
FAIR TRADE  design







蓮

蓮は泥地から天に向かってすっと伸び、
                              みずみずしい花を咲かせます。

 
          アジアの多くの国で国花とされ、
                  仏教では西方浄土の極楽は神聖な蓮の池と言われています。

品番 ： 03-TB-N902
品名 ： 蓮のつぼみネックレス
price： ￥7,800 (税込￥8,190）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約Φ2cm

品番 ： 03-TB-P803
品名 ： 蓮のつぼみピアス
price： ￥5,800 (税込
￥6,090）
size ： 約0.8cm

品番 ： 03-TB-B802
品名 ： 蓮のつぼみブレスレット
price： ￥5,600 (税込￥5,880）
size ： チェーン約17cm

品番 ： 03-TB-O901
品名 ： 蓮のつぼみヘアゴム
price： \6,200 (税込￥6,510）
size ： 約Φ2.5cm

木のへこみにあわせて波を作っています。
　　　　　　手打ちで少しづつ作られています。

品番 ： 03-TB-N101
品名 ： 水の花ネックレス
price： ￥6,800 (税込￥7,140）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約Φ1cm



いろんなサイズの水紋

水紋のかけら

品番 ： 1203TB3703
品名 ： 水紋のかけらブレスレット
price： \6,200 (税込￥6,510）
size ： チェーン約17cm

品番 ： 1203TB3902
品名 ： 水紋のかけらピアス
price： \6,200 (税込
￥6,510）
size ： 約1.5cm

品番 ： 1203TB3706
品名 ： 水紋ひとつぶブレスレット
price： \7,500 (税込￥7,875）
size ： チェーン約17cm

品番 ： 1203TB3601
品名 ： 水紋のかけらネックレス
price： \8,500 (税込￥8,925）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約2cmホック部分には 繊細に刻印された

丸いプレートがついています。

～水紋のかけらネックレス～

水面に　雨のしずくが落ちた時、
　　　　　　　ふわーっと広がる水紋。

         小さな　小さな　水の波紋　のかけらをイメージしました。

 



水紋

水面に　雨のしずくが落ちた時、
　　　　　　　ふわーっと広がる水紋。

                           自然は時おりはっとするような美しい模様を見せてくれます。
 
                    そんな水面の表情を切り取って
                         いろんなカタチをつくってみました。

品番 ： 03-TB-P410
品名 ： 水紋ピアス
price： \6,200 (税込
￥6,510）
size ： 約5cm

品番 ： 03-TB-P606
品名 ： 水紋かさねピアス
price： \6,200 (税込￥6,510）
size ： 約2.5cm

品番 ： 03-TB-R609-09/11/13/15
品名 ： 水紋重ねリング
price： \6,000 (税込￥6,300）
size ： 9号/11号/13号/15号

品番 ： 03-TB-N404
品名 ： 水紋ネックレス
price： \9,500 (税込￥9,975）
size ： チェーン約48cm
　　　　トップ約5cm

品番 ： 03-TB-N604
品名 ： 水紋フリンジネックレス
price： \8,800 (税込￥9,240）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約4.5cm

品番 ： 03-TB-B611
品名 ： 水紋ブレスレット
price： \6,800 (税込￥7,140）
size ： チェーン約18cm

品番 ： 03-TB-O710
品名 ： 水紋ヘアゴム
price： \6,200 (税込\6,510）
size ： Φ約3.5cm

細かいビーズをネックレスにしています。



品番 ： 03-TB-N801
品名 ： さんごネックレス
price： \9,000 (税込￥9,450）
size ： 蝋引紐約88cm /トップ約２cm
　　　　長さ調整可能

