facebook.com/YamangAtinEnterprises/
https://www.facebook.com/YamangAtinEnterprises/
https://www.facebook.com/YamangAtinEnterprises/
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THE NATURAL FIBERS OF THE PHILIPPINES 
フィリピンの天然ファイバー（原料） 

 
原料名 説明 （英） 説明 （日） 写真 

ABACA fiber 
アバカ 

• Sourced from the inner layer of 
the abaca plant 

• This fiber, also called Manila 
hemp, comes from stalks of 
banana relative, and isn’t hemp 
at all. It is valued for its natural 
look and absorbs dye 
unevenly.  

 

•アバカ植物の内層から供給 
•マニラ麻とも呼ばれるこの繊維は、バ

ナナの茎に由来し、麻ではありません。 
自然な外観で評価され、染料を不均一に

吸収します。 

 
BACBAC 
バクバク 

• Sourced from the outer layer of 
the abaca plant 

• The strips of abaca bark are 
softened to produce bacbac. It 
is used in basket making in 
the Philippines.  

 
 

•アバカ植物の外層から供給 
•アバカ樹皮のストリップを柔らかくし

てバクバクを生成します。 フィリピン

のバスケット作りに使用されています。 

 

BAMBOO 
竹 

An incredibly versatile material, 
strips of the stalks are plaited, 
framed or ribbed in basket-style 
bags. Bamboo absorbs dye 
unevenly, and because it is usually 
completely hand-woven.  
 

信じられないほど汎用性の高い素材であ

る茎の細片は、バスケットスタイルのバ

ッグに編み込まれたり、枠が付けられた

り、リブが付けられています。 竹は染

料を不均一に吸収します。これは通常、

完全に手織りであるためです。 

 

BANCUANG/ 
BANKUANG/ 

This sturdy material comes from 
harvested and dried cogon (or 
imperiata) grass. Only a natural 
color or brown is recommended 

この丈夫な素材は、収穫して乾燥させた

コゴン（またはインペリアタ）の草から

来ています。 不均一に染まるため、自
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BANGKWANG (sea 
grass) 
バンクアン （海

草） 

since it dyes unevenly. It is hand 
woven.  
 

然色または茶色のみをお勧めします。 
手織りです。 

BARIW 
バリウ 

This palm-like tree has long, spiky 
fronds that can be woven after 
drying and pounding. Cooler and 
smoother than most mat materials, 
it is valued or use on sleep mats. 
Bariw now appears in trendy 
handbags, placemats and other 
items. Since it does not dye well, it 
is usually left natural brown or 
tinted dark. 
 

この手のひらのような木には、長くてと

がった葉状体があり、乾燥して叩いてか

ら編むことができます。 ほとんどのマ

ット素材よりも涼しく滑らかで、睡眠マ

ットでの使用や価値があります。 Bariw
は、トレンディなハンドバッグ、プレー

スマット、その他のアイテムに表示され

るようになりました。 よく染まらない

ので、通常は自然な茶色のままか、暗い

色合いになります。 
 

BUNTAL 
ブンタル 

It is made from the large stems 
between the trunk and leaf of the 
Corypha palm. Desirable because 
it is a long, tough fiber, it was 
originally used instead of bamboo 
in hand woven hats, bags and 
mats. Today it can be woven on 
looms into a very attractive and 
durable cloth. 
 

コリファヤシの幹と葉の間の大きな茎か

ら作られています。 長くて丈夫な繊維

であるため、元々は手織りの帽子、バッ

グ、マットで竹の代わりに使用されてい

ました。 今日では、織機で非常に魅力

的で耐久性のある布に織ることができま

す。 
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BURI 
ブリ 

Buri is a type of fan palm and like all 
corypha species will only flower 
during the end of its matured life. The 
buntal, buri and raffia fibers are 
obtained from the buri palm Corypha 
elata (Roxb). The palm, reaching 
heights of twenty to forty meters, has 
large, rounded, fan-shaped leaves 
that grow up to three meters in 
length. Buntal is extracted from the 
petiole of the leaf, buri is the matured 
leaf of the palm and raffia is the 
young shoot or leaf. 

ブリは扇子ヤシの一種であり、すべての

コリファ種と同様に、成熟し寿命の尽き

る際にのみ開花します。 ブンタル、ブ

リ、およびラフィアの繊維は、ブリヤシ

のコリーファエラタ（Roxb）から得られ

ます。 高さ20〜40メートルに達する扇

子ヤシには、最大3メートルの長さの大

きくて丸い扇形の葉があります。 ブン

タルは葉の葉柄から抽出され、ブリは扇

子ヤシの成熟した葉であり、ラフィアは

若い芽または葉です。 

 

JUTE  
 (also called 
saluyot) 
ジュート（また、サ

ルヨット） 

Jute was used for rope in ancient 
times. Today, the use of it in fabric 
is called burlap. It was the Biblical 
“sackcloth.” Strong and 
durable, but dyes unevenly. 
 

