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Peninsula Market

国東半島地域は、宇佐神宮、1300 年の歴史ある六郷満山文化、
世界農業文化遺産や日本の原風景、神秘的な山々・穏やかな
海に出会える場所です。

『ペニンシュラ・マーケット』では、国東半島にルーツがある
クリエーターたちがこの地域をテーマに思いを込めて、オリジ
ナル商品を開発しています。

ぜひお手にとっていただけたら、嬉しいです。

「Peninsula Market」 “https://peninsula-market.stores.jp”

オンラインマーケット

ペニンシュラマーケット



商品一覧Peninsula Market

国東トート (M)

1,500 円 ( 税込 )

01

国東トート (S)

1,000 円 ( 税込 )

02

半島オールスターカップ

1,200 円 ( 税込 )

03

半島タオル

1,100 円 ( 税込 )

04

隠れおに六バッジ

300 円 ( 税込 )

05

ジャーニー Tシャツ 女性

2,000 円 ( 税込 )

08

ジャーニー Tシャツ 男性

2,000 円 ( 税込 )

07
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マスキングテープ 国東半島絵巻

400 円 ( 税込 )

06

国東半島フェイスタオル
「いし編」

950 円 ( 税込 )

09 10

国東半島フェイスタオル
「うみ編」

950 円 ( 税込 )

11

国東半島マスキングテープ 
「くらす編・うみ編・いし編」

各 400 円 ( 税込 )



KUNISAKI 
TOTE  M 01
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国東トート (M)

国東半島の特徴的なシンボルをモチーフにしたオリジ

ナルトートバッグです。底にはマチもありキャンバス

地のしっかりしたつくりです。A4サイズの書類や雑誌

がすっぽりと入る使いやすい大きさなので、毎日の通

勤、通学のサブバッグにも、もちろんメインバックと

してもオススメです。

キャンバス地に黒のシンプルな色づかいは、どんなコ

ーディネートにも合わせやすく、性別を問いません。

ぜひ、おしゃれのアクセントにお持ち下さい。

国東トート (M) : 1,500 円 ( 税込 )

本体サイズ：約W360xH370xD110mm

持ち手サイズ：約W25xL560mm

素材：コットン 100%

色：キャンバス地



KUNISAKI 
T0TE S 02
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国東トート (S)

国東半島の特徴的なシンボルをモチーフにしたオリジ

ナルトートバッグです。こちらの Sサイズはマチが広

く見た目よりたっぷり入るのが特徴です。お弁当入れ

として、買い物のサブバッグとして、ピクニックのお

共に。おりたたんでもかさばらないのも魅力の一つで

す。落ち着いた赤い色合いで、長くお使いいただける

トートバッグです

国東トート (S) : 1,000 円 ( 税込 )

本体サイズ：約W300xH200xD100mm

持ち手サイズ：約W25xL290mm

素材：コットン 100%

色：赤
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HANTO 
ALL-STAR 
CUP
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半島オールスターカップ

国東半島ジャーニーオリジナルのマグカップです。

このカップは 400ml 入る大きめサイズなので、飲み物

だけでなくスープカップとしてもオススメです。

モノクロのシンプルなデザインは、ご自宅でのくつろぎ

時間や毎日の食卓、オフィスなど、あらゆるシーンに馴

染みます。

飲み終わった後、カップの底からジャーニー船が表れる

のも可愛いポイントです。

半島オールスターカップ : 1,200 円 ( 税込 )

本体サイズ：口径 104mmx 高さ 81mm

色：白
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HANTO 
TOWEL 

半島タオル

国東半島ジャーニーオリジナルのフェイスタオルです。

タオルの産地泉州で生産された、日本製なので肌触りも

良く安心してお使いいただけます。表面はやさしいガー

ゼ地、裏面はパイル地になっているので吸水性も抜群で

す。ガーゼタオルは通常のタオルよりコンパクトにまと

まるので、お出かけ時に鞄の中でかさ張らないのも魅力

的。首にかけてもごわつかずさらりとして気持ちのいい

素材感です。他ではあまり見ることのないポップでおし

ゃれなデザインは贈り物にも最適。

旅行にウォーキングに色んなシーンでお使い下さい。

色はポップで可愛い [ カラフル ]、定番の [ 青 ] の 2色

展開。

半島タオル : 1,100 円 ( 税込 )

