
SH-02R
http://mittan.asia/SH-02R

プルオーバー　小

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １　２　３

価格:   ¥15,400（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３

価格:   ¥19,800（税込）

SH-02RC
http://mittan.asia/SH-02RC

プルオーバー　小 （草木染）

SH-02RB
http://mittan.asia/SH-02RB

プルオーバー　小 （ベンガラ染）

SH-33
http://mittan.asia/SH-33

0カウントカディプルオーバー

混率:  綿　100%

色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅

サイズ:  １　２　３
価格:   ¥19,800（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*

サイズ:  １　２　３

価格:   ¥19,800（税込）



SH-18
http://mittan.asia/SH-18

竹プルオーバー

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  白*　濃紺　黒
サイズ:  １　２

価格:   ¥17,600（税込）

混率:  植物繊維（竹）55%　
   綿　45%
色展開:  胡桃*　藍

サイズ:  １　２

価格:   ¥22,000（税込）

SH-18C
http://mittan.asia/SH-18C

竹プルオーバー（草木染）

SH-18B
http://mittan.asia/SH-18B

竹プルオーバー （ベンガラ染）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅

サイズ:  １　２

価格:   ¥24,200（税込）



SH-25WB
http://mittan.asia/SH-25WB

半袖カディシャツ

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １

価格:   ¥16,500（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  １

価格:   ¥20,900（税込）

SH-25WBC
http://mittan.asia/SH-25WBC

半袖カディシャツ（草木染）

SH-25WBB
http://mittan.asia/SH-25WBB

半袖カディシャツ（ベンガラ染）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １

価格:   ¥20,900（税込）



SH-03
http://mittan.asia/SH-03

カディシャツ

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥20,900（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥25,300（税込）

SH-03C
http://mittan.asia/SH-03C

カディシャツ （草木染）

SH-03B
http://mittan.asia/SH-03B

カディシャツ （ベンガラ染）

SH-03TS
http://mittan.asia/SH-03TS

カディシャツ（宝島染工）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥26,400（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  墨（ストーン）*

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥28,600（税込）



SH-03H
http://mittan.asia/SH-03H

カディシャツ（補強）

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥24,200（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍　藍×胡桃*

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥28,600（税込）

SH-03CH
http://mittan.asia/SH-03CH

カディシャツ（草木染）（補強）

SH-03BH
http://mittan.asia/SH-03BH

カディシャツ （ベンガラ染）（補強）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥29,700（税込）



SH-27
http://mittan.asia/SH-27

大麻シャツ

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  白*　濃紺　濃黒

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥20,900（税込）

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  胡桃　藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　4 

価格:   ¥25,300（税込）

SH-27C
http://mittan.asia/SH-27C

大麻シャツ （草木染）

SH-27B
http://mittan.asia/SH-27B

大麻シャツ（ベンガラ染）

SH-39
http://mittan.asia/SH-39

OC格子シャツ

混率 : 植物繊維（大麻）100％
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥26,400（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  生成格子*　黒格子

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥23,100（税込）



SH-30
http://mittan.asia/SH-30

大麻シャツロング

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  白　濃紺*　濃黒

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥24,200（税込）

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  胡桃　藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥28,600（税込）

