
CT-18 CT-14 CT-14C
http://mittan.asia/CT-18 http://mittan.asia/CT-14 http://mittan.asia/CT-14C

中わた刺し子織コート OCガラ紡コート OCガラ紡コート（草木染）

混率：　毛　50％　絹　25％　綿　25％ 混率：　綿　55％　絹　45％ 混率：　綿　55％　絹　45％

色展開：　薄茶　灰　黒 色展開：　生成　炭　濃紺　黒 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３

¥48,400　(本体価格¥44,000) ¥61,600　(本体価格¥56,000 ) ¥70,400　(本体価格¥64,000)



CT-19 CT-20
http://mittan.asia/CT-19 http://mittan.asia/CT-20

半纏コート 半纏ロングコート

混率：　毛　100% 混率：　毛　100%

色展開：　灰　茶　紺杢　黒 色展開：　灰　茶　紺杢　黒

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３

¥47,300　(本体価格¥43,000) ¥53,900　(本体価格¥49.000)



CT-17 CT-05
http://mittan.asia/CT-17 http://mittan.asia/CT-05

ウールリバーコート 丹前コート

混率：　毛　80%　ナイロン　20% 混率：　表地　毛　50％　綿　50%　裏地　綿　100％　中綿　綿　100％

色展開：　灰×薄灰　紺×茶　黒×紺 色展開：　墨黒　黒茶　超黒

サイズ：　１　２ サイズ：　１　２　３

¥46,200　(本体価格¥42,000) ¥50,600　(本体価格¥46,000)

表面 裏面 表面 裏面



JK-39 JK-39C JK-39DC JK-38
http://mittan.asia/JK-39 http://mittan.asia/JK-39C http://mittan.asia/JK-39DC http://mittan.asia/JK-38

SNチャルカkalaコットンブルゾン SNチャルカkalaコットンブルゾン（草木染） SNチャルカkalaコットンブルゾン（草木濃染） 中わた刺し子織ジャケット

混率：　表地　綿　100％　裏地　綿　100％ 混率：　表地　綿　100％　裏地　綿　100％ 混率：　表地　綿　100％　裏地　綿　100％ 混率：　毛　50％　絹　25％　綿　25％

色展開：　濃紺　墨黒　黒 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃 色展開：　藍（濃） 色展開：　薄茶　灰　黒

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３

¥39,600　(本体価格¥36,000) ¥44,000　(本体価格¥40,000) ¥48,400　(本体価格¥44,000) ¥42,900　(本体価格¥39,000)



JK-23 JK-21
http://mittan.asia/JK-23 http://mittan.asia/JK-21

三重織綿絹毛麻ジャケット ウール半纏ブルゾン

※着用例　腰紐は付属しません

混率：　綿　42%　絹　33%　毛　19%　麻　6% 混率：　毛　100％

色展開：　茶がさね　黒がさね 色展開：　灰　茶　紺杢　黒

サイズ：　１　２　３ サイズ：　1　２　３

¥41,800　(本体価格¥38,000) ¥36,300　(本体価格¥33,000)



JK-07 JK-07C JK-03 JK-03C
http://mittan.asia/JK-07 http://mittan.asia/JK-07C http://mittan.asia/JK-03 http://mittan.asia/JK-03C

OCガラ紡ジャケット OCガラ紡ジャケット（草木染） OCガラ紡ロングジャケット OCガラ紡ロングジャケット（草木染）

混率：　綿　55％　絹　45％ 混率：　綿　55％　絹　45％ 混率：　綿　55％　絹　45％ 混率：　綿　55％　絹　45％

色展開：　生成　炭　濃紺　黒 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃 色展開：　生成　炭　濃紺　黒 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃

サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４

¥45,100　 (本体価格¥41,000) ¥50,600　 (本体価格¥46,000) ¥56,100　 (本体価格¥51,000) ¥64,900　 (本体価格¥59,000)



