


着ているだけで　大自然の中にいるような 服そのものが 大自然の一部であるような　　　　地球の持つ力をいただいて 地球そのものを身にまとう ルナティカナパの「衣」
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3年間農薬や化学肥料を使わないで栽培された農地で、農薬や化学肥料
を使わないで生産されたコットンを使用しています。
※オーガニックコットンの栽培にはたいへん手間がかかり、 手で雑草を取
り除いたり、　農薬の代わりにてんとう虫などを放って害虫を駆除します。

S u p im a  O r g a n i c  認証

しごと・受注生産について

私たちは 0ウェイスト、生地や在庫等を無駄無く使うことを目指しています。
経費削減と効率、利益ばかりを求め、工業化された今の経済。石油に大きく依存した大量生
産大量消費、残ったモノは焼却処分するという今の業界の在り方から変化して、手間やお金
が少しかかっても、流行り廃りなく普遍的に愛され大切に着ていただける工房スタイルを選
んでいます。
在庫「In Stock」以外は、受注してから丁寧にお作りし、発送しています。

デザイナー　Keiko  （ 田丸 恵子 )

自然と繋ることができるウェアを目指して日々の一瞬一瞬がヨガのようにしなやかに。
「こんなのあったらいいな」をカタチにしながらここちよく、シンプル、エレガントなウェアを手作りしています。

株式会社ルナティカナパ代表取締役兼デザイナー。
イタリアで服作りを学んだ後、日本の伝統繊維、ヘンプ（麻）と出会う。日本の麻文化に感銘を受け、
２００４年ルナティカナパをスタート。
野口整体で生まれ育った経験から感覚をベースに、身体にストレスがなく、整うウェア。
それでいてイタリアの抜けるような美しいラインと植物のエネルギーを合わせた独自の世界を表現している。

Wear The Earth

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地球そのものを身にまとう

ルナティカナパのオリジナル生地。大正紡さんとわ田やさんと共同で糸から製作しています。他にない、極
上の肌触りの「ヘンプ×スーピマオーガニックコットン」のニット地。ヘンプは中国産、スーピマオーガニック
コットンはアメリカ・ニューメキシコ州の信用のある「Supima Organic」認証の原料を使っています。スー
ピマオーガニックは世界の綿花の中でも高品質を誇る超長綿で、その特性とヘンプの機能性をMIXした世
界でも類を見ない糸で『28/1』と言う番手もヘンプ混の極限の細さになっており、それを和歌山のニットの
技術で編み上げました。ぜひ素肌で感じていただき、大地の豊かさをお楽しみいただけたらと思います！

Original 生 地

麻の一種であるヘンプは縄文時代から伝わる伝統繊維で戦前まで
の人々の生活には、様々な用途に身近で使われ重宝されてきまし
た。身の周りには見られなくなったヘンプも、近年ではエコ素材と
して見直されており、その特性を活かした服作りを通して、お客様
に快適で優しい暮らしをお届けします。

植物のエネルギーに包まれてみませんか？
新しい染めの技術で、媒染液を使わず、
鮮やかな色彩を実現しました。
あなたに必要なお色と植物をお選びください。
昔から薬を飲むことを”服用する”と言われるように、
植物の服を纏うことは、心身を整え、
人を元気にしてくれることでしょう。

Color 色・染

Hemp 伝統繊維

Material 素材

organic cotton
赤ちゃんにもやさしいオーガニック素材

発電所の近くに住んでいたある知人が、「この布を被ってないと眠れない」
と一枚の麻布（ヘンプ生地）を見せてくれました。「実は、"雷がなったら蚊
帳に入れ"ということばは、既に昔の人が麻製の蚊帳によって電気に打たれな

①帯電性がなく静電気が起きにくい
②丈夫でしなやか。カビ・害虫にも強い
③夏涼しく、冬あたたかい
④汗を吸収し、乾きも早く、通気性に優れている
⑤電磁波や紫外線から守る