SH-30C
http://mittan.asia/SH-30C

大麻シャツロング （草木染）

SH-30B
http://mittan.asia/SH-30B

大麻シャツロング（ベンガラ染）

混率:  植物繊維（大麻）100％
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　4

価格:   ¥30,800（税込）



SH-17
http://mittan.asia/SH-17

カディワイドシャツ

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  1　2

価格:   ¥19,800（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  1　2

価格:   ¥24,200（税込）

SH-17C
http://mittan.asia/SH-17C

カディワイドシャツ（草木染）

SH-17B
http://mittan.asia/SH-17B

カディワイドシャツ（ベンガラ染）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  1　2

価格:   ¥25,300（税込）



SH-17H
http://mittan.asia/SH-17H

カディワイドシャツ（補強）

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  1　2

価格:   ¥22,000（税込）

混率:  綿　100%
色展開:  藍*　藍×胡桃
サイズ:  1　2
価格:   ¥26,400（税込）

SH-17CH
http://mittan.asia/SH-17CH

カディワイドシャツ（草木染）（補強）

SH-17BH
http://mittan.asia/SH-17BH

カディワイドシャツ（ベンガラ染）（補強）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅

サイズ:  1　2

価格:   ¥27,500（税込）



SH-44
http://mittan.asia/SH-44

半袖カディロングシャツ

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  ２

価格:   ¥25,300（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  ２

価格:   ¥29,700（税込）

SH-44C
http://mittan.asia/SH-44C

半袖カディロングシャツ（草木染）

SH-44B
http://mittan.asia/SH-44B

半袖カディロングシャツ（ベンガラ染）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅

サイズ:  2

価格:   ¥31,900（税込）



SH-42
http://mittan.asia/SH-42

大麻羽織シャツ

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  白*　濃紺　黒

サイズ:  １　２　３　

価格:   ¥26,400（税込）

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  胡桃　藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　 

