
PAGE 04          po lepole l i fe  2020 Winter vol .24

「ぽれぽれ」とは、スワヒリ語で「ゆっくり」という意味。「ぽれぽれライフ」では、ほっとできて楽しい T- lab . の生活雑貨を季節の商品を中心に提案します。春夏号と秋冬号の年２回の発行です。
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polepole life vol .24

〒659-0021 兵庫県芦屋市春日町10-11  2F
 Tel .  0797-31-7355   Fax .  0797-31-7356

株式会社  ティーラボ
w w w . t - l a b - j a p a n . c o m

or iental zodiac & more

HAPPY NEW YEAR

＊12/25（金）午後以降の受付分は1/6（水）より順次発送します。

休業期間

12 29 [ 火 ] １5 [ 火 ]
最終発注受付

午前中まで
[ 金 ]

＊休業明けの発送は大変混み合うため通常よりお時間をいただく場合があります。

12 25年末年始休業に伴い、右記の通り発送業務をお休み
させていただきます。ご迷惑をおかけしますが何卒
よろしくお願いいたします。

年末年始休業のお知らせ

※こちらのDM(polepole life vol.24) の専用注文書はありません。定番カタログに付属している通常の注文書をコピーしてお使いください。
T-Lab.HP から注文書 PDFファイルをダウンロードできます。www.t-lab-japan.com/products　（頁下の「小売店の皆様へ」のところに注文書のリンクがあります）

年末年始に店頭に揃えておきたい、かわいい干支ものを各種取り揃えています。どれもギフ
トにもぴったり！「期間個数限定」マークがついている商品は、受注生産分の余分や廃番商
品の在庫分となりますので、どれも在庫些少です。お早めにご注文くださいませ。

4.5X2X3.5H WDSMETOUSHI  JAN:4580365474921
¥800（税抜）＊LOT1　　 
　

干支の置物にもなるし、ハンコとしても使える
優れもの。写真の裏側にゴム印がついてます

かめ　　　 / 7X5.5X3.5H WDCVENGMNKM   JAN:4580365476055
たい　　　 / 7X3.5X5.5H WDCVENGMNTI     JAN:4580365476062
だるま　　 / 5.5X5X6H    WDCVENGMNDM  JAN:4580365476079
つる　　　 / 7X4X6.5H    WDCVENGMNTR    JAN:4580365476086
ふじさん　 / 7X5.5X6H    WDCVENGMNFJ     JAN:4580365476093
まねきねこ / 4.5X4X7H    WDCVENGMNMN   JAN:4580365476109
はと　　　 / 8X3.5X5H　WDCVENGMNHT 　JAN:4580365476857　

¥1,200（税抜）＊LOT1
ENGIMON 各種（各１枚ずつメッセージカード付）

¥1,650（税抜）＊LOT1
D9.5X6.2H（わっぱ木箱の大きさ）

ENGIMON わっぱ木箱セット各種
（各１枚ずつメッセージカード付）

かめ　　　 / WDCVENGMNKMB   JAN:4580365476123
たい　　　 / WDCVENGMNTIB     JAN:4580365476130
だるま　　 / WDCVENGMNDMB  JAN:4580365476147
つる　　　 / WDCVENGMNTRB    JAN:4580365476154
ふじさん　 / WDCVENGMNFJB     JAN:4580365476161
まねきねこ / WDCVENGMNMNB   JAN:4580365476178
はと　　　　/ WDCVENGMNHTB　JAN:4580365477069

全て背面や上面に
切れ込みがはいった
カードスタンドです
写真のカード付

※わっぱ木箱セットは各 ENGIMON
がこのようにセットされています。

本体価格 各 ¥1,440（税抜）＊LOT 各 1　　 

¥8,000（税抜）＊LOT1　　 
ぽれぽれえとセット（十二支 + 台座）
十二支に白い木製の台座がセットになっています。

24X10X1H（台座の大きさ）
WDCVETOSET  JAN:4580365471050 

小売店様応援企画第２弾

コロナ禍の厳しい状況を乗り切るため、少しの量からご注文いただけるように、１１月３０日付伝票分まで
通常下代２万円（税抜）で送料無料のところ、半額の下代１万円（税抜）で送料無料とさせていただきます！
クリスマスや干支の受注商品のご注文ができなかった店舗様も、ぜひこの機会にご注文ください。

にこいち干支 / ねずみ

期間個数限定

まねきウシ
6.5X4.5X7.5H WDCV07MNKUSI  JAN:4580365478530

本体価格 ¥1,200（税抜）＊LOT1　　 

まねき姿が愛らしい、まねきウシ。ほんわかした表情が幸を招いてくれそう。
昨年登場からすでに大人気のまねきシリーズ！12年集める楽しみもありますね。

恒例ぽれぽれシリーズの干支はうし。親と子の模様の色が赤、金、黒、の
３種類をご用意しました。親子バラでご注文いただけます。

赤 /7X3X4.5H WDCV07USIRD JAN:4580365478509
金 /7X3X4.5H WDCV07USIGD JAN:4580365478516
黒 /7X3X4.5H WDCV07USIBK  JAN:4580365478523