ヘンプにこだわるストーリー◎ヘンプってなに？なぜヘンプがいいの？

着ているだけで、電磁波など有害な波動（邪気）からも守り、
エネルギーに満ちた大いなる麻の衣に、包まれてみませんか。

妊婦さんや赤ちゃんにもおすすめです。

いようにすることやお坊さんが袈裟を着ることも邪気から身を守ることな
ど、日本人はもともと知っていた・・・」
私はそれを聞いてとても衝撃を受けたことが全ての始まりでした。

現代ではヘンプはあまり認知されていませんが実はヘ
ンプは歴史が非常に長く、古くから人々の暮らしと共に
あった懐かしい植物なのです。「ヘンプ＝大麻」ですが、
元 「々おおさ」「おおあさ」、また麻を「お」「そ」などと呼
びます。
戦後、アメリカGHQにより禁止されましたが神道では
鈴縄、ご神木の縄、お祓いに使う大幣、伊勢神宮のお札
として等、昔から「神と人」「他者と自分」など異質のもの
同士を「繋ぐ」役割がありました。実は今でもよく注意し
て観察すると、あちらこちらの神社で麻の繊維を目に
することができます。
生活には畳の縦糸、下駄の鼻緒、弓の弦、凧糸、蚊帳、
着物にも使われ、燃えにくい性質を生かして、火消し（今
でいう消防士）の服であったり、戦（いくさ）の時の下着

であったりなど、深く日本文化に息づいていました。ま
た、世界でも、歴史に残るような聖書等の古い本の紙
や帆船の帆やロープは、まさに「ヘンプ」。
ヘンプ（大麻）が石油の化学繊維とほぼ入れ替わってし
まった「現代社会」では手軽で便利になった分、それと

共に人々の横の繋がりや自然と人との繋がりは断たれ
てしまったのです。
着ているだけで、身近な人や自然と繋がることができる
ウェア。さらに植物の染めが加わって、エネルギーに満
ちた大いなる麻の衣に、包まれてみませんか。

ヘ
ン
プ
の
特
性

ルナティカナパ のウェアは

地球の恵みをそのままに、自分らしさを引き出し、

より自然体になれるサポートをいたします。

食べ物を選ぶように、

色や植物のエネルギーを”今”や”今日”の自分に合わせてお選びいただきたいと思います。
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蘇芳色

染：バラ

さくら色

染：ヒース

炭黒色

染：ログウッド

青磁

染：セージ

小鴨色

染：クチナシ

えんじ色

染：ダリア
黄水仙色

染：マリーゴールド

生成色

染：無し

鉄紺色

染：ログウッド

古代紫

染：アイリス

モーブ色

染：マロウ

ー 2021 Co lor co l lect ion ー 毎年同じではなく、生地を作り染める毎に、3～4色の新色が入れ替わります。 



巻きスカート シンプル／スタンダード丈
カラー：蘇芳色／バラ染め

使
い
方
は
ア
イ
デ
ア
次
第
の
魔
法
の
布
。

Magic Wrap
魔法の布（ストールになる巻きスカート）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◯  ストレッチ生地で身体にフィット

◯  独自に生み出した真四角ではない絶妙な形が、いつでも簡単に有機的なラインを作ります

◯  ヘンプのツルツル感とオーガニックコットンの柔らかさで心地よい肌触り

◯  冬は暖か、夏はひんやり涼しいから、一年中大活躍

◯  UVケア、電磁波対策、冷えとり、免疫力アップにも◎

◯  お肌が敏感な方にもおすすめ

この「纏う」という感覚こそ「衣の究極」。

ただ四角いだけではない、変わったカタチはルナティカナパ流の黄金比。

普通の布ではマネできない、身体にしっくりくる独特の「纏い心地」をお愉しみください。

四角い布を巻いて折り返すだけ。誰でも簡単に巻きスカートに。基本の巻き方

月のマークを左手に、内側に
なるように持ちます。

1.

