
品名 Becoming 品名 瀬戸内国際芸術祭2010 作品記録集 品名 瀬戸内国際芸術祭2016 作品記録集 品名 瀬戸内国際芸術祭2019 作品記録集

売価（税込） ¥5,280 売価（税込） ¥3,520 売価（税込） ¥3,300 売価（税込） ¥3,300

サイズ W213㎜×H260㎜ サイズ W210㎜×H280㎜ サイズ W189㎜×H257㎜ サイズ W189㎜×H257㎜

品名 Benesse House バスタオル 品名 Benesse House オリジナルBOX 品名 BH organic オリーブオイル 品名 BH  瀬戸内レモンジャム

売価（税込） ¥2,365 売価（税込） ¥330 売価（税込） ¥1,564 売価（税込） ¥810

サイズ 約W1450mm×L700mm サイズ W188×D258×H78mm 内容量 182g 内容量 105g

品名 直島ドリップティーオレンジルイボス 品名 金平糖 Pumpkin 黄 / 赤 品名 直島南瓜ビスケット 品名 草間南瓜オブジェ 黄

売価（税込） 各￥216 売価（税込） 各￥648 売価（税込） ¥1,620 売価（税込） ¥19,800

内容量 4g 内容量 30g サイズ Ｗ80mm×H140mm サイズ オブジェ本体：70×70㎜×H100㎜

品名 直島南瓜キーホルダー 黄 / 赤 品名 直島南瓜クリアファイル 品名 直島南瓜マグネット 黄 / 赤 品名 直島南瓜ピンバッジ 黄 / 赤

売価（税込） 各 ￥1,650 売価（税込） ¥440 売価（税込） 各 ￥880 売価（税込） 各 ￥1,100

サイズ 南瓜：約20×20㎜, 全長：約9cm サイズ W220㎜×D310㎜ サイズ 52㎜×78㎜ サイズ W23㎜×H21㎜

 お土産に大人気の直島限定南瓜のキーホルダーです。

 草間氏直筆の"NAOSHIMA"ロゴのプレート付です。

 黄色と赤色の2色展開で、丸いプラスチックの

 パッケージに入っています。

 草間彌生氏の作品である南瓜の写真を使用した

 Ａ４サイズのクリアファイルです。

 裏面には「Benesse House」のロゴ が入って

 います。

 草間彌生氏の作品である南瓜の写真を使用した

 長方形のマグネットです。

 「Benesse House」のロゴが入っています。

 海外のお客様に大変人気の商品です。

 草間彌生氏の南瓜をピンバッジにしました。

 黄色と赤色の2色展開で、直島限定の商品です。

 ベネッセハウスのホテル客室で使用されている、

 ゲストに好評のホテルロゴ入りのタオルです。

 極細のコーマ糸を使用し、肌触り良くふっくらと

 織りあげています。

 ミュージアムの壁にアイビーをあしらったBHオリジナル

BOX。中に仕切りがありますが、 仕切りを外すと、手紙や書