価格:   ¥30,800（税込）

SH-42C
http://mittan.asia/SH-42C

大麻羽織シャツ （草木染）

SH-42B
http://mittan.asia/SH-42B

大麻羽織シャツ（ベンガラ染）

混率:  植物繊維（大麻）100％
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　

価格:   ¥33,000（税込）



SH-43
http://mittan.asia/SH-43

kalaコットン羽織シャツ

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １　２　３　

価格:   ¥25,300（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　

価格:   ¥29,700（税込）

SH-43C
http://mittan.asia/SH-43C

kalaコットン羽織シャツ （草木染）

SH-43B
http://mittan.asia/SH-43B

kalaコットン羽織シャツ（ベンガラ染）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２　３　

価格:   ¥31,900（税込）



JK-14
http://mittan.asia/JK-14

竹ワンピース

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  白　濃紺　濃黒*

サイズ:  １　２　

価格:   ¥28,600（税込）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  胡桃*　藍

サイズ:  １　２

価格:   ¥35,200（税込）

JK-14C
http://mittan.asia/JK-14C

竹ワンピース（草木染）

JK-14B
http://mittan.asia/JK-14B

竹ワンピース（ベンガラ染）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２

価格:   ¥38,500（税込）



JK-15
http://mittan.asia/JK-15

カディロング羽織

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  １　２

価格:   ¥27,500（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  藍*

サイズ:  １　２

価格:   ¥31,900（税込）

JK-15C
http://mittan.asia/JK-15C

カディロング羽織 （草木染）

JK-15B
http://mittan.asia/JK-15B

カディロング羽織（ベンガラ染）

JK-15TS
http://mittan.asia/JK-15TS

カディロング羽織（宝島染工）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  １　２

価格:   ¥34,100（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  墨（ストーン）*

サイズ:  １　２

価格:   ¥37,400（税込）



JK-03
http://mittan.asia/JK-03

OCガラ紡ロングジャケット

混率:  綿　55％　絹　45％

色展開:  生成　濃紺*　黒

サイズ:  １　２　３　４

価格:   ¥56,100（税込）

混率:  綿　55％　絹　45％

色展開:  胡桃　藍　藍×胡桃*

サイズ:  １　２　３　４

価格:   ¥64,900（税込）

JK-03C
http://mittan.asia/JK-03C

OCガラ紡ロングジャケット（草木染）

JK-07
http://mittan.asia/JK-07

OCガラ紡ジャケット

JK-07C
http://mittan.asia/JK-07C

OCガラ紡ジャケット（草木染）

混率:  綿　55％　絹　45％

色展開:  生成*　濃紺　濃黒

サイズ:  １　２　３　４

価格:   ¥45,100（税込）

混率:  綿　55％　絹　45％

色展開:  胡桃　藍*　藍×胡桃

サイズ:  １　２　３　４

価格:   ¥50,600（税込）



PT-09
http://mittan.asia/PT-09

竹パンツ

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  生成　濃紺　黒*

サイズ:  ２

価格:   ¥19,800（税込）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  胡桃　藍*　

サイズ:  2

価格:   ¥24,200（税込）

PT-09C
http://mittan.asia/PT-09C

竹パンツ（草木染）

PT-09B
http://mittan.asia/PT-09B

竹パンツ（ベンガラ染）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%

色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  ２ 

価格:   ¥26,400（税込）



PT-16
http://mittan.asia/PT-16

大麻パンツ

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  濃紺*　濃黒

サイズ:  ２　

価格:   ¥19,800（税込）

混率:  植物繊維（大麻）100％

色展開:  胡桃*　藍　藍×胡桃

サイズ:  ２

価格:   ¥24,200（税込

PT-16C
http://mittan.asia/PT-16C

大麻パンツ（草木染）

PT-16B
http://mittan.asia/PT-16B

大麻パンツ（ベンガラ染）

混率:  植物繊維（大麻）100％
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  ２

価格:   ¥26,400（税込）



PT-19UM
http://mittan.asia/PT-19UM

竹ワイドパンツ

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  白　濃紺　黒*

サイズ:  １

価格:   ¥27,500（税込）

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  胡桃　藍*

サイズ:  １

価格:   ¥31,900（税込）

PT-19UMC
http://mittan.asia/PT-19UMC

竹ワイドパンツ（草木染）

PT-19UMB
http://mittan.asia/PT-19UMB

竹ワイドパンツ（ベンガラ染）

PT-21
http://mittan.asia/PT-21

強撚コットンパンツ

混率:  植物繊維（竹）55%
   綿　45%
色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅

サイズ:  １