本体サイズ：約 330x850mm

素材：綿 100%( 大阪泉州タオル )

色：カラフル・青

生地：表ガーゼ地、裏パイル地
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HIDDEN
ONIROCK 
BADGE 
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隠れおに六バッジ

隠れおに六バッジ : 300 円 ( 税込 )

本体サイズ：直径 40mm

色：赤・青

国東半島ジャーニーオリジナルキャラクター「おに六」

のシルエット缶バッジです。

帽子やお洋服の胸元に。癒しのデザインと色展開で年齢、

性別問わずオススメです。

「隠れおに六バッジ」をワンポイントにしてお出かけして

下さい。

隠れおに六とは

何か言いたげな目だけがのぞくシルエット「おに六」の

こと。



KUNISAKI 
PENINSULA 
EMAKI
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MASKING TAPE
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国東半島絵巻

国東半島を知るにはこのひと品！国東半島ジャーニー

オリジナルのマスキングテープです。

修正鬼会や峯入り行、地域に伝わるお祭りや温泉など、

このひと巻きで国東半島を一周できる情緒風情ある絵

柄になっています。このテープのモチーフを訪ねる旅

もオツな計画です。

シックなデザインと共に日常の中に非日常の思い出を !!

国東半島絵巻 : 400 円 ( 税込 )

全長：10m

テープ幅：20mm

マスキングテープ



素材：綿 100%

色：紺
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JOURNEY
T-SHIRT
MEN 

JOURNEY
T-SHIRT
WOMAN 

KUNISAKI
PENINSULA
JOURNEY
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サイズ：

首の開きが広め

ジャーニー Tシャツ

国東半島ジャーニーオリジナル Tシャツです。

神仏習合の地、1300 年を誇る六郷満山の歴史が残る土地、

鬼文化、奇祭など、数えきれない魅力を旅する国東半島

ジャーニー。その旅するジャーニー船を大胆に胸にあしら

った、おしゃれなデザインです。

男性用と女性用で首の開き具合やシルエットが異なります。

綿 100％で肌触りもよく、しっかりした生地です。

ジャーニー Tシャツ : 2,000 円 ( 税込 )

女性M(WM)

身丈 / 身巾 / 肩巾 / 袖丈

61/43/36/16

女性 L(WL)

身丈 / 身巾 / 肩巾 / 袖丈

64/46/38/17

男性M

身丈 /身巾 / 肩巾 / 袖丈

70/52/47/20

男性 L

身丈 / 身巾 / 肩巾 / 袖丈

74/55/50/22



仁王像

国東半島にはユニークな

石造仁王像がたくさん。

きつね踊り

鎌倉時代から受け継がれ

ている姫島村の盆踊り。

ケベス祭り

起源も由来も不明な火祭り。

杵築城

江戸情緒の残る杵築市の

シンボル。

宇佐神宮

八幡宮の総本社。

修正鬼会

無病息災を祈願する伝統行事。

城下カレイ

海に囲まれた国東半島、

新鮮な魚介類も豊富。

お酒

国東半島の美味しい

地下水を使った地酒。

古寺
神仏習合発祥の地、国東半島。

歴史あるお寺の多い土地。

温泉

大分県は、温泉源泉数日本一。

10

Peninsula Market モチーフ紹介
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東京で活躍するイラストレーター進士遙さんと国東半島ジャーニーオリジナルグッズを

制作しました。

可愛いく、ユーモアあふれる進士さんのイラストと国東半島のモチーフたちが出会い、

お洒落な小物に仕上がりました。

幼少期の 4年半をソウル、高校卒業迄の 10 年間を上海で過ごした後、渡英。

2009 年 Royal College of Art, RCA コミュニケーションアート &デザイン科 修士 了。 

 2010 年帰国後、東京にてフリーのイラストレーターとして活動、ウェブマガジンや美術館

パンフレットのイラスト・デザインなどを担う他、雑貨も制作。

2016 年 4月より台東デザイナーズビレッジ入居。東京在住。

https://www.harukashinji.com

進士 遙 Haruka Shinji
イラストレーター

Haruka Shinji × KPJ
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東京で活躍する若手クリエーターの進士遙さんとのコラボ

