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doinel Stock



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     

4doinel Stock

※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。

doinel Original Items
LINEN 

ドワネルオリジナルアイテム / リネン

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

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。

navy ※サイズには個体差がございます。

doinel Original Items
SOCKS

ドワネルオリジナルアイテム / 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



Carta Varese Items

ヨーロッパの “ Fantasy Paper ” とも呼ばれるイタリア、フィレンツェの工房で作られる

伝統柄のプリントペーパー Carta Varese ( カルタヴァレーゼ ) は、

17 世紀ごろに登場し、そのルーツはルネッサンスのオリジナルパターンにまで遡ります。

当時の製法はテンベラや澱粉などを混ぜた液を木のブロックに塗り、

何度も紙に押し当ててプリントしていく、非常に手間のかかるものでした。

プリント技術の発展により 19 世紀後半からは生産量も増え、

現在ではイタリア以外の国でも広くその名を知られています。

Carta Varese Items は、Carta Varese の美しいパターンや

上質で丈夫な紙の質感を身近に感じられるアイテムです。

「Envelope」と「5 Box Set」はドイツで制作し、「doinel Original Carta Varese」の各アイテムは、

日本で企画し加工生産はアイテムごとに適した日本の工場で行なっています。

大切な人に気持ちを込めて贈りたいギフトラッピングに、また、ちょっとした贈り物、

インテリアのアクセントや収納にとアイデアを生かして楽しんでいただます。



※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     
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フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し、ドイツで制作したアイテムです。

大切なメッセージ、招待状やお礼状の封筒として、またリボンを掛けて小さなギフトの包装に。

Envelope C6
paper

W16.2×H11.4cm 100

CPE02  

¥140  

Envelope DL
paper

W22×H11cm 100

CPE03  

¥180 

※画像の柄はイメージです。
　C6 と DL の柄はアソートになりますので選べません。

Transparent B6 Envelope clear
paper  

W12.5× H17.6 cm  100

CPE05  

¥100

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し doinel オリジナルでレターパッドを作

りました。程よい厚みを持った CartaVarese は書いた文字が透けにくく書き心地も滑らか。それ

ぞれに美しい 10 柄が 3 枚ずつの 30 枚綴り、罫線入りです。

Carta Varese Items
LETTERPAD

 カルタヴァレーゼアイテム / レターパット / 日本

LETTERPAD

paper

W14.8×H21cm

30sheets 3 

CPDO025  

¥2,100

※罫線のデザインは変更する場合がございます。

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し、doinel オリジナルではがきサイズの 

フォトフレームを作りました。自立するのでそのまま写真立てとしてお使いいただけます。届いたは 

がきや展示会のポストカードなどを飾っても素敵です。品の良さと軽やかさのあるちょうど良い存在

感で、インテリアとして複数使いもおすすめです。写真を収めて贈り物にしても喜ばれそう。見開き 

2 面、インサート式。

Carta Varese Items
PHOTOFRAME

カルタヴァレーゼアイテム / フォトフレーム / 日本

PHOTOFRAME / 817

paper

外寸 W14.6×H19cm

（窓枠：W8.8×H13.8cm）

2 

CPDO043

¥2,400  

Carta Varese Items
TRAY

カルタヴァレーゼアイテム / トレイ / 日本

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し doinel オリジナルでトレイを作りまし

た。デスクまわりやリビング、玄関などの細々したものをすっきりまとめるのに重宝します。紙素材

でありながらしっかりとした存在感があり、また重ねた様も美しいのでインテリアとして楽しんでい

ただけます。ステーショナリーやお菓子のギフトに添えても喜ばれそうです。

TRAY B
paper

20.1×13.1cm

2

CPDO014

¥1,800

Carta Varese Items
Envelope, Origami

カルタヴァレーぜアイテム / エンヴェロープ、折り紙 / ドイツ

Origami-Set 
flower & tendrils

W16×H16cm / 24 sheets 10

CP993.222 

¥1,500

Carta Varese の折り紙です。
24 柄の異なるデザインがアソートセットになっています。

在庫 2



※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     
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フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し、doinel オリジナルでメッセージカー

ドのミニサイズを作りました。doinel にて取扱いの envelope mini に収まる大きさでセットで

もお使いいただけます。しっかりしたメッセージでなくても何か一言添えて贈りたいとき、美しい 

Carta Varese のパターンはメッセージの内容にプラスして、受け取る側に特別な印象を与えてく

れそうです。内側は無地の薄いクリーム色、柄はアソートです。

Carta Varese Items
MESSEGECARD MINI

カルタヴァレーゼアイテム / メッセージカード ミニ / 日本

MESSAGECARD MINI

paper

9×12cm ( 二つ折りにした場合 9×6cm)