価格:   ¥34,100（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  黒* 

サイズ:  １　２

価格:   ¥26,400（税込）



PT-17
http://mittan.asia/PT-17

亜麻苧麻ショート

混率:  麻　100%
   （リネン50％　ラミー50％）
色展開:  生成*　濃緑　濃紺　黒

サイズ:  １　2

価格:   ¥20,900（税込）

混率:  麻　100%
   （リネン50％　ラミー50％）
色展開:  生成　濃緑*　濃紺　黒

サイズ:  １　2

価格:   ¥26,400（税込）

PT-13
http://mittan.asia/PT-13

亜麻苧麻ロング

PT-01
http://mittan.asia/PT-01

シルクデニムショート

PT-02
http://mittan.asia/PT-02

シルクデニムロング

混率:  絹　100%

色展開:  紺×胡桃*　紺×松煙

サイズ:  １　2

価格:   ¥22,000（税込）

混率:  絹　100%

色展開:  紺×胡桃*　紺×松煙

サイズ:  １　２

価格:   ¥26,400（税込）



T-05
http://mittan.asia/T-05

suvin半袖平面T

混率:  綿　100％

色展開:  白　紺　黒*

サイズ:  1　2　3

価格:   ¥7,700（税込）

混率:  綿　100％

色展開:  白*　紺　黒

サイズ:  １　2

価格:   ¥9,900（税込）

T-06
http://mittan.asia/T-06

suvin半袖ワイド平面T

T-07
http://mittan.asia/T-07

suvin半袖ロング平面T

T-08
http://mittan.asia/T-08

絹紬糸半袖平面T

混率:  綿　100％

色展開:  白　紺*　黒

サイズ:  2

価格:   ¥13,200（税込）

混率:  絹　100%

色展開:  灰杢*　紺　黒

サイズ:  1　2　3

価格:   ¥9,900（税込）



SC-02
http://mittan.asia/SC-02

緯糸カディストール

混率:  綿　100%
色展開:  胡桃　コガネバナ×胡桃
   藍×胡桃
   藍×コガネバナ　藍(濃)
サイズ:  110×190

価格:   ¥13,200（税込）

混率:  綿　100%

色展開:  墨（ストーン）*

サイズ:  110×190

価格:   ¥15,400（税込）

SC-02TS
http://mittan.asia/SC-02TS

緯糸カディストール（宝島染工）

胡桃 コガネバナ×胡桃

藍×胡桃 藍×コガネバナ

藍（濃）



SC-16
http://mittan.asia/SC-16

シルクラミーストール

混率:  絹　70％
   麻（ラミー）30%

色展開:  白*　濃紺　黒

サイズ:  80×200

価格:   ¥14,300（税込）

混率:  絹　70％
   麻（ラミー）30%
色展開:  胡桃　コガネバナ×胡桃
   藍×胡桃
   藍×ガネバナ　藍(濃)*

サイズ:  80×200

価格:   ¥16,500（税込）

SC-16C
http://mittan.asia/SC-16C

シルクラミーストール（草木染）

SC-16B
http://mittan.asia/SC-16B

シルクラミーストール（ベンガラ染）

混率:  絹　70％
   麻（ラミー）30%

色展開:  松煙*　ベンガラ白
   ベンガラ薄紅
サイズ:  80×200

価格:   ¥16,500（税込）



SC-34
http://mittan.asia/SC-34

kalaコットンストール

混率:  綿　100%

色展開:  生成*　濃紺　黒

サイズ:  55×180

価格:   ¥7,700（税込）

混率:  綿　100%
色展開:  藍×胡桃　藍 ×コガネバナ
   藍(濃)*
サイズ:  55×180

価格:   ¥9,900（税込）

SC-34C
http://mittan.asia/SC-34C

kalaコットンストール（草木染）

SC-34B
http://mittan.asia/SC-34B

kalaコットンストール（ベンガラ染）

混率:  綿　100%

色展開:  松煙*

サイズ:  55×180

価格:   ¥11,000（税込）



SC-27
http://mittan.asia/SC-27

ナーシシルクストール

混率:  絹　100%
色展開:  生成　黒*
サイズ:  75×200
価格:   ¥12,100（税込）

混率:  絹　100%
色展開:  ラック　ログウッド*
   藍(淡)　藍(濃)
サイズ:  75×200

価格:   ¥14,300（税込）

SC-27C
http://mittan.asia/SC-27C

ナーシシルクストール（草木染）

SC-28
http://mittan.asia/SC-28

ナーシシルクショール

SC-28C
http://mittan.asia/SC-28C

ナーシシルクショール（草木染）

混率:  絹　100%
色展開:  生成*　黒
サイズ:  150×200
価格:   ¥19,800（税込）

混率:  絹　100%
色展開:  ラック　ログウッド
   藍(淡)*　藍(濃)
サイズ:  150×200

価格:   ¥24,200（税込）



BA-02
http://mittan.asia/BA-02

レイヤードバッグ　大

混率:  綿　100%
色展開:  白*　濃紺　濃黒
サイズ:  W42×H35×D13
価格:   ¥23,100（税込）

混率:  綿　100%
色展開:  胡桃　藍　藍×胡桃*
サイズ:  W42×H35×D13
価格:   ¥27,500（税込）

BA-02C
http://mittan.asia/BA-02C

レイヤードバッグ　大（草木染）

BA-03
http://mittan.asia/BA-03

レイヤードバッグ　中

BA-03C
http://mittan.asia/BA-03C

レイヤードバッグ　中（草木染）

混率:  綿　100%
色展開:  白　濃紺　濃黒*
サイズ:  W25×H33×D25
価格:   ¥20,900（税込）

混率:  綿　100%
色展開:  胡桃　藍*　藍×胡桃
サイズ:  W25×H33×D25
価格:   ¥25,300（税込）



ZR-07C
http://mittan.asia/ZR-07C

端切ストール（草木染）

混率:  綿　100%
色展開:  藍（淡）*　藍（濃）　藍×胡桃
サイズ:  60×200
価格:   ¥17,600（税込）

混率:  綿　100%
色展開:  松煙　ベンガラ白*
   ベンガラ薄紅
サイズ:  60×200

価格:   ¥19,800（税込）

ZR-07B
http://mittan.asia/ZR-07B

端切ストール（ベンガラ染）

ZR-08
http://mittan.asia/ZR-08

端切ベスト

ZR-08K
http://mittan.asia/ZR-08K

端切ベスト（柿渋染）

混率:  綿　55％　絹　45％
色展開:  生成*　濃紺　濃黒
サイズ:  １　２　３
価格:   ¥38,500（税込）

混率:  綿　55％　絹　45％
色展開:  黒×柿渋*
サイズ:  １　２　３
価格:   ¥41,800（税込）