SH-65 SH-65C SH-65DC SH-65B
http://mittan.asia/SH-65 http://mittan.asia/SH-65C http://mittan.asia/SH-65DC http://mittan.asia/SH-65B

大麻シャツ２　高密度 大麻シャツ２　高密度（草木染） 大麻シャツ２　高密度（草木濃染） 大麻シャツ２　高密度（ベンガラ染）

混率：　植物繊維（大麻）　100％ 混率：　植物繊維（大麻）　100％ 混率：　植物繊維（大麻）　100％ 混率：　植物繊維（大麻）　100％

色展開：　白　濃紺　墨黒　黒 色展開：　茜　胡桃　藍　藍×胡桃 色展開：　藍（濃） 色展開：　松煙　ベンガラ白

サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４ サイズ：　１　２　３　４

¥27,500　 (本体価格¥25,000) ¥31,900　 (本体価格¥29,000) ¥36,300　 (本体価格¥33,000) ¥34,100　 (本体価格¥31,000)



SH-61 SH-61C SH-61DC SH-61B
http://mittan.asia/SH-61 http://mittan.asia/SH-61C http://mittan.asia/SH-61DC http://mittan.asia/SH-61B

カディシャツ カディシャツ（草木染） カディシャツ（草木濃染） カディシャツ（ベンガラ染）

混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100%

色展開：　白　濃紺　墨黒　黒 色展開：　藍　藍×胡桃 色展開：　藍（濃） 色展開：　松煙　ベンガラ白　紅　山吹　灰茶

サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５

¥20,900　 (本体価格¥19,000) ¥25,300　 (本体価格¥23,000) ¥28,600　 (本体価格¥26,000) ¥26,400　 (本体価格¥24,000)



SH-61H SH-61CH SH-61DCH SH-61BH
http://mittan.asia/SH-61H http://mittan.asia/SH-61CH http://mittan.asia/SH-61DCH http://mittan.asia/SH-61BH

カディシャツ（補強） カディシャツ（草木染）（補強） カディシャツ（草木濃染）（補強） カディシャツ（ベンガラ染）（補強）

混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100%

色展開：　白　濃紺　墨黒　黒 色展開：　藍　藍×胡桃 色展開：　藍（濃） 色展開：　松煙　ベンガラ白　紅　山吹　灰茶

サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５ サイズ：　１　２　３　４　５

¥25,300　 (本体価格¥23,000) ¥29,700　 (本体価格¥27,000) ¥33,000　 (本体価格¥30,000) ¥30,800　 (本体価格¥28,000)



PT-35
http://mittan.asia/PT-35

ウールデニムラップパンツ

混率：　綿　52%　毛　48%　別布　麻　100%

色展開：　灰　紺　黒

サイズ：　１　２　３

¥31,900　(本体価格¥29,000)



PT-13 PT-26 PT-48 PT-49
http://mittan.asia/PT-13 http://mittan.asia/PT-26 http://mittan.asia/PT-48 http://mittan.asia/PT-49

亜麻苧麻ロング 亜麻苧麻ワイド ストレートウールブランケットパンツ ウールブランケットパンツ

混率：　麻　100%　別布　綿　100％ 混率：　麻　100%　別布　綿　100％ 混率：　毛　100％　別布　毛　100% 混率：　毛　100％　別布　毛　100%

色展開：　生成　炭　濃緑　濃紺　墨黒　黒 色展開：　生成　炭　濃緑　濃紺　墨黒　黒 色展開：　灰　茶　紺杢　黒　 色展開：　灰　茶　紺杢　黒　

サイズ：　１　2　３ サイズ：　1　2　3 サイズ：　1　2 サイズ：　1　2

¥26,400　(本体価格¥24,000) ¥26,400　 (本体価格¥24,000) ¥29,700　(本体価格¥27,000) ¥29,700　(本体価格¥27,000)