レーションが実現！

ユニークで独特の空気を纏う国東半島を、同じくユニーク

な視点でイラストを展開する進士さんがキリトリました。

実際に国東半島を訪れて 2日間かけて探検した結果、表現

してくれたのは、ズバリ！国東半島に点在する石像たちで

す。進士さんの手に掛かった石像たちは一気に進士ワール

ドを展開しています。

可愛らしい表情によって地域への感情移入しきりです。

見れば見るほど味が出るようにかわいさが増すタオルを、

ぜひ日々の生活の一部に！

国東半島フェイスタオル「いし編」
Haruka Shinji×KPJ コラボレーション商品

国東半島フェイスタオル「いし編」: 950 円 ( 税込 )

本体サイズ：約 340x850mm

素材：綿 100%( 大阪泉州タオル )

色：グレー

生地：表ガーゼ地、裏パイル地

KUNISAKI
PENINSULA 
FACE TOWEL  
STONE version 

Haruka Shinji × KPJ



10

13

国東半島フェイスタオル「うみ編」

東京で活躍する若手クリエーターの進士遙さんとのコラボ

レーションが実現！

ユニークで独特の空気を纏う国東半島を、同じくユニーク

な視点でイラストを展開する進士さんがキリトリました。

国東半島の漁港へ取材に訪れた進士さんと KPJ 編集者をあ

たたかく迎えて下さった漁師さんたち。

その日に獲れた魚の新鮮さと豊富さに目を見張り、笑いの

絶えない時間を後にして、ここをテーマにせずにはいられ

ない！とこちらのタオルが出来上がりました。

進士さんに料理された魚たちは、今にも話し始めるかのよ

う！

国東半島フェイスタオル「うみ編」: 950 円 ( 税込 )

Haruka Shinji×KPJ コラボレーション商品

本体サイズ：約 340x850mm

素材：綿 100%( 大阪泉州タオル )

色：水青

生地：表ガーゼ地、裏パイル地

KUNISAKI 
PENINSULA 
FACE TOWEL
SEA version

Haruka Shinji × KPJ
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国東半島マスキングテープ
「くらす編・うみ編・いし編」

国東半島マスキングテープ 3種類

「くらす編・うみ編・いし編」: 各 400 円 ( 税込 )

Haruka Shinji×KPJ コラボレーション商品

全長：10m

テープ幅：20mm

2018 年に地域の文化六郷満山文化が始まってから 1300 年目

を迎えた国東半島。これまでもこれからも、１つ１つ、一人

一人の日々がこの地域を紡いでいきます。

マスキングテープをのばしてみると、心がほっこりする国東

半島の日常が展開しています。タオルで使用されている「いし

編」「うみ編」もマスキングテープの仲間入りをしました。

みなさまの日常にもぜひ、国東半島を。

KUNISAKI 
PENINSULA 
MASKING
TAPE

Haruka Shinji × KPJ
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「『知らなかった』がここにある。
  さあ、新たな Journey( 旅 ) に出よう」

長く豊かな歴史を持ちながら、ともするとあまり人々に知られ
ていない国東半島地域。
素朴だけれど癒しとエネルギーに満ち溢れた、知れば知るほど
引き込まれる多くの魅力が詰まった土地です。
『国東半島ジャーニー』では、自然・歴史・多様な文化・食べ物・
不思議なエネルギーを放つ大地…、国東半島のさまざまな魅力を
あるがままにお伝えしています。

日常のなかに、非日常の国東半島を。
Discover the undiscovered.

国東半島ジャーニー Kunisaki Peninsula Jour�ey

株式会社 らいすき

「らいすき」とは、漢字の部首で農地を耕すための農具である鍬を意味

しています。1つ 1つのフィールドを掘り起こし耕し、地をならし、実り

多い活動の展開を目指して社名としました。

私たちは、イノベイティブな視点で「今」を捉え、新しい「価値の創造」

を通じて、「未来」が豊かに輝く仕掛け作りを手がけます。

「国東半島ジャーニー」“http://kunisaki-journey.com/”

Facebook「Kunisaki Peninsula Journey」
Instagram「kunisakijourney」

〒873-0511 大分県国東市国東町小原 117-2 B105

info@kunisaki-journey.com

ウェブメディア
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株式会社 らいすき

国東半島
Kunisaki Peninsula




