年に一度！ラオス最大級の特産品物産展

ハンディクラフトフェスティバル 2016
青年海外協力隊員もブースを出します！
日時 ： 2016年10月26日（水）～11月1日（火）
場所 ：Lao-ITECC （首都ビエンチャン市内）
時間 ：JICAブース 11:00 ～ 17:00頃 （イベント自体

↑
×会場は
ITECCモール
ではありません

9:00～22:30 ）

■アクセス：https://www.google.la/maps/@17.9614053,102.6438544,17z?hl=ja

〇 Lao-ITECC

会場案内図

～どんなイベント？～
ラオス国内全土の手工芸品が一同に会するラオスの
魅力がたっぷり詰まった物産展です！
ショッピングだけでなく、ファッションショーや工芸品作りの
実演、ワークショップやデザインコンテストなどもあり、ラオ
スの文化を包括的に楽しめるイベントとなっています。
日本で中々目にすることのない貴重な品々を手に入れ
るチャンス！あなたの手であなただけのオンリーワンを
是非探し当ててみてください。
年に一度のラオスの祭典をお見逃しなく！

JICA協力隊ブースはココ！
F13-F15
↓

お土産にぴったり！
JICA協力隊ブースでは
5県からイチオシの特産品が大集結します！
①少数民族の伝統が生活を彩る、ウドムサイ県

入り口

日本語OK
コミュニティ開発隊員一同、
皆さんのご来店を
お待ちしています！
③竹を使った巧みな編み込み技術が魅力！
ボリカムサイ県【竹細工製品】

360度を山に囲まれた山岳地帯。あらゆ
る民族が多様に入り混じっています。首
都ビエンチャンから、飛行機で約50分。

森林・鉱山・河川などの豊かな天
然資源に囲まれ、珍しい動物や植物が
生息する神秘の土地。また国内最大級
になると言われるナムニアップダムやラ
オス・タイ友好橋の計画も進行中で、今
後の目覚ましい経済発展にも注目です。

ウドムサイの「葛(くず)」・コットン・一押し

竹で編んだ かご・ポーチ・小物入れ
バンナー村
葛の繊維を編んだカム族の製品。
ボリカムサイ県で採集され
た天然の竹を使って、村の
生産者によって全て手作り
で作られています。編み込
みの技術が高く、ラオス文
字を入れる技術が特徴的
です。カラーバリエーション
やデザインの改良、耐久性
を持たせるための品質改善
にも力をいれており、日々
進化を遂げています。

店舗も出展！
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タイルー族の織る、
天然のコットン。

シン

*バッグ・スカーフ・
テーブルクロス・
シン・小物など
*葛・科・コットン等

②象祭りが有名！サイニャブリ県 手作り藍染め製品

⑤南部の秘境？ チャンパサック県サナソンブン郡

毎年2月に美しく着飾った象50頭以上が集結する「象祭り」があります！

〈郡紹介〉県都パクセ―から北へ30ｋｍ、車で約30分です、観
光向けでは無い、本当の「ラオス」があります。

イチオシ商品は藍染め商品！

④豊かな自然と溢れる洞窟！
カムアン県【陶器製品】
〈県紹介〉
ラオスの中部に位置するカムアン県は中心地(タケーク)から車
でわずか30分ほどに位置するブッダケーブや世界遺産候補とい
われているコンローケーブなどネイチャーアクティビティが充実し
てます。

ホンサー郡ビエンゲーオ村のルー族の織物がイチオシ！この村で
はコットン、藍の葉といった原料を全て村で栽培しています。村の女
性が丁寧に手紡ぎ、手染め、手織りで作った藍染めの製品は、手作
りとは思えない精巧かつ緻密な柄が魅力。お土産にもぴったりな小物
も揃っています！
一村一品認定商品も勢ぞろい！
Facebook ページ：Odop Sayaboury Province Laos

↑シン加工品
ラオスの女性用スカート、シン
制作で有名な機織り村から小
物をお届け。シンの在庫や端
切れを再利用しました。環境
にも優しいお土産です。

〈特産品〉
素焼き陶器がオススメです！穴
窯で焼くため個々で風合いが異な
り何とも魅力的です。

↑竹細工
ラオスの伝統技術で作る、竹
編みのポーチです。村の草
木を使った天然染色の優し
い色合いが特徴です。

綿織物
郡内の村で織られた各種綿織物
も持参します。中には、手紡ぎの
ラオコットンの掘り出し物も…。
天然塩

樹齢100年の古代茶

地酒

花瓶

ランプ

Once in a year !