アソート 20 

CPDO036  

¥150

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し、doinel オリジナルでタグを作りました。

ちょっとしたメッセージを添えたいギフトやラッピングのアクセントとして重宝します。麻ひも付き

なので簡単に取り付けられるのも嬉しいポイント。1 セット 10 枚、柄はアソートです。 

Carta Varese Items
TAG

カルタヴァレーゼアイテム / タグ / 日本

TAG

paper, 麻 ( ひも部分 )

4.5×9cm / 10 sheets
アソート 10

CPDO028  

¥500 
※手作業工程が多いため、サイズには多少の個体差があります。

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用し doinel オリジナルで丸い入れ子のボッ

クスセットを作りました。小ぶりなサイズ感は手芸用品やお菓子など細々したものの収納に便利。フ

タもしっかり深さがあり安定感があります。それぞれ柄が美しいボックスは並べてインテリアとして

も、ギフトにそえても喜ばれそうです。

Carta Varese Items
CIRCLEBOX SET

カルタヴァレーゼアイテム / サークルボックス セット / 日本

CIRCLEBOX SET - geometric pattern
[inside dark blue]

paper

φ8.6×H8.3 (フタ 7 )cm,

φ10.3×H9.3 (フタ 8 )cm,

φ12.9×H10.2 (フタ 9 )cm

2

CPDO024
¥3,700  



※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     
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Carta Varese Items
ORDERBOX

カルタヴァレーゼアイテム / オーダーボックス / 日本

※ギフトシーズンは納品までにさらにお時間をいただく場合がございます。

ワイン１本用
29.8×8.2×8.2cm

 20 ¥2,300  

 50 ¥1,900  

 100 ¥1,650  

ワイン 2 本用
29.8×16.6×8.2cm

 20 ¥3,100  

 50 ¥2,700  

 100 ¥2,300

ギフトボックス B
8.4×7.5×7.3cm

 20 ¥1,600  

 50 ¥1,200  

 100 ¥1,000

ギフトボックス C
14.6×8.5×7.3cm

 20 ¥1,800  

 50 ¥1,400  

 100 ¥1,300

ギフトボックス A
12.3×6.2×4.2cm

 20 ¥1,400  

 50 ¥1,000  

 100 ¥800

受注オーダーボックス

1 型 20 点よりご発注いただけます。
柄はアソートでお選びいただくことも可能ですが、箱のサイズによってお選びいただける柄数や見積もりが変動いたします。
こちらは製作例ですが、下記サイズでもお受け出来ます。（内寸サイズ :W/D/H/cm）

製作例 (１個あたりの参考上代 : )

※製作例のワイン箱は一般的なワインの大きさです。スパークリングワインや太いボトルは入りません。

フィレンツェのファインペーパー Carta Varese を使用したボックスをお好きなサイズと柄でオー

ダーいただけます。ギフトボックスや収納用など使い方は様々。東京・外苑前のショップ、doinel で

はワインボトルやグラスに合わせたサイズを製作し販売しています。紙素材でありながらしっかりと

した作りで長くお使いいただけるボックスです。まずはお見積もりを致しますのでお問い合わせくだ

さい。柄は CartaVarese のカタログよりお選び下さい。製作期間は約 3 ～ 4 週間です。



※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     
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「Hankari」はフィンランド語でハンガーの意。1930~60 年代頃を中心にフィンランドで一般家庭から

業務用としても広く使われていたものです。日本ではかつて業務用ハンガーといえば、針金製のものが一般

的でしたが、木製品を業務用として使うのは森林資源に恵まれたフィンランドならでは。またリサイクル品

として現在も購入可能で、フィンランドでは現在も親しまれています。

「ものを大事にする」、「環境への配慮でゴミではなくリサイクルへ」、「自然素材を生活に取り入れる」、「長

く使えるシンプルなデザイン」、フィンランド人が大事にする価値観が詰まっているプロダクトです。

Hankari
ハンカリ / ヴィンテージハンガー（フィンランド仕入れ）

Hankari

W 約40 - 45cm 程度

10

DWH_001 

¥1,800 

※掛け率 35%
※販売価格はお届け後変更していただいて構いません。
※形状やコンディションなどに個体差がございます。ご了承ください。