月のマークを右の脇へ巻いて
いきます。この時ぴったり目
に巻くと、ズレ落ちにくい。

2.

右手側を左側へ、上にかぶせ
るように巻いていきます。

3.

外側に折り返します。
（月のマークが外側に出てきます）

5.

全体を整え完成です。

6.

Magic Wrap

スカートやストール以外にも、使い方は自由自在。

まと

衣を纏う「　　　　」

端を最後まで巻きつけます。

4.
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シンプル A ライン

・布の真ん中を縫い合わせているので、
  A ラインのスカートらしい仕上がりに。

・縫い目のない一枚布。
　キュッと巻くとタイトな仕上がりに。

Magic Wrap
魔法の布（巻きスカート）

simple A line

3. スタンダード丈 4. ロング丈1. スタンダード丈 2. ロング丈

子供も大人も一緒に使えます

スカート ・ 腰巻き ・ ストール ・ ワンピース・ブランケット ・ 膝掛け ・ 赤ちゃんのおくるみ ・ 授乳ケット ・ 風呂敷 ・ 敷物としても。

一人一人に合ったオリジナルの巻き方を楽しめます。・親子で楽しめます ・赤ちゃんも安心してスヤスヤ

斜
め
に
折
っ
て
、
変
形
ス
カ
ー
ト
に

キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル
に

ス
ト
ー
ル
に

交
差
し
て
捻
り
、
エ
プ
ロ
ン
の
よ
う
に

ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
と
し
て

ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
に

マ
フ
ラ
ー
と
し
て

お
風
呂
上
が
り
や
、
海
水
浴
に

パ
レ
オ
の
よ
う
に

● 他にもいろいろな用途に変身

選べる形と長さ タイトな仕上げの 「シンプル」と裾広がりの「A ライン」
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5. ワイド幅　スタンダード丈
6. ワイド幅　ロング丈

https://lunaticanapa.jp/SHOP/MSK-XS-013.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/MSKA-011.html


Comfor t & Yoga
コンフォート&ヨガ

Comfor t & Elegance
コンフォート&エレガンス
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ヨガに限らず、まるで呼吸するように、日々の一瞬一瞬を心地よく。

Life st y leそのものがヨガになるようなしなやかなウェア。

ポーズをとっても
胸元が気にならなく、
クシュッとした袖と指穴が嬉しい。
年中活躍するアイテム。

キャミソールを
中に着ても
肩紐がでないように
セットでデザイン
しました。

【ボートネックカットソー】  F様

機能的なのに美しい。こんなのあったらいいな、と思うことが全部叶ったウェアです。胸のあき具
合が絶妙で、大きく動いても、逆さになっても気にならない。からだに添うラインが女性らしく、手や
首が長く見えるのも嬉しい。ヨガにも、普段にも、心地よくて愛用しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14. ボートネックカットソー
(a.長袖  b.指穴 )
size：0、2、4、６

お客様の声

【七分袖カットソー】  Nao様

このカットソーは形が綺麗で、とても優しい感触で癒されます。肌と一体になるような感覚で、動きやすく快適です。消炭色は初めてですが、柔らかい黒が
とても素敵です☆普段着や外出着としてはもちろんのこと、目上の方と会う時など、改まった場所にも着ていく事ができるので、すごく助かります！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【キャミソール】  S様

バストもしっかり安定して、脇もほどよくフットするので、一枚で安心して着られます。青磁色もとても気に入りました。肩ひもがかなり外側に付いているの
で、肩ひもを見せたくない場合にもとても良いです。二重になった肩ひもは見えても可愛いです。もう一枚違う色もほしいなと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポーズで胸元が気にならない！
インナーとしても肩ひもが
気にならない！

