
additional volume

doinel Original Items

「最小単位のプロダクト」をコンセプトに、

ユニセックスな感覚や素材感のあるヨーロッパのアイテムを中心にご紹介している doinel。

いわゆる大量生産でもなく 1 点ものの作品でもない、その中間の小規模な量産品。

最大公約数のニーズよりも、作り手の志向やこだわりが反映されているプロダクトです。

そのような作り手との関わりの中で、既存のセレクトアイテムの中にはなかったもの、

トーンの合うものを、doinel オリジナルのプロダクトとして企画・製作しています。

既に多様なものを見て使ってきた方々に向けた、感性的な価値観を重視したものづくり。

なくても特に困らないけれど、あると気分が上がるようなプロダクトです。



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net     

additional volume  - doinel Original Items  / LINEN Items

※着物の着付けのように、先に身頃をタイトに巻き込んでから腰紐で固定し、
　余った端の生地を紐に巻きつけていただくときれいにまとまります。	

丈夫で扱いやすく、使い込んだ風合いもさまになるリネン素材を用いた doinel オリジナルのアイテム。

シンプルながら素朴さに傾くことのないよう、きれいなバランス感を考慮して製作しました。日常使いに

ちょうど良い、簡素な美しさをお楽しみください。

※ LINEN Items の掛率は 55% となります

doinel Original

LINEN Items
ドワネルオリジナル / リネンアイテム

additional volume  - doinel Original Items    / LINEN Items

お手入れについて

・濃色は多少色落ちする事がありますので淡色との着用、他のものとの洗濯はお避けください。
・洗濯の際は蛍光増白剤入り洗剤を使用しないで下さい。
・洗濯する際は必ず水または 30℃以下のぬるま湯で手洗いして下さい。
・洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをして下さい。
・タンブラー乾燥はお避け下さい。
・濡れたまま長時間放置しないで下さい。
・アイロンは 160℃を限度としてあて布をして掛けて下さい。
・洗濯後、多少縮む恐れがあります。
・素材の特性上、節のある箇所がございます。素材の風合いとしてお楽み下さい。
・繰り返しの洗濯や濡れた状態でのアイロンの使用によりワッシャー加工は消えていきますが、リネン独特の風合いが出てきます。

APRON
100% linen

着丈 114.5cm、身幅 110cm、肩紐 46cm

1

¥8,800

DO011  white 

DO012  light blue 

DO013  navy

APRON

フランスのビストロやワインバーなどで広く使われているヴィンテージエプロンをモチーフに製作した、リネン 100% の	doinel	オリジナルエプロン。

フレンチリネンを原材料に国内の工場で染織・ワッシャー加工を施し、洗った後のリネン独特のシワ感を出しています。

細い紐、長い着丈や背面まで覆う身幅など、機能面だけでなく美しい姿を意識して、細部までこだわって作り上げました。

腰紐で固定して着ていただくと、肩紐による首への負担はかかりません。

丈はブラウジングで調節可能、前掛け部分を折り返してソムリエエプロンとしてお使いいただくこともでき、ユニセックスで幅広い体型の方に着用していただけます。

薄手なので生地の分量の割に軽やかに身体になじみ、使い込むほどにやわらかい風合いに変化。

リネンならではのやわらかなしわが表情として生き、日常使いにちょうど良い簡素な美しさを生み出します。

扱いやすく乾きも早いので、気軽に洗濯して清潔にお使いいただけます。

White Light blue navy

※サイズには個体差がございます。



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net     

additional volume  - doinel Original Items    / LINEN Items

TOTE BAG
100% linen
W50×H40cm マチ 20cm、持ち手 54cm

1

¥5,500

DO015  light blue 

DO016  navy

TOTEBAG

リネン 100% の	doinel	オリジナルトートバッグ。フレンチリネンを原材料に国内の工場で染織・ワッシャー加工を施し、洗った後のリネン独特のシワ感を出しています。