ジュートは古代からロープに使用されて

いました。 今日、ファブリックでの使

用は黄麻布と呼ばれています。 それは

聖書の「荒布」でした。強くて耐久性が

ありますが、不均一に染まります。 

 

LUPIZ 
ルピズ 

• Sourced from the middle 
layer of the abaca plant 

• The skin of abaca is treated 
to produce lupiz, which is 
then hand woven. It also 
has a varying absorption of 
dye.  

 
 

•アバカ植物の中間層から供給 
•アバカの皮はルピズを生成するために

処理され、それは手織りされます。 ま
た、染料のさまざまな吸収があります。 
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NITO FOREST 
VINE 
ニート フォレスト 

ヴァイン 

This thin-stemmed vine grows 
widely in the Philippines. Its outer 
skin is usually woven without 
curing or drying. Its natural colors 
vary from green to light brown to 
black. 
 

この細い茎のブドウは、フィリピンで広

く成長しています。 その外皮は通常、

硬化または乾燥せずに織られています。 
その自然な色は、緑から薄茶色、黒まで

さまざまです。 

 

PANDAN - (also 
known as sabutan 
or karagumoy) 
パンダン（また、サ

ブタンかカラグモ

イ） 

Grows wild on the seacoast. 
Pandan shrub is also called “screw 
pine” because of its pineapple-like 
leaves in a corkscrew pattern. It 
dries unevenly so it is used in 
irregular weaves and the uneven 
dyeing produces color variations. 
 

海岸で野生に成長します。 
パンダン低木は、コルク抜きパターンの

パイナップルのような葉から「スクリュ

ーパイン」とも呼ばれます。 不均一に

乾燥するため、不規則な織り方で使用さ

れ、不均一な染色により色のばらつきが

生じます。 

 

RAFFIA - (also 
spelled raphia) 
ラフィア 
（raphiaとスペルす

るケースもある） 

It is obtained from the pinnate-
leaved raffia palm tree. The 
leafstalks are used to make strong 
fibers commonly found in items 
such as hats, baskets and mats. 
 

それは羽状葉のラフィアヤシの木から得

られます。 葉柄は、帽子、バスケッ

ト、マットなどのアイテムによく見られ

る強力な繊維を作るために使用されま

す。 
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RATTAN - Also 
called cane 
ラタン（また、ケイ

ン） 

This palm family vine climbs into 
the sky by twisting itself around 
trees of the jungle canopy to flower 
and drop seeds. When cut into 
strips, it is easily bent and holds its 
shape when dry, so it makes great 
baskets and furniture. 
 

このヤシ科のつるは、ジャングルの天蓋

の木々の周りをひねって種子を開花さ

せ、落とすことで空に登ります。 スト

リップに切断すると、簡単に曲げられ、

乾燥したときにその形状を保持するの

で、素晴らしいバスケットや家具を作り

ます。 

 

TICOG 
ティコグ 

This soft, jointless and upright plant 
stalk grows in the Philippine 
wetlands. Since it dyes unevenly, it 
is only used in its natural color. 
Ticog is commonly used to weave 
(usually not closely) into twined 
baskets. 
 

この柔らかく、継ぎ目がなく直立した植

物の茎は、フィリピンの湿地で育ちま

す。 不均一に染まるため、自然な色で

のみ使用されます。 Ticogは、通常、絡

まったバスケットに織り込むために使用

されます（通常は密接ではありませ

ん）。 

 

Source of English text/ description: http://www.tikitotesandbags.com/materials.html  
 

 

Other useful sources 他の有用な出典： 

a. Philippine Fiber Industry Development Authority  
フィリピン繊維産業開発局  

www.philfida.da.gov.ph/index.php/17-directory  
 
b. Department of Science and Technology - Forest Products Research and Development Institute 

フィリピン科学技術省 林産物研究開発研究所 
“Philippine Raw Materials Sourcebook”  「フィリピン原料ソースブック」  
http://www.fprdi.dost.gov.ph/publications/philippine-raw-materials-sourcebook  

 

http://www.tikitotesandbags.com/materials.html
http://www.philfida.da.gov.ph/index.php/17-directory
http://www.fprdi.dost.gov.ph/publications/philippine-raw-materials-sourcebook