7. キャミソール（パット入り）
size：0、2、4、6、８     

リボンが可愛らしいキャミソール。
前後ろを反対に着用して違う表情が

楽しめます。パット入りで、
夏だけでなく、ヨガでも大活躍の

アイテムです。

9. リボンキャミ（パッド入り）
size：0、2、4、6、８     

アウターとしても美しく、冬はインナー
にするととても暖か。気持ちよく吸収し、
乾きも早いため、温度差のある空間でも
冷えて体調を崩すことがありません。
７分袖、ほどよい開きの襟周り、  シャツ
の下に重ね着もでき、とても便利です。

17. 姫シャツ
size：0、 2、 4

目立たなくて便利な
ポケットが重宝！着やすい七分丈、
または長袖をお選びください。

18. ポケットTシャツ (a.七分袖 b.長袖)
size：Ladies1、2・Mens3、4     

シンプルでスッキリとしたフレンチ
スリーブ。襟のタイプが丸首タイプと、
少し個性的な立ち襟タイプを選べます。

12. フレンチスリーブカットソー
size：0、2、4、6、８     

袖がふっくらしていて、
プリンセスのような
女性らしいデザイン。

13. 長袖パフスリーブカットソー
size：0、2、4     

パッドが入っていて、
一枚でもインナーとしても
着られるのが嬉しい♪

8. タンクトップ（パット入り）
size：0、2、4、6、８

16. タートルネック指穴カットソー
size：0、2、4、６、８

タートルと指穴付きの
長めの袖がとても暖かい。

15. スクープネックカットソー
（長袖／七分袖／半袖）
size：0、2、4、6、８

シンプルで
とっても使いやすい
基本のカットソー☆

紐を首の後ろで結べる可愛い
トップス。パッド入りなので
暑い夏でも楽にスッキリと、
おしゃれに着こなせます。

10. チューブトップ（パット入り）
size：0、2、4、6

ヨガウェアとしても普段着としても　
いつでも着ていたい楽な着心地。
色違いのキャミやブラトップと
重ねるとかわいいです。

11. 七分袖カットソー
size：0、2、4、6 

お客様の声

お客様の声

トップス
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指穴あり

Comfor t & E legance

Tops

https://lunaticanapa.jp/SHOP/NPC-XLM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BLT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/KT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/YT-XML-003.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/YC-XM-005.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/LT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/YFT-YFLT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/YLT-XM-002.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TLT-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/UWA-HS-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TP-PT-US-TT.html


はらまき付きだから、腰回りが暖かい！ポーズをとっても背中が出ないので、冬だけでなく、一年中大活躍。

ルナティカナパのパンツ・レギンスの特徴

ウェスト部分が長めで、伸ばしても折っても履くことができるから、
ポーズをとっても背中が出ないのが嬉しいカタチ。

ゴムを入れずにストレッチを活かしているから、優しく身体にフィットして女性の
骨盤を守ってくれます。産前産後の変化する身体にもぴったりです。

ゆったりだけど無駄のないライン。
長く愛されている定番のパンツ。

19. ゆったりパンツ
（スタンダード８分丈／ロング丈）
size：0、1、2、3、4、5、6、7、8

夏は一枚で、そしてヨガの
時にはレギンスと合わせて
もgood。

22. ショートパンツ
size：0、2、4、６、８     

スリットが入った妖精の
ような裾が揺れて可愛い
ボトムスです。

21. スリットパンツ
size：0、2、4、6     

かわいいポケット３つ。
ヒップが上がって見えます！
お腹も暖かくて動きやすい！

20. ポケットジョガーパンツ
（ロング丈、ハーフ丈）
size：0、2、4、6、8     

【サルエルパンツ】  H様

履き心地抜群！ゆったりしていてラク。ポケットも
あり、足首がしまっているからトイレも困らない。
お腹も冷えない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

【ゆったりパンツ/サイズ0】  A様

想像どうりの色合いに、気持ちのいいはき心地で
大満足のパンツです♪  お気に入りの一枚です。身
長152でサイズはちょうどいいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声【ポケットパンツ ハーフ】  H様