KN-13 KN-16
http://mittan.asia/KN-13 http://mittan.asia/KN-16

カシミヤタートルセーター 軽量ウールニットブルゾン

混率：　カシミヤ　100% 混率：　毛　100%

色展開：　紺　墨黒　茶 色展開：　紺　墨黒　黒

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３

¥33,000　(本体価格¥30,000) ¥29,700　(本体価格¥27,000)



KN-02 KN-09
http://mittan.asia/KN-02 http://mittan.asia/KN-09

ウールセーター ウールタートルセーター

混率：　毛　100％ 混率：　毛　100％

色展開：　瓶覗　赤橙　濃灰　茶 色展開：　瓶覗　赤橙　濃灰　茶

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３

¥24,200　(本体価格¥22,000) ¥26,400　(本体価格¥24,000)



KN-06 T-10
http://mittan.asia/KN-06 http://mittan.asia/T-10

強撚ウールニット長袖 強撚絹紬糸ワイド長袖

混率：　毛　100％ 混率：　絹　100%

色展開：　生成　濃紺　紺緑　黒 色展開：　生成　濃紺　黒

サイズ：　１　２　３ サイズ：　１　２　３　4

¥20,900　(本体価格¥19,000) ¥16,500　(本体価格¥15,000)



SC-43 SC-44 SC-45 SC-46
http://mittan.asia/SC-43 http://mittan.asia/SC-44 http://mittan.asia/SC-45 http://mittan.asia/SC-46

絹布巾 絹巻き布 絹掛け布　小 絹掛け布　大

混率：　絹　83％　麻　17% 混率：　絹　83％　麻　17% 混率：　絹　83％　麻　17% 混率：　絹　83％　麻　17%

色展開：　薄灰　薄茶　紺　白黒 色展開：　薄灰　薄茶　紺　白黒 色展開：　薄灰　薄茶　紺　白黒 色展開：　薄灰　薄茶　紺　白黒

サイズ：　約29cm×29cm サイズ：　約24cm×120cm サイズ：　約100cm×147cm サイズ：　約147cm×190cm

¥2,750　(本体価格¥2,500) ¥4,950　(本体価格¥4,500) ¥16,500　(本体価格¥15,000) ¥27,500　(本体価格¥25,000)

薄灰 薄茶 白黒

紺



SC-27 SC-27C SC-28 SC-28C
http://mittan.asia/SC-27 http://mittan.asia/SC-27C http://mittan.asia/SC-28 http://mittan.asia/SC-28C

ナーシシルクストール ナーシシルクストール（草木染） ナーシシルクショール ナーシシルクショール（草木染）

混率：　絹　100％ 混率：　絹　100％ 混率：　絹　100％ 混率：　絹　100％

色展開：　生成　濃紺　黒 色展開：　茜　ラック　阿仙　ログウッド　藍(淡)　藍(濃) 色展開：　生成　濃紺　黒 色展開：　茜　ラック　阿仙　ログウッド　藍(淡)　藍(濃)

サイズ：　約75cm×200cm サイズ：　約75cm×200cm サイズ：　約150cm×200cm サイズ：　約150cm×200cm

¥12,100　(本体価格¥11,000) ¥14,300　(本体価格¥13,000) ¥19,800　(本体価格¥18,000) ¥24,200　(本体価格¥22,000)



SC-19 SC-20 SC-21
http://mittan.asia/SC-19 http://mittan.asia/SC-20 http://mittan.asia/SC-21

毛布２　小 毛布２　中 毛布２　大

混率：　毛　63％　綿　37％ 混率：　毛　63％　綿　37％ 混率：　毛　63％　綿　37％

色展開：　上記10色 色展開：　上記10色 色展開：　上記10色

サイズ：　約60cm×195cm サイズ：　約130cm×130cm サイズ：　約130cm×200cm

¥13,200　(本体価格¥12,000) ¥16,500　(本体価格¥15,000) ¥22,000　(本体価格¥20,000)

白 薄灰 白菫 黄杢 白珊瑚（しろさんご）

青鈍 こげ茶 藤煤（ふじすす） 濃紺 黒



SC-19C SC-20C SC-21C
http://mittan.asia/SC-19C http://mittan.asia/SC-20C http://mittan.asia/SC-21C