Lao Handicraft Festival 2016
JICA volunteers attend this exhibition!
Wed. 26th October ～ Tue.1st November 2016
JICA shop opens 11:00～17:00 ( Lao-ITECC: 9:00 ～ 22:30)
at Lao-ITECC Exhibition Center（Vientiane Capital）
■Acess : https://www.google.la/maps/@17.9614053,102.6438544,17z?hl=ja

What is the festival ?

↑
✔ Lao-ITECC

↑
×NOT in
ITECC Mall

Information Map

Every year, over 200 artists from all over the country
gather at Vientiane to participate in the festival and sell
an extensive variety of products including textiles, jewelry,
non-timber and recycled products, pottery and many
other cultural items. Beautiful handmade pieces are on
sale to suit all budgets, from inexpensive souvenirs to
exquisite high-end collectables. Food products such as
coffee, tea, oils and spices produced in Lao are also a key
feature of the event. As well as shopping, visitors
attending the festival can also enjoy fashion shows, craft
demonstrations,
workshops
and
product
design
competitions.

JICA shop is here！
F13-F15
↓

入り口

These will make perfect gifts！
You can See & Buy Marvelous Local handicrafts
from 5 provinces @ JICA shop

You can’t miss it！
JICA volunteers are
waiting for you !

① Oudomxay Province

③ Bolikhamxay Province

Oudomxay is surrounded by mountain
There are many kinds of minority ethnic
groups here. About 50 minutes from
Vientiane by airplane.

Amazing weaving technics in bamboo products
This is the mysterious
area which has rare animals
and plants, and is surrounded
by rich in nature like forest,
mine and river.

Recommended products from Oudomxay

Basket, Pouch, Case made by bamboo
The bags made of Jungle vine
that Khmu ethnic group knit.

Ban Na village
Every products is
made by bamboo in
Bolikhamxay with
handmade technics of
artisans. The technic
that puts Lao letters
on products is very
unique.

Our space open!
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*bags, scarfs,
table clothes,
Lao skirts etc...
*Jungle vine,
Products of organic
Lao skirt "Sin" Linden,cotton etc...
cotton , Tailue ethnic
group.

② Sayaboury Province

⑤ Sanasomboun Distrct Champasak Province

Sayabouly is famous province for elephant festival.
The festival takes place on every February.

Indigo products！

Our District is located in north part of Champasak Province.
It take less than 30minutes from Pakse.

④Khammuane Province
Khammuane providence covers about 16,000 square
kilometers in central Laos. There is a lot of nature
activity, Khonglor Cave, Budda Cave, Xebangfai River
and more.

Pottery Products!
Leu weavers in Sayaboury are famed for their cotton
farming and cotton weaving skills. The weavers in
Viengkeo village are known around the country as master
cotton spinners. The finished items are made into elephant
souvenirs, scarves, shawls, skirts, blankets, tablecloths etc.
ODOP* Products
In Sayaboury→
Facebook Page：
Odop Sayaboury
Province Laos
*One District One Product Salt

Ancient tea

Lao spirit

Mini Bags made of SIN
Saphai village, is so famous
for weaving Laotian ‘SIN’ .
Some Products are made of
unsold and waste pieces of
cutting SIN. These are Ecofriendly souvenirs

Bamboo Products
Nangam village, artisans
families weave bamboo and
they keep skill of Natural
dyeing. Blue from indigo ,
Brown from the bark of a
tree and more color…

Cotton cloth
Some Lao-Cotton products are
made of home-spun thread.

The Pottery Products made in
Nongbok village. They use a
hole type kiln. So,These vary in
a color each.

Vase

Lamp