品番 ： 03-TB-O902
品名 ： さんごヘアゴム
price： \6,200 (税込￥6,510）
size ： Φ約2cm

さんご

蒼い海の中、静かに息づく珊瑚たち。

動き回ったり声を出したりはしないけど、

ちいさなちいさな外界との窓口を　　開けたり閉めたり

　　しながら今日も　　海の平和を祈っているのです

小さな打ち込みが少しずつ重なりあう
密に入った不思議な模様を実現するため
何度も何度もサンプルを作りました。

木のくぼみを利用してさんごヘアゴムの半円を作ります。
後ろの棒はそのときに使う道具です。

品番 ： 03-TB-P101
品名 ： 粒さんごピアス
price： \5,800 (税込￥6,090）
size ： Φ約7mm 全長約2cm

品番 ： 1203TB3608
品名 ： 粒さんごネックレス
price： \8,400 (税込￥8,820）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約1cm

ホック部分には 繊細に刻印された
丸いプレートがついています。

～粒さんごネックレス～

球をつくる道具



品番 ： 03-TB-N705
品名 ： ファンガスネックレス
price： \8,500 (税込￥8,925）
size ： チェーン約48cm
　　　　トップ約2.5cm

品番 ： 03-TB-N804
品名 ： ファンガスラインネックレス
price： \7,500 (税込￥7,875）
size ： チェーン約39cm
　　　　トップ約2.5cm

品番 ： 03-TB-P706
品名 ： ファンガスピアス ３粒
price： \5,800 (税込￥6,090-）
size ： 約1.5cm

品番 ： 03-TB-P707
品名 ： ファンガスピアス　１粒
price： \5,800 (税込￥6,090）
size ： Φ約0.5cm

ファンガス
ファンガス=菌類がおりなす小さな世界を表現しています。

　　小さな粒がいっぱい
　
　　　　　　　竹の節のような線がいっぱい

肉眼で覗いても見る事が出来ない世界
　　　　　　　　何とも表現できないカタチの世界

　　どのような日常が繰り返されているのでしょうか。

酸化をさせる為の作業です。
なんと使っているのは、屋根のわら！！

生産者の方もファンガス1粒ピアスつけてくれています。



リングにする前にシルバーを伸ばし
て形を整えます。

タイクラフトのスタッフ、マイさんと仕上がりを確認中。

シルバーを溶接する時だけ
　　　　真鍮を混ぜたものを使います。

ハサミでシルバープレートを切って
形を作っています。

品番 ： 03-TB-N701
品名 ： 風の葉ネックレス
price： \8,200 (税込￥8,610）
size ： チェーン約40cm
　　　　トップ約4.3cm

品番 ： 03-TB-P709
品名 ： 風の葉ピアス
price： \6,200 (税込￥6,510）
size ： 約5cm

風の葉
川辺に揺れる柳の葉
　
　　　　 風が来るたび　さらさら　さらさら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。

リングが平らになるように
　　　ヤスリで磨いています。



品番 ： 1203TB3812-09/11/13
品名 ： 一滴ﾘﾝｸﾞ
price： \3,500 (税込￥3,675）
size ： 9号 / 11号 / 13号

一滴

品番 ： 03-TB-P708
品名 ： 一滴ピアス
price： \5,800 (税込￥6,090）
size ： Φ約2cm

夜に降った雨のしずくが
　朝の葉っぱに

　　一滴

丸く小さなしずくを
　　じっと見ていると、

お日様の光を受けて
　キラキラと光ります。

流れている水と同じなのに
　何か違う特別な一滴

ひとつひとつ丁寧に磨いています。

品番 ： 03-TB-N102
品名 ： 一滴ネックレス
price： \7,500 (税込7,875）
size ： チェーン約50cm
        トップΦ約2cm

リング製作風景



花粉風の葉

外で作っている様子です。

この棒からパーツができます

打ち込み中

打ち込みのときの道具たち

小さいパーツに穴を開けています。

品番 ： 03-TB-R416-09/13/17
品名 ： 滝リング
price： \7,000 (税込￥7,350）
size ： 9号 / 13号 / 17号

滝
　　ざーざー

　　　　　　どーどーと

上から下へ

　　　流れ落ちる水

まるで強い意志があるようです
　　その流れをイメージしました。 品番 ： 03-TB-N104

品名 ： 天滝ネックレス
price： \10,000 (税込￥10,500）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約2×約2cm