とてもはき心地よくお気に入りです。汗をよく吸うので安心。太ももがゆったりしているので、
べたべたせず気持ちがいいい。ひざ下でしまっているのがちょうどいい。ポケットにハンカチ
が入れられのがいい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

Comfor t & E legance

Bot toms
Comfor t & E legance

Leggings

Comfor t & E legance

Sk ir ts

ボトムス レギンス

とっても楽で涼やかなパンツ。
カジュアルになりすぎず、
バックスタイルはもたつかずスッキリ。
真田紐で結びます。

24. タイパンツ（ハーフ丈、スタンダード丈、ロング丈）
size：Free

乗馬用のボトムスのようなシルエットの
パンツ。腰周りがゆったりしていて動き
やすく、裾の方はスッキリとしたライン。
ヨガにも◎。ポケットが両側に。

25. ジョッパーズパンツ　size:0、2、4、６

男女兼用！ヨガにダンスにも、
締め付けずにとても動きやすい♪
ポケットも両側についています。

23. サルエルパンツ（ハーフ丈、ロング丈）
size：0、2、4、６、８

夏、巻きスカートを
巻く時にも
おすすめの丈。

26. はらまきレギンス（１分丈）
　　　size：0、2、4、6、8

ショート丈の
巻きスカートには、
レギンスが見えすぎず
ちょうど良い長さ。

はらまきレギンス（7分丈） 
size：0、2、4、6、8

丈が長過ぎず
短すぎず、
ショートパンツに
合わせても。

はらまきレギンス（9分丈）
size：0、2、4、6、8

クシュクシュっと
させた裾が可愛らしい。
足長に見え、
ラインがきれいです。

はらまきレギンス（12分丈）
size：0、2、4、6、8

かかとが出るので、
ヨガの時に足が滑らず、
足の甲まで
暖かいのが嬉しい。

はらまきトレンカ
size：0、2、4、6、8

はらまき付き
のウェストが
身体に優しい
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27. はらまき無しレギンス
はらまき無しで腰部分を短くしてお作りします。

28. マタニティレギンス
はらまき部分をマタニティ用にお作りします。

【ロングスヌード】  Y様

このスヌードは母の為に購入しました。母もお気に入りで何枚も愛用しています。色も着心地
も良くて長く着れます。私も母もルナティカナパさんの商品は大好きです(^-^)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

スカート

裾のカットとラインがとてもきれ
いなスカート。ドレープの位置を
変えるだけでスカートのイメージ
を変えたり、ベアトップとしても
お楽しみください。

29. アシンメトリースカート
（ medium丈・short丈 ）
size：1（S~M）

ストールとしても、ポンチョ
としても、スカートにもなる
万能なスヌードです。

30. ロングスヌード
（ medium丈・short丈 ）
size：0、2、4、６

short丈 2枚を上下で着ても◎

チューブトップとしても

https://lunaticanapa.jp/SHOP/PTW-XM-005.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/PPR-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BT-SP-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SP-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BT-SREH-024-TT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SEP-XT-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TPM-XT-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BT-JP-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/1L-XM-003.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/1L-XM-003.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/1L-XM-003.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/HT-XM-011.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SKS-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SKM-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/LSN-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/12HL-XM-001.html


ピュアな自分を感じられる特別な服。マタニティにも

【ヒップハングショーツ】  N様

身につけると、いつも「素材の力、ってあるなあ～」と感動します。この布、大好きです。気分がシャキッ
と、かつほっこりして、自分らしく過ごせるような気がします。毎日つけていたら、それだけでヒップ

す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

【足首ウォーマー】  N様

思っていたよりずっと暖かくて重宝しました。何枚も欲しくなりますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