本体価格 各 ¥880（税抜）＊LOT 各 4　　 ぽれぽれ動物 / ウシ ( すわり）

赤 /5X2X2.5H WDCV05USISRD  JAN:4580365478479
金 /5X2X2.5H WDCV05USISGD  JAN:4580365478486
黒 /5X2X2.5H WDCV05USISBK  JAN:4580365478493

本体価格 各 ¥750（税抜）＊LOT 各 4　　 ぽれぽれ動物 / 子ウシ ( すわり）

本体価格 ¥1,300（税抜）＊LOT1　　 
 D2X5H（1 個の大きさ）WDCV05NIKOUSI  JAN:4580365478462　※2 個セットのお値段です。
にこいち干支 / うしハンコ

ふたつでひとつの「にこいちウシ」神社の狛犬の
ように、お口が「あ」「うん」になっています。
今年から、お正月に使いたくなる図柄がかわい
いハンコになってパワーアップ！

OPP 袋に
入って
お届け！

各ハンコの印面は富士山とウシ

十二年シリーズ
その年の干支で限定発売する12年シリーズ。毎年コンプリートしたくな
ります。来年は丑（うし）。かわいいウシを飾って新年を迎えましょう！

下代１万円 (税抜 ) で送料無料キャンペーン実施！ (11/30 まで )

期間個数限定

期間個数限定

4.5X2X3.5H（うしの大きさ）
WDCVUSIMIKUJI4 JAN:4580365478547
※OPP 袋に干支のうしとみくじが
1 個ずつ入っています。
※４個セットでの価格です。
（1 個あたり ¥670）

本体価格 ¥2,680（税抜）＊LOT1　　 
うしみくじセット（4 個入）

毎年大人気のぽれぽれ干支みくじ。心待
ちにしているお客様も多いそう。今年は帯
結びのみくじを背負ったウシです。草原を
デフォルメした模様の台紙もポイント。

おみくじに凶は
ありません！

¥450（税抜）＊LOT1　　 
お年賀コモノ / うし

4X1.2X3.2H  WDCVONGKMNUS 
JAN:4580365478554

¥550（税抜）＊LOT1　　 
お年賀コモノ / 鏡餅

5X1.2X5.7H  WDCVONGKMNKM 
JAN:4580365477359

¥550（税抜）＊LOT1　　 
お年賀コモノ / 門松

4X1.2X6.5H  WDCVONGKMMT
JAN:4580365477366

¥550（税抜）＊LOT1　　 
お年賀コモノ / 獅子舞

5X1.2X5.5H  WDCVONGKMNSS
JAN:4580365478561

4.5X2X3.5H WDCVETOUSHI JAN:4580365470947

本体価格 ¥650（税抜）＊LOT4　　 
ぽれぽれえとシリーズ / うし

定番人気のぽれぽれ干支うしです。

えとハンコ / うし

ENGIMON ゴールド / ふじさん

7X5.5X6H WDCVENGMNGFJ  JAN:4580365478059

本体価格 ¥1,200（税抜）＊LOT1　　 

D9.5X6.2H（わっぱ木箱の大きさ）
WDCVENGMGNFJB  JAN:4580365478042

本体価格 ¥1,650（税抜）＊LOT1　　 

ENGIMON ゴールド / ふじさん
+ わっぱ木箱セット

ENGIMON ゴールド / まねきねこ

4.5X4X7H WDCVENGMNGMN  JAN:4580365478073

本体価格 ¥1,200（税抜）＊LOT1　　 

D9.5X6.2H（わっぱ木箱の大きさ）
WDCVENGMNGMNB  JAN:4580365478066

本体価格 ¥1,650（税抜）＊LOT1　　 

ENGIMON ゴールド / まねきねこ
+ わっぱ木箱セット

期間個数限定

期間個数限定

期間個数限定 期間個数限定

大人気の「お年賀コモノ」今年は「獅子舞」が仲間入り！
ちょっとしたお正月気分のお飾りにぴったりのコモノ達。
お年玉やお年賀と一緒にお渡ししてもGOOD！

製作するのに半年以上かかるために、とても貴重なBIG
ぽれぽれシリーズからBIGウシを限定数販売します！丑
年に欲しくなること間違いなしです。お早めにどうぞ。

¥2,200（税抜）＊LOT1　　 
ぽれぽれ動物 BIG/ ウシ

15X6.5X10H  WDCVBIGUSI
JAN:4580365478660

期間個数限定

Special!