品番 ： 03-TB-N103
品名 ： 滝のしずくネックレス
price： \7,500 (税込￥7,875）
size ： チェーン約41cm
　　　　トップ約1.5cm

この細い滝の模様
　　　　　　　ひとつひとつの線が
　　　　　　　　　　　　　手打ちで打ち込まれます。



tibit は日本人デザイナーとタイのカレンの生産者とのコラボレーションで創られた
フェアトレードシルバーアクセサリーシリーズです。
純度の高いシルバーで作られています。（シルバー純度97％）
ご使用上の注意と、お手入れ・保管の方法についてご覧いただき、お取扱いには充分ご注意ください。

■　ご使用上の注意

・落とす、ぶつける、無理な力で引っぱる、重いものを乗せる等、
　強い負荷、衝撃を与えると破損する恐れがありますのでお気をつけ下さい。
・雨、水、湿度等の要因で変質する場合がありますので、長時間水分に浸させないで下さい。
　入浴（特に温泉）、手洗い、炊事、洗濯等の際はお外し下さい。
　また、ドライヤーや暖房などの火気、熱源にもご注意ください。
　お手入れの際の水洗い、ドライヤー乾燥は短時間で行って下さい。
・果物の汁、汗等の酸に弱く、これらに触れると変色してしまう恐れがあります。
　また、薬品、化粧品、香水等が付着しないようお気をつけ下さい。
・体質によってかゆみ、かぶれが生じる場合がありますので、
　皮膚に異常を感じたときはご着用をおやめいただき、専門医にご相談ください。
・力仕事や激しいスポーツを行うとき、就寝時や幼児の世話をするとき、
　身体に思わぬ危害を及ぼす場合がありますのでご注意ください。
・サウナ等高温の場所やスキー場等極寒地では、火傷、凍傷の要因となる場合がありますので、ご着用をおやめください。

■ 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。

工房に置かれたお膳。
仕事がうまくいきますように･･･
という祈りを込め



tibit 専用フェアトレードギフトBOX・保証書について

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、
手漉紙のギフトBOXを無料でお付けする事ができます。
このままリボンを掛けてギフトラッピングをしていただけます。
BOX内には、tibitシリーズの保証書を入れて納品いたします。
ご注文書内、備考欄の tibit BOX ( 要 ・ 不要 ）をご指定ください。

小
リング用にご活用ください。

Size： W 3.5 ｘ D 3.5 ｘ H 2.5cm

素材：サーペーパー（手漉紙）

大
ブレス・ピアス・ストラップ用
にご活用ください。

Size：W 5.5 ｘ D 5.5 ｘ H 3.2 cm

素材：サーペーパー（手漉紙）

細長
かんざし用にご活用ください。

Size：W 14 ｘ D 3.5 ｘ H 3.5cm

素材：サーペーパー（手漉紙）

■　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info@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
＃保証制度実施前にご購入の方についても、購入時期が6ヶ月未満前と特定できましたら、
　無料保証対応させていただきます。
＃無料保証期間が過ぎても、有償で修理を承りますのでご安心下さい。
＃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。