カーディガン＆プルオーバー

他・小物など

37. フレアカーディガン
（ short丈 ）　size：Free

インナーを変えて、一年中着まわせるワンピース。 
ロングパフスリーブプルオーバーとセットで着ると、
授乳服になります。  ちょっとかしこまった席や、
授業参観でも、赤ちゃんといっしょに、エレガント
に、ここちよく過ごせるデザインです。 

32. ローカットネックワンピース
  ）LL-L（ 5 ,）L-M（3 ,）M-S（ 1：ezis

すっぽりと心地よく身を包んでくれ
るフリーサイズのワンピースです。
お友達とカフェへ行く時や、おうち
時間に、ヨガの後や瞑想の時など
リラックスタイムにぴったりの１着
です。

34. ゆったりワンピース
size：Free

裾の広がりと動きが美しい、
夏のワンピース。ブラカップ
が付いているので、一枚で
サラッと着られます。

36. サマーワンピース
size：0、2、4

お出かけにも日常にもエレガントでありつつ、リラックスして過ごせる美しいワンピースをお楽しみください。
マタニティにのママのお腹にも優しく、赤ちゃんを守ります。

アウターにひびかず、暖か
汗をかいてもスッキリ。

50. ベリーウォーマー 
（はらまき）
size：1 (S-M), 3 (M-L)

ストールになったり、
マーガレットになったり
とっても便利。

40. マーガレットストール
１色／２色　size：Free

ヒップハングショーツと
上下セットで合わせても
かわいい、ヨガやダンス
に大活躍の1枚。
アンダーバストにはゴム
が入っています。

42. ブラトップ
size：0、2、4、6、8

ゴムが入っていないので
体が自然体でいられて
ストレスを感じさせない
とっておきのショーツです。

44. ヒップハングショーツ
size：0、2、4、6、8

2重になっていて、
空気の層があるので
とても暖か。

47. レッグウォーマー
size：1 (S-M), 3 (M-L)

ふんわりと着れて、ドレープが綺麗な
ゆったりプルオーバー。 授乳中の方に
もおすすめです。

38. フレアプルオーバー
１色／２色　size：0、2、4、6、8

エレガントでシンプル、パフスリーブが
可愛い一着。ローカットネックワンピース
とセットでも着られます。

39. ロングパフスリーブプルオーバー
size : 1、 3、 5

前でクルッと結んでも、
結ばなくても、さっと羽織れる
ワンピースやスカート、
パンツスタイルとも合わせやすい
とても使いやすい一着です。

フワッと纏うことのできるショート丈のカーディガン。
上下を逆さにしてスタイリッシュな着こなしも。
ワンピースにもジーンズスタイルにも◎。

41. ラップカーディガン
１色／２色　size：0、2、4、6、8

身体にストレスを感じさせない、ルナティカナパのインナーウェア。 冷えから守りつつ、シンプルで大人っぽく。

足首や手首を暖め、夏は紫外線か
らお守ってくれる人気アイテム。
ゴム不使用なので締め付けず、
飛行機などでの旅行にもおすすめ
です。

46. 足首(手首）ウォーマー
size：Free

ゴムを使わずに柔らかな
ストレッチ素材を活かし
て作りました。締め付けず
頭が痛くなりません。
額に汗をかいても爽やか。

48. ヘアバンド
size：Free

肩紐が可愛いブラトップ
胸元が気にならず、
ヨガにもオススメです

43. ブラトップ
（キャミ型）
size：0、2、4、6、8

ゴムを使わず締め付けな
い。すっぽりと包み暖かく、
身体が自然体でいられる
ショーツ。

45. ボーイカットショーツ
size：0、2、4、6、8

ヒップハングなのが
さらに使いやすい。

紐を付けて、首の後ろで結べるように
なっています。パッド入りなので、暑い夏
でも蒸れず、スッキリとおしゃれに着こ
なせます。

31. チューブドレス
size：0、2、4

ユニークな使い方でアウトドアにも
お出かけにも。あたたかくてさらっと
した使い心地は乾燥気味の冬に最適。
様々な使い方をお楽しみ下さい。 

49. 
ネックウォーマー
size：Free
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水のように流れるドレープとカットの、美しい
キャミドレス。パーティーやパフォーマンスにも◎
スリットパンツやレギンス、魔法の布と相性が良い
です。