薄手の軽やかな生地感と大きなサイズの組み合わせが新鮮なバランス。幅広の持ち手もポイントです。

普段のお買い物の際のエコバッグとして、大きめのブランケットやタオルなどの持ち運び、収納にもおすすめ。たたむと小さくなるため旅行にも活躍します。

使い込むほどにやわらかい風合いに変化します。扱いやすく乾きも早いので、気軽に洗濯して清潔にお使いいただけます。

Light blue navy

お手入れについて

・濃色は多少色落ちする事がありますので淡色との着用、他のものとの洗濯はお避けください。
・洗濯の際は蛍光増白剤入り洗剤を使用しないで下さい。
・洗濯する際は必ず水または 30℃以下のぬるま湯で手洗いして下さい。
・洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをして下さい。
・タンブラー乾燥はお避け下さい。
・濡れたまま長時間放置しないで下さい。
・アイロンは 160℃を限度としてあて布をして掛けて下さい。
・洗濯後、多少縮む恐れがあります。
・素材の特性上、節のある箇所がございます。素材の風合いとしてお楽み下さい。
・繰り返しの洗濯や濡れた状態でのアイロンの使用によりワッシャー加工は消えていきますが、リネン独特の風合いが出てきます。

※サイズには個体差があります。

※在庫なし



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net					

additional volume  - doinel Original Items  / HANDTHROWN CERAMICS

doinel オリジナルの陶器のゴブレットとボウル。淡い緑がかった釉薬、ろくろを用いた無理のないシンプルな

造形は、時代を超える普遍的な美しさを持っています。グラノーラボウルはグラノーラだけでなく、スープやサ

ラダを入れるのにもちょうど良いサイズです。素材をグラスから陶器に置き換えたゴブレットは、新鮮な気持ち

で食器の組み合わせを楽しむことができます。口当たり部分も薄いので、温かい紅茶やホットワインなどにもぴっ

たり。また飲み物だけでなくデザートを盛り付けても素敵です。ボウルはココットほどの小振りなサイズ感で、

オードブルボウルとしてディップやスパイスなどを入れての複数使いもおすすめです。

doinel Original

HANDTHROWN 
CERAMICS 
ドワネルオリジナル / ハンドスロウン セラミックス

HANDTHROWN GOBLET
Ceramic
約 φ8.2 × H10cm 2

DO007

¥3,000

※ 1	点ずつ手作業で作られているため、形状や大きさ、釉薬の色合いには個体差があります。画像のものと同一ではありませんので、予めご了承ください。	
　表面に貫入 ( 陶器焼成後の冷却時に生じる釉薬のひび模様 ) が見られる場合があります。
　こちらは割れの原因となるひび割れではなく、ご使用に問題はありません。	
　また貫入の大小にはばらつきがございます。予めご了承ください。
　ご使用前に水に浸け水分を一度充分に染み込ませ、よく乾燥させると貫入に関係無く色染みは少なくなります。	
　ハンドメイドのため、釉薬のかかり方、色の濃淡、フォルムなどに個体差があります。記載のサイズはおおよその目安としてお考えください。
　径で最大	10mm	程度の個体差があることがあります。
※電子レンジやオーブンの使用は、しみやひび割れ、こげつき、変色などの原因につながりますのでおすすめしておりません。直火での使用はしないでください。
※食洗機の使用は、破損したりヒビ割れの原因になる場合もございますのでおすすめしておりません。
※冷蔵庫ではご使用いただけますが、冷凍庫では中身が凍って膨張し割れる可能性があるためご使用いただけません。



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net     

additional volume  - doinel Original Items    / LEATHER Itemsadditional volume  - doinel Original Items    / LEATHER Items