tibit collection ご注文書
　御中 ご担当者：　　

品番 上代 税込 ご注文数 納品数 品番 上代 税込 ご注文数 納品数

03-TB-N101 \6,800 \7,140 ０３－TB-N705 \8,500 \8,925 在庫限り

03-TB-N902 \7,800 \8,190 在庫限り ０３－TB-P707 \5,800 \6,090

03-TB-B802 \5,600 \5,880 ０３－TB-P706 \5,800 \6,090 在庫限り

03-TB-P803 \5,800 \6,090 03-TB-N804 \7,500 \7,875

03-TB-O901 \6,200 \6,510 在庫限り

03-TB-N701 \8,200 \8,610 在庫限り

1203TB3601 \8,500 \8,925 ０３－TB-P709 \6,200 \6,510

1203TB3902 \6,200 \6,510

1203TB3703 \6,200 \6,510 03-TB-N102 \7,500 \7,875

1203TB3706 \7,500 \7,875 ０３－TB-P708 \5,800 \6,090

1203TB3812-9 9号

03-TB-N404 \9,500 \9,975 1203TB3812-11 11号

03-TB-N604 \8,000 \8,400 1203TB3812-13 13号

03-TB-B611 \6,800 \7,140

03-TB-P606 \6,200 \6,510 03-TB-N１０３ \7,500 \7,875

03-TB-P410 \6,200 \6,510 在庫限り 03-TB-N104 \10,000 \10,500 在庫限り

03-TB-R609-09 9号 03-TB-R416-09 9号 在庫限り

03-TB-R609-11 11号 03-TB-R416-13 13号 在庫限り

03-TB-R609-13 13号 03-TB-R416-17 17号 在庫限り

03-TB-R609-15 15号

０３－TB-O710 \6,200 \6,510 在庫限り 1301TB3602 13,000 \13,650

1301TB3903 8,500 \8,925

1203TB3608 \8,400 \8,820 1301TB3904 7,500 \7,875

03-TB-N801 \9,000 \9,450 在庫限り 1301TB3707 9,000 \9,450

03-TB-P101 \5,800 \6,090 9号

03-TB-R801-09 9号 1１号

03-TB-R801-11 11号 1３号

03-TB-R801-13 13号 1301TB3609 10,000 \10,500

03-TB-R801-15 15号 1301TB3712 9,500 \9,975

03-TB-O902 \6,200 \6,510 在庫限り 9号

1１号

1３号

1301TB3915 5,800 6,090

（有）シサム工房
Tel：０７５-７１２-２３３６
Fax：０７５-７０７-２３０１

卸営業チーム
多根・小谷・矢端

天滝ネックレス　

\4,200

滝リング

さんご

1301TB3808

1301TB3712

あさつゆネックレス

貴店名：　

蓮のつぼみネックレス

粒さんごピアス

商品名

滝

水紋ネックレス

蓮

ファンガスネックレス

ファンガス

蓮のつぼみブレスレット

蓮のつぼみピアス

一滴ネックレス　

一滴ピアス

風の葉ピアス

風の葉

水紋のかけら 風の葉ネックレス

\6,000

滝のしずくネックレス

ファンガスピアス3粒

ファンガスラインネックレス

一滴

\7,000 \7,350

ファンガスピアス１粒

商品名

さんごリング

ご発注日　　　　　/　　　　　　　/　　　　　　

\4,410

一滴リング \3,500 \3,675

蓮のつぼみヘアゴム

水紋

水の花ネックレス　

NEW collection 　2013SS

水紋のかけらネックレス

\6,300

水紋ブレスレット

水紋フリンジネックレス

水紋のかけらブレスレット

水紋ひとつぶブレスレット

水紋のかけらピアス

水紋かさねピアス

水紋ピアス

粒さんごネックレス

水紋ヘアゴム　　大

さんごネックレス

水紋かさねリング

水紋ひとつぶピアス

■ 専用BOX，保証書についてtibitシリーズをご注文いただきますと、
別途、ギフトBoxを無料でお付けする事もできます。
BOX内には、保証書を入れて納品いたします。
tibit BOX ( 要 ・ 不要 ）をご指定ください。

■ カタログ記載のサイズ表記について一点一点が手作りのため、
カタログに記載あるサイズ表記より若干の誤差が生じる場合がございます。

あさつゆフリンジピアス

あさつゆピアス

滝のしずくアンクレット

滝のしずくビーズリング

ファンガスラウンドネックレス

風の葉ブレスレット

tibit 専用フェアトレードギフトBOX
（　　要　　・　不要　　）

さんごヘアゴム

水紋ひとつぶ
ビーズリング

4,000

4,400

4,200

4,620