33. キャミドレス
size：Free

七分袖で着やすく、上半身はすっきりと、そしてふ
わっと広がるラインのワンピースです。女性であり
つつも少女の心も思い出させてくれるようなとって
おきの１着。スカーフをさらっと巻いて、お出かけ
したくなるかもしれません。

35. 七分袖ワンピース
size：0、2、4

ワンピースComfor t & E legance

Dresses

Comfor t & E legance

Cardigans & Pul lovers

Comfor t & E legance

Others

https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-TD-024-TSFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-LNO-13-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-KD-F-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-YO-FL-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-7SO-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/OP-SO-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SSC-FC-FS-TT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TP-FPO-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/TP-LPP-13-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/ST-XM-003.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/SSC-WC-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BT-XML-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/UWA-BTC-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/HHS-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/UWA-SBS-024-SFT.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/AW-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/LW-XM-001.html
https://lunaticanapa.base.shop/items/33521817
https://lunaticanapa.jp/SHOP/NW-XM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/HM-XM-001.html


愛しい赤ちゃんに、肌にやさしいふんわりオーガニック素材と

お口に入れても安心の自然染め。ヘンプに包まれて健やかにやさしく、

そして力強く育ちますように。

【ベビー足付きパンツ】  H様

とにかく可愛い！！！履かせると、また更に可愛い！それと、お腹まですっぽり入るから、抱っこするとめくれやすいお腹まわりも、めくれずあったか！
とっても、良いです！肌触りも良いし、子供の成長は早くてすぐ着れなくなっちゃうから、ヘビーローテーションで履かせています！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

【ベビーロングパフワンピース】  Y様

ワンピースも帽子も、デザインが可愛く、色も天然素材の優しい色で、肌触りも抜群！肌の弱い娘のために、ヘンプ生地を使った服をオーダーできる店を世界中から
探しましたが(これがなかなかない。あったとしても返信が遅すぎてやり取りが進まない)、ルナティカナパさんにお願いして正解でした。本当によかったです！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【ベビー肌着】  Y様

素材と色が気に入りました。プレゼントした友達にも最高だよ！って言われて凄く嬉しかったです。自分に子供が産まれたら同じ物を着せてあげたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客様の声

For Babies
ベビー＆キッズウェア

ゴムが無いのでしめつけず、ほどよい心地よさが喜ばれています。

さりげなくて可愛らしいスタイです。

51. Ⓐ 襟スタイ size：Free

お腹部分もしっかりしていて動きやすい
ゴムの無いパンツです。

55. ベビーハーフパンツ  size：Free

贈り物に大変喜ばれています。
赤ちゃんも大満足。

59. ベビー肌着  size：Free（50~70）

６ヶ月くらいから２歳くらいまで
長い間着られます☆

57. ベビーシャツ （半袖,7分袖,長袖）
size：80      

普段使いはもちろんパパ、ママと
特別なお出かけに♪

56. babyロング パフスリーブワンピース
size：Free（70-80）

女の子用は
ヒラヒラが襟元に。

男の子用はシンプルで
ボーイッシュな襟元。

お出かけにかわいい一枚です。

58. キッズシャツ（長袖）  size：100、110
フリルあり・なし

背中がでない
ロンパースタイプ。

52. Ⓑロンパース 
size：80,90

動きが楽チン。のびのび動ける！

53. ベビー足付きパンツ（クマ） size：70

生地はしっかり。プレゼントにおすすめ。

54. Ⓒベビーレッグウォーマー  size：Free

お肌の敏感な赤ちゃんに
ここちよいとっておきのウェアは

プレゼントにぴったりです。

出産の祝い
にもおすすめ！

1

2

Tailor Made【受注生産商品】
受注を受けてからお作りすることを基本としているため、通常は 2週間前後で発送いたします。
混み具合で変動いたしますので、最新の納期はショップページのお知らせをご確認ください。