ベジタブルタンニンなめしの牛革を用い、東京の工場で染めの工程から doinel のオリジナルで製作しました。しっとり

とした質感と目の詰まった上品な表情を出すために、油分を染み込ませながら 20% ほども収縮させるという、贅沢 で

手間のかかった加工を施しています。使い込むほどに柔らかくツヤが出て、より豊かな質感に変化していきます。 色はベー

シックなブラックとやわらかなグレー。一般的には色ムラが出にくい濃い色の採用が多い染革。明るい色に染め るとあ

る程度色味のばらつきやムラが出ますが、それを素材特性としてとらえ、あえて doinel らしい明るいグレーの染めを行

いました。色の美しさと質感のよさ、変化にとむ表情をお楽しみいただけます。 

doinel Original

LEATHER Items
ドワネルオリジナル / レザーアイテム

LEATHERPOUCH M
牛革（キップスキン）
約 W18.5 × H12.5 cm

1

¥5,500

LPDO_M_G grey

LPDO_M_BK black

LEATHERPOUCH S
牛革（キップスキン）
約 W11× H6cm

1

¥3,000

LPDO_S_G grey

LPDO_S_BK black

LEATHERPOUCH L
牛革（キップスキン）
約 W21× H16cm 

1

¥7,000

LPDO_L_G grey

LPDO_L_BK black

LEATHERPOUCH LL
牛革（キップスキン）
約 W27× H20.5cm 

1

¥9,500

LPDO_LL_G grey

LPDO_LL_BK black

※	内張りなし。
※	天然皮革のため個体差や、色ムラ、シワ、凹凸、小キズのような表情がみられることがございます。あらかじめご了承ください。
※	grey は、色のばらつきや色むらが出ることを前提として生産しています。
※	ベジタブルタンニンなめしによるヌメ革は風合いの良さが特徴ですが、クロームなめしに比べて繊細で水に弱いため、水濡れによるシミなどができる可能性があります。
※	長時間の日焼けにより色が変化する可能性があります。
※	偏った摩擦、強い摩擦などは摩耗の原因になります。
※	grey の革へのオイル塗布は変色の原因となる可能性があるのでお避けください。
※	毎日簡単にできるケアとして、革の表面を手のひらで撫でることをおすすめします。手の油分、温度、湿度などが革にとって好条件のケアとなり、風合いが増していきます。

LEATHER BAG
牛革(キップスキン)

約W37× H40cm

1

DO023  grey

DO024  black

¥24,000  
※在庫なし ※在庫なし

※在庫なし



※オーダーをご希望の際は下記までお問い合わせ下さい。
wholesale@doinel.net     

additional volume  - doinel Original Items  

doinel Original

SOCKS
ドワネルオリジナル / ソックス

「最小単位のプロダクト」をコンセプトに、 ユニセックスな感覚や素材感のあるヨーロッパのアイテムを中心にご紹介している 

doinel。いわゆる大量生産でもなく 1 点ものの作品でもない、その中間の小規模な量産品。最大公約数のニーズよりも、作り

手の志向やこだわりが反映されているプロダクトです。そのような作り手との関わりの中で、既存のセレクトアイテムの中に

はなかったもの、 トーンの合うものを、doinel オリジナルのプロダクトとして企画・製作しています。既に多様なものを見て

使ってきた方々に向けた、感性的な価値観を重視したものづくり。なくても特に困らないけれど、あると気分が上がるような

プロダクトです。

SOCKS

メンズライクでエレガント、シンプルで履き心地の良いソックス。

ウールはメリノウール、コットンは超長綿を使用。

吸湿性に優れ、肌触りも柔らかく、年間通して快適に履いていただけます。

クラシカルなレザーシューズからスニーカーまで、幅広く合わせることができます。

色違いを揃えて毎日履きたくなるようなソックスを、メンズとレディースの2サイズでご紹介します。

ギフトにもおすすめです。日本国内の工場で生産しています。

SOCKS
cotton 43%  wool 43%  nylon 14%
4

¥1,800

M (22-24cm) L (25-27cm)

DO025

DO026

DO027

DO028

DO029

DO030

DO031

DO032

white

wine

heather grey

black

white

wine

heather grey

black
※生産終了