類を入れる箱としても使用でき、ある程度の重さにも耐えら

れる設計になっています。

ベネッセハウステラスレストランで使用されている

ゲスト人気NO１のオーガニックのオリーブオイルです。

レストランのシェフが、日本人の舌に合いやすく、パンや野菜な

どの素材の味を生かす様にブレンドしました。

ご家庭でホテルの味をお楽しみください。

 JA香川よりレモンを取りよせ、1瓶の73％を果汁と果肉が占

めるほど、たっぷりとレモンを 使用しました。砂糖を極力控

え、すっきりとした味わいで、そのまま炭酸水やウｨスキー 

で割るのもおススメです! ※はちみつを使用しております。 

1歳以下のお子さまには与えないでください。

  ベネッセハウスミュージアムカフェでも提供している、体

に優しいノンカフェインのルイボスティーです。オリジナル

ブレンドでオレンジピールが入っています。 ドリップタイプ

のため、香り高いお茶を楽しむことが出来 ます。パッケージ

には直島の植物が描かれています。

 直島の草間彌生氏の作品である南瓜をモチーフにした

 プレーン味の金平糖です。

黄色の南瓜には、 黄色と黒色の金平糖・赤色の南瓜には、赤

色と黒色の金平糖が入っています。 お子さまも安心して頂け

る着色です。　　　　　　 賞味期限：製造年より1年間

南瓜柄のヨーチタイプのビスケットです。

ビスケットは個包装です。

瓶はドリンク入れや小物入れなどにご使用いただけます。

内容量:絵柄6種　各2個入り　計12個

 草間スタジオの完全監修によって制作された

 南瓜のオブジェ(置物)です。

 直島・ベネッセハウスショップのためだけに作られた

 限定BOXに入っています。

 こちらのBOX仕様は、直島のみの販売となります。

ベネッセハウスショップ　オリジナル商品　

こちらの商品の期間限定通信販売を承っております。お気軽にお問合せください。　　　　（受付期間：2021年12月26日まで）

 2000年から2011年までの、ベネッセアートサイト

 直島における10年間の軌跡をたどるドキュメント

 ブック。(ページ数：262P)

 発行年：2013年

 2010年に開催された芸術祭の記念すべき記録集。

 期間限定で制作された作品も多数掲載。

 (ページ数：271P)

 発行年：2011年

 アート作品と瀬戸内海の島々の自然や文化を体感するという　 

芸術祭の独特のスタイルが、多くの皆様に共感をいただき、来場

者が春、夏、秋の3会期合わせて100万人を超えまし  た。全作品

&イベントを収録した記録集です。

 (ページ数：271P)　　　　　　　 発行年：2011年

 世界32の国と地域から参加した230組のアーティストに

 よる、瀬戸内海でしか生み出すことのできないアートやイ

 ベント、体験、食プロジェクトまでを完全収録した記録集。

 (ページ数：295P)