In Stock【在庫商品】
在庫商品はBA S Eショップにて３営業日にて発送いたします。
すぐに欲しい方など、こちらからどうぞ！

「実際に試着して選びたい ！ 触れてみたい！」という方は、各地で開催する展示会にぜひお越しください。試
着して肌に触れていただきながら、ご注文、ご購入いただけます。またはお取り扱い店舗にて。また、展示会
を開催してくださる方、お取り扱いしたいお店様も募集しています。

展示会にて

お買い物の流れご注文方法

ht tp s : // l una t i c anapa . j p  

h t tp s : // l una t i c anapa . b a s e . shop

オリーブ、さくら、くるみ、植物で染めた色は
やわらかでやさしい。

ネットショップからのご購入

ルナティカナパはお客様から注文を受けてから作る受注生産（テーラーメイド）を基本としています。

SIZE LIST
Tops

LC size Bust (cm) Under
Bust (cm) Waist (cm)

0
2
4
6
8

S
M
L
LL
LLL

74-82
81-88
87-94
93-100
99-106

64-70
68-75
72-80
76-85
81-90

58-65
64-71
70-77
76-83
82-89

7号
９号
11号
13号
15号

JPN

LC size Bust (inch) Under
Bust (cm) Waist (inch)

0
2
4
6
8

XS
S
M
L
LL

30-33
32-34
34-37
36-39
38-41

25-28
27-30
28-32
30-34
32-36

22-27
24-29
26-31
28-31
30-34

7号
９号
11号
13号
15号

US

Bottoms

LC size Hip (cm) Waist (cm)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

S
S+
M
M+
L
LL
XL
LL+
LLL

81-87
84-90
87-93
90-96
93-99
96-102
99-105
102-108
105-111

58-65
61-68
64-71
67-74
70-77
73-80
76-83
79-86
82-89

7号
8号
９号
10号
11号
12号
13号
14号
15号

JPN

LC size Hip (inch) Waist (inch)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

XS

S

M

L

LL

32-34
33-35
34-37
35-38
36-39
37-40
38-41
39-42
40-43

22-27
23-28
24-29
25-30
26-31
27-32
28-33
29-33
30-34

7号
8号
９号
10号
11号
12号
13号
14号
15号

US
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Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

ルナティカナパでは自然の素材で生地を作り染めています。
（1）合成洗剤を使わず、地球に優しい自然系の洗剤をお使いください。 （2）洗濯機をお使いいただけますが、ネットに入れて洗ってくだ
さい。（3）比較的色落ちがしにくいですが、裏返しにしていただく方がより色持ちが良いです。最初のうちは色物と白物を一緒に洗わず、
分けてください。（4）乾燥機のご使用は避けてください。（5）漂白剤、蛍光剤は使用しないでください。 （6）アイロンは中温以下でご使
用ください。

おすすめ洗濯方法とお取り扱いについてのご注意

https://lunaticanapa.jp/SHOP/ST-B-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/RP-KT-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BKB-APK-70-SFT.html
https://lunaticanapa.base.shop/items/31861965
https://lunaticanapa.jp/SHOP/HP-BM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/RPS-KT-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/BS-BM-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/KS-KT-001.html
https://lunaticanapa.jp/SHOP/HH-KT-001.html


株式会社ルナティカナパ
〒649-6216 和歌山県岩出市野上野15-3
MAIL:lunaluna.info@gmail.com
TEL:050-3631-8484
WEB:lunaticanapa.com

Photo：Kenji Hot ta
Model：近住千鶴
Hair make：Mio Murahata (AMURITA LAND)
Wear : Lunat iCanapa / Keiko (田丸恵子) 
Photo Director：小野田円香