毛布２　小（草木染） 毛布２　中（草木染） 毛布２　大（草木染）

混率：　毛　63％　綿　37％ 混率：　毛　63％　綿　37％ 混率：　毛　63％　綿　37％

色展開：　茜（アルミ）　茜（鉄）　鬱金 色展開：　茜（アルミ）　茜（鉄）　鬱金 色展開：　茜（アルミ）　茜（鉄）　鬱金

サイズ：　約60cm×195cm サイズ：　約130cm×130cm サイズ：　約130cm×200cm

¥17,600　(本体価格¥16,000) ¥22,000　(本体価格¥20,000) ¥28,600　(本体価格¥26,000)

茜（アルミ） 茜（鉄） 鬱金



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

手甲（てこう）

混率：　カシミヤ49%　毛39％　ポリウレタン12%

色展開：　白　白灰　濃紺　黒　

サイズ：　2

¥10,450　(本体価格¥9,500)



BA-10C BA-10B BA-11C BA-11B
http://mittan.asia/BA-10C http://mittan.asia/BA-10B http://mittan.asia/BA-11C http://mittan.asia/BA-11B

レイヤードバッグ　大（草木染） レイヤードバッグ　大（ベンガラ染） レイヤードバッグ　中（草木染） レイヤードバッグ　大（ベンガラ染）

BA-02Cの白 BA-03Cの白

混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100% 混率：　綿　100%

色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃 色展開：　松煙　ベンガラ白、紅、山吹、灰茶 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃 色展開：　松煙　ベンガラ白、紅、山吹、灰茶

サイズ：　W42cm×H35cm×D13cm サイズ：　W42cm×H35cm×D13cm サイズ：　W25cm×H33cm×D25cm サイズ：　W25cm×H33cm×D25cm

¥34,100　(本体価格¥31,000) ¥36,300　(本体価格¥33,000) ¥31,900　(本体価格¥29,000) ¥34,100　(本体価格¥31,000)



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

レイヤードバッグ　大

BA-02Cの白

混率：　綿　100%

色展開：　赤　灰緑　黒

サイズ：　W42cm×H35cm×D13cm

¥20,900　(本体価格¥19,000)



ZR-09 ZR-10 ZR-10C
http://mittan.asia/ZR-09 http://mittan.asia/ZR-10 http://mittan.asia/ZR-10C

端切半纏 端切ブランケット 端切ブランケット（草木染）

混率：　毛　78%　ナイロン　18%　絹　4％ 混率：　綿　55％　絹　45％ 混率：　綿　55％　絹　45％

色展開：　紺杢　黒杢 色展開：　生成　濃紺　黒 色展開：　胡桃　藍　藍×胡桃

サイズ：　１　２ サイズ：　約150cm×150cm サイズ：　約150cm×150cm

¥27,500　(本体価格¥25,000) ¥36,300　(本体価格¥33,000) ¥41,800　(本体価格¥38,000)



ZR-11 ZR-12 ZR-13 ZR-13C
http://mittan.asia/ZR-11 http://mittan.asia/ZR-12 http://mittan.asia/ZR-13 http://mittan.asia/ZR-13C

残布団 三重織端切布 カディ裂織マット カディ裂織マット（草木染）

混率：　綿 55%　絹 45% 混率：　綿　42%　絹　33%　毛　19%　麻　6% 混率：綿　100% 混率：綿　100%

色展開：　生成　濃紺　墨黒　黒 色展開：　茶がさね　黒がさね 色展開：　生成　黒 色展開：　藍　藍×胡桃

サイズ：　約45cm×45cm サイズ：　約80cm×200cm サイズ：　約45cm×60cm サイズ：　約45cm×60cm

¥22,000　(本体価格¥20,000) ¥30,800　(本体価格¥28,000) ¥16,500　(本体価格¥15,000) ¥20,900　(本体価格¥19,000)