期間個数限定

※乾燥した場所に置くと湿度の変化により細いヒビが入る場合があります。
無垢材特有の性質ですので、急激な乾燥を避けるようにご注意ください。
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Chris tmas

MERRY CHRISTMAS

＊ヴィンテージ感を出すために塗装の上からわざとやすりがけ
　をして木肌を見せています。不良ではありませんのでご理解
　の上ご発注ください。

クリスマスペンギンサンタ/プレゼント
WDPNGNSNTP   4.5X4.5X8.5H ￥1,100（税抜）
クリスマスペンギンサンタ/ハート
WDPNGNSNTH   4.5X4.5X8.5H ￥1,100（税抜）

ティーラボのクリスマス商品は全て受注生産とさせていただいています。「発注していたけどすでに売りきれてしまった」
「3月に発注するのを忘れてしまった」などご要望をたくさんいただいています。今回は現在在庫余分が出ているクリスマ
ス商品をご紹介します。どれも在庫残りわずか、限定数だけのご用意です。これからの店頭のディスプレイ用やクリスマ
スギフト用にどれもオススメの手作り木彫り商品です。ぜひお早めにご発注ください。　

※2～3頁の商品は全てロットはありません。１個からどうぞ。
※在庫がなくなり次第終了します。どれも在庫些少です！品切れはご容赦ください。
※今回の発注には 3月受注時の特別掛率は適用されません。
※写真の色や形とは多少違う場合がありますのでご了承ください。

ちびサンタ/赤 WDTIBISNTRD 3.5X3.5X7.5H ￥800（税抜）
ちびサンタ/緑 WDTIBISNTGR 3.5X3.5X7.5H ￥800（税抜）
ちびツリー/グリーン WDTIBITREGR D5.3X8.5H ￥700（税抜）
ちびトナカイ WDTIBITNKAI 4X3.5X8H ￥900（税抜）

ヨウルシリーズ
グリーンツリーL WDJOULUTREEL 13X3.5X20H ￥1,800（税抜）
グリーンツリーM WDJOULUTREEM 9X3X17H ￥1,500（税抜）

おすわりほそなが
サンタ　WDXMASHSNSNT　3X5X24.5H　￥1,600（税抜）
トナカイ　WDXMASHSNTNK　3X5X25H　￥1,600（税抜）
スノーマン　WDXMASHSNSNM　3X5X24.5H　￥1,600（税抜）
ベンチ/ホワイト　WDXMASBNCH　20X5X8.5H ￥900（税抜）

クラシックツリー
L　WDCVCLTREEL 10.5x3.5x18.5H ￥1,500（税抜）
M　WDCVCLTREEM 7x3x11.5H ￥1,000（税抜）

なみなみクリスマスツリー
ナチュラル/L　WDXMASNMTREL　D6X15H　￥1500（税抜）

クリスマスゴールドツリー
L　WDXMASTREEGDL  10.5X3.5X18.5H ￥1,500（税抜）
M　WDXMASTREEGDM  7X3X11.5H ￥1,000（税抜）

クリスマスぽれぽれ
ゾウ親　WDXMASOYKZOUOY　6.5X3X6.5H  ￥950（税抜）
ゾウ子　WDXMASOYKZOUKO　3.5X2.5X3H ￥750（税抜）
ペンギン親　WDXMASOYKPGNOY　3X4X8H￥950（税抜）
ペンギン子　WDXMASOYKPGNKO　2X2.5X3.5H￥750（税抜）

クリスマス木製キャンドル
L　WDXMASCDLL　D2.8X7.5H　￥700（税抜）
M　WDXMASCDLM　D2.8X5.2H　￥600（税抜）
S　WDXMASCDLS　D2.8X3.5H　￥500（税抜）

HAPPYクリスマス
サンタ WDXMASHPYSNT 7X7X14.5 ￥1,800（税抜）
スノーマン WDXMASHPYSNM 5X5X12H ￥1,500（税抜）
シロクマトナカイ WDXMASHPYSRK 4.2X3.7X8.8H ￥1,300（税抜）

ウッドオーナメントトナカイ
WDXMASONMTNK 9X0.5X10H ￥500（税抜）
＊板状のオーナメントです。ツノはまだらな金色です。

ホワイト＆クリームクリスマスツリー
WDWTCHTREEL  D4.5X12H ￥800（税抜）
ヨウルシリーズ/トナカイ 
WDJOULUDEER 2.5X8X9H ￥1,000（税抜）

クリスマス小枝シリーズ
サンタ WDKOEDASNT 約2X7H ￥600（税抜）
スノーマン WDKOEDASNM 約2X5.7H ￥600（税抜）
ツリー WDKOEDATRE 約2X8H ￥600（税抜）
トナカイ WDKOEDATNK 約2X6H ￥600（税抜） ＊ヴィンテージ感を出すために塗装の上からわざとやすりがけ