 発行年：2020年

裏面

底面

素材：コットン100％

カフェインレス
裏面

BOX：W130㎜×L120㎜×H105㎜

ドットは黒色になります



ベネッセハウスショップ　オリジナル商品　

こちらの商品の期間限定通信販売を承っております。お気軽にお問合せください。　　　　（受付期間：2021年12月26日まで）

品名 直島南瓜タオルハンカチ 品名 直島南瓜手ぬぐい 品名 直島南瓜A4トート 黄 / 赤 品名 直島南瓜 2WAYトートバッグ

売価（税込） ¥1,223 売価（税込） ¥1,100 売価（税込） 各 ￥660 売価（税込） ¥2,750

サイズ 250㎜×250㎜ サイズ W350㎜×L910㎜ サイズ W260㎜×H320㎜ サイズ 約W360㎜×約H400㎜

品名 直島南瓜マグカップ 黄 / 赤 品名 宮島達男 ロール付箋 品名 宮島達男 thermo mug 品名 minä perhonen 手ぬぐい

売価（税込） 各 ￥1,980 売価（税込） 各 ￥660 売価（税込） 各 ￥3,520 売価（税込） 各 ￥1,320

サイズ 80×80㎜×H84㎜ サイズ W42mm×H50mm サイズ φ50×H230mm (0.3L) サイズ W350㎜×L1,110㎜

品名 minä perhonen thermo mug 品名 直島指人形おりがみ 品名 ねこむすび 品名 ねこむすび たことあかっぺ

売価（税込） 各 ￥3,520 売価（税込） ¥660 売価（税込） ¥1,210 売価（税込） ¥1,210

サイズ φ50×H230mm (0.3L) サイズ 折り紙サイズ：W105㎜×D105㎜ サイズ 約480mm×480mm サイズ 約480mm×480mm

品名 直島豆皿 品名 直島かるたマスキングテープ 品名 ぐるっと直島マスキングテープ 品名 直島ねこマスキングテープ

売価（税込） 各 ￥1,100 売価（税込） ¥440 売価（税込） ¥397 売価（税込） ¥418

サイズ 下記に記載 サイズ W24mm×L5m サイズ W18mm×L5m サイズ W20mm×L5m

数字が変化するデジタルカウンターを使った作品で知られる

宮島達男氏の作品をモチーフとした、ベネッセハウスショッ

プ限定商品です。持ち運びしやすく、保温性に優れた

thermo mugのスリムボトルです。容量0.3L。

 直島限定・南瓜柄のタオルハンカチです。

 今治タオルの認証マーク付きです。

 ふちの部分に草間彌生氏直筆の「NAOSHIMA」

 のロゴが入っています。

 草間彌生氏が直島のためにデザインした、

 青色が印象的な直島限定の手ぬぐいです。

 ※温度や洗濯によって多少色落ちする可能性が

 ございます。

 草間彌生氏の南瓜のイラストがプリントされた

 Ａ4サイズのトートバッグです。

 黄色と赤色の2色展開で、直島限定の商品です。

 草間彌生氏の南瓜がプリントされた直島限定商品の

マグカップです。

黄色と赤色の2色展開で、スタッキング可能な

マグカップです。

 宮島達男氏の「タイムウォーターホール」をイメージし

た 貼ってはがせるロールふせんです。4種類100枚入り

です。 おすそわけ袋にメッセージを書いて封をするのに

もぴったり で、オフィスでも使いやすい絵柄です。

ミナペルホネンの皆川明氏オリジナルデザインの手ぬぐ

い。 お手元を彩るハンカチのように、また実用的なファ

ブリック としても多目的にお楽しみいただけます。

 大きめサイズのトートバッグで、斜め掛けにもなる

 厚手のキャンバス地の2WAYタイプ。

 直島限定の商品です。

 直島の名物や風景をモチーフにした波佐見焼の豆皿です。

 絵柄は船、猫と家、女文楽、猫とはまちの4種類です。

 各サイズ：●猫はまち:直径90㎜ ●船:75㎜×100㎜

　　　　　●女文楽:85㎜×90㎜ ●猫家:80㎜×80㎜

 直島の名物や風景をモチーフとしたかるた仕立ての

 マスキングテープです。

 お土産に最適の商品です。

 直島の本村地区を猫が散歩しているような風景の

 マスキングテープです。

 街並みや海沿いなど本村地区の特徴をよく表している

 商品です。お土産に最適の商品です。

 直島の猫たちをモチーフとしたマスキングテープです。

 ふっくらとした直島のねこの特徴をよく表している

 商品です。

 お土産に最適の商品です。

 直島の猫をモチーフにしたオリジナルの風呂敷です。

 包む面や包み方によって、様々な猫たちの表情が

 楽しめます。直島ではカニを「あかっぺ」と言います。

 直島の名物や風景をモチーフとした指人形です。

 詳しい折り方の説明書入りです。

 女文楽、フェリー、のれん、タコ、つつじ、猫、たいこたた

き、カモメ、星、ハマチの10種類が2枚ずつ入っています。

 直島の猫をモチーフにしたオリジナルの風呂敷です。

 包む面や包み方によって、様々な猫たちの表情が

 楽しめます。このデザインは2017年に、優れたアジアの

 パッケージデザインに贈られる、「TOPAWARDS ASIA」

 を受賞しました。

 ミナペルホネンの皆川明氏オリジナルデザインの水筒。

 バックに入れやすい細長タイプで、女性の手でも持ちやすい 

サイズ感です。

 コーヒーなどのセカンド水筒としても最適です！容量0.3L。

裏面

素材：コットン100％

2色：■白, ■グレー

2色：■白, ■黒

2色：■グレー, ■ブルー

絵柄4種類：船、猫と家、女文楽、猫とはまち

2色：■ネイビー, ■グレー