　をして木肌を見せています。不良ではありませんのでご理解
　の上ご発注ください。

クリスマスシロクマサンタ/ハートプレゼント 
WDSIROKUMASNTP   3.2X3.2X8.3H ￥1,100（税抜）
クリスマスシロクマサンタ/星
WDSIROKUMASNTST   3.2X3.2X8.3H ￥1,100（税抜）

NOELロゴ/緑（クリアケース入）
WDXMASNOELGR 8X8X8(箱のサイズ)
￥3,000（税抜）

ノルディックウッドオブジェ
ジンジャーマン　WDXMASOOGMAN  8X3X10H ￥1,200（税抜）
スター　WDXMASOOSTAR  9.5X3X10  ￥1,200（税抜）
ツリー　WDXMASOOTREE  8.5X3X10.7H ￥1,200（税抜）

大きさは
ぽれぽれ動物
サイズです

期間個数限定

＊キューブに底部はありません。横向きに重ねてディスプレイ什器としてもお使いいただけます。

クリスマスひっかけ
コグマ/黒  WDHKKKUMABK  5X4X10.5H ￥1,000（税抜）
コグマ/ベージュ  WDHKKKUMABG 5X4X10.5H ￥1,000（税抜）
キューブ/ホワイト WDXMASCUBE 9.5X9.5X10H ￥1,000（税抜）

クリスマスぽれぽれ
コアラ　WDXMASPOLEKAR 4.7X3X7.5H  ￥950（税抜）
ハリネズミ　WDXMASPOLEHRN　3.5X5X4H ￥950（税抜）
ロバ　WDXMASPOLERB　7X3X6.5H￥950（税抜）

ぽれぽれ動物/トナカイ
赤 4580365478271 WDCV07TNKRD 7X3X6.3H ￥950（税抜）
緑 4580365478288 WDCV07TNKGR 7X3X6.3H ￥950（税抜）

ジングルベルシリーズ
サンタL WDCVJGBLSTL 6.3X4.5X7.5H ￥1,000（税抜）
サンタS WDCVJGBLSTS 4.5X3.8X5.5H ￥700（税抜）
ベル WDCVJGBLBL 3.8X1.5X5.8H ￥600（税抜）

ジングルベルシリーズ
スノーマンL WDCVJGBLSML D5.3X7.5H ￥1,000（税抜）
スノーマンS WDCVJGBLSMS D3.8X6.5H ￥700（税抜）
音符 WDCVJGBLNT 3.8X1.5X4.2H ￥600（税抜）

クラシックサンタ
ツリー WDCVCLSNTTR 5.5X4X11H ￥1,300（税抜）
星 WDCVCLSNTST 5.5X4X11H ￥1,300（税抜）

クリスマス小枝シリーズ
コビトピンク WDKOEDAKBTPK 約2X6.5H ￥550（税抜）
コビトベージュ WDKOEDAKBTBG 約2X5H ￥550（税抜）

クリスマス時期だけの
限定ぽれぽれ登場！
赤と緑のブーツがかわ
いい「ぽれぽれ動物/ト
ナカイ」です。期間限定
数量限定商品なので、
お早めにご注文くださ
い（LOTは１です）

昨年人気だったキノコが再入荷しました！
クリスマス前の今の時期すぐにでもディスプレイに
取り入れたいアイテム！シャビー仕上げが素朴でか
わいいキノコはいろんな商品と好相性です。

NEW!

＊ツリーと星のステッキは本体に接着されておらず、金具に
差し込むようになっています。

てのひらクリスマス
スノーマン WDXMASHNDSNW D4.7X6H ￥1,000（税抜）
ツリー WDXMASHNDTRE D4.7X5.5H ￥1,000（税抜）

人気！
再入荷

2020
人気 No.1

2020
人気 No.5

2020
人気 No.3

2020
人気 No.2

2020
人気 No.4

木製きのこ 各￥900（税抜） 約D8X10H
ナチュラルブラウン 4580365478103 WDCV10KINOKOBN
ホワイトウォッシュ 4580365478097 WDCV10KINOKOWT
＊大きさや塗りなどにかなり個体差があります。
　アンティーク仕上げのため表面に小さなヒビや色ムラがあります。
　不良ではありませんのでご了承の上ご発注ください。

ぽれぽれ丸太台L ￥2,200（税抜） D9～11X5H
4580365478691 WDCVPOLEDAIL

ディスプレイにぴったり！待望の原木丸太が個数限定で
入荷しました。ぽれぽれや干支、クリスマス商品はこの木
（ファルカタ材）で作られています。商品を置いたり、素
材の紹介に使ったり、グリーン鉢などをおいてもGOOD！
（外皮は写真のようにはがした状態です）

＊丸太のみが商品となります。上に乗せているのはクリスマス小枝シリーズです。


