
東京世田谷の【女性活躍】株式会社ラシエスタが、ネット通販を使って全国展開に挑戦中！
日本製！手作りアンクレットで、東京世田谷から全国 / 世界市場を目指す【女性経営者】

1）【女性活躍】東京都世田谷区内の主婦と一緒に作るアクセサリー

現在、東京都世田谷を拠点とし、区内の女性に、 日本製のアクセサリーを製造いただいています。未経験の方が、当社面談後に、
技能講習会を得て、家庭内労働として、アクセサリーを製造いただいております。月に１度技術講習会では、新規デザインの
製造技術を学んでいただきます。

世田谷区内の 0～ 4歳までの乳幼児をは 35,714 人 (※平成 29 年世田谷区統計書 )。 子供が幼稚園入園前のママは、 まだまだ子
供に手がかかり、 なかなか子供から目を離すことができません。 家事に育児に大忙しですが、 意外に日中や子供が寝た後の時間
は、 暇を持て余しているママも少なくありません。結婚・出産を機に、 育児に専念するため、 家庭に入った女性も、 もともと仕
事を持って働いていた女性です。社会から遠ざかった女性は、 「子離れした際に、 また就業できるのか。 」という不安を抱えて
います。

当社では実際に下記の働き方をしていただいているママがおります。
発送業務などの社内業務は、パートスタッフが子連れ出勤できる制度を整えています。

・世田谷区在住ママ A
幼稚園の送り迎えの間だけ
業務内容：商品発送、 商品検品、 商品梱包

・世田谷区在住ママB 
午前に家事を終え、 お子様をつれて夕方まで
業務内容：商品発送、 商品検品、 商品梱包

・世田谷区在住ママC
お子様がお昼寝の間に内職
業務内容：商品制作

当社にお越しいただくお子様には、 用意しているDVDやお持ち頂いたおもちゃで ママの目の届く範囲で時間まで自由に遊んで
いただいております。ママになっても、 家庭内で納期のある仕事をしていれば、 社会に参加している自信となり、  心に抱えた就
業への不安を、 少しは和らげることが出来るかもしれません。そんな女性の少しでも再就職の手助けになればと、今後も事業
規模に応じて、 積極的に子育て中のママを採用していく予定です。

株式会社ラシエスタ　プレスキット



２）ブランドについて（会社概要・沿革）

・  ラシエスタホリデーショップ（La siesta Holiday Shop）とは … 【女性活躍】日本初！日本製アンクレット専門店

La siesta というブランド名は、「La」は、スペイン語の冠詞「siesta」は、スペイン語で「お昼寝」の意味。
自由で自然体な空気感の感じられるアクセサリーの企画・デザインを目指しています。
《 ラシエスタホリデーショップ（La siesta Holiday Shop） 》では、お客様がいつまでも長く愛用していただけるよう、素材に
こだわり、耐久力を考慮したアンクレットを 1つ 1つ手作業で制作しています。

・  ブランドストーリー /切れにくい！日本製の手作りアンクレット

株式会社ラシエスタ代表の山口実加は、学生時代、現代美術を専攻し、美術大学へ進学しました。在学中は、海外留学制度を
利用し、イギリスに 1年留学しました。留学中に、イギリス人のサマーバケーションへの意欲に感銘を受けました。
何歳になってもビキニやサマードレスを着こなし、 太陽を浴びることを楽しんでいる女性の美しさに魅了されました。 
身につけているアクセサリーはどれも魅力的で、 きらりと光る、大ぶりなピアスとアンクレットを 身につけている姿が、より
女性を美しく魅せていると思いました。

帰国後、イギリスで得た経験とインスピレーションを元に、中学時代から出たかったハンドメイド作品の販売会に出店しました。
しかし、丸 1日出店しても、商品は１点だけしか売れず、 苦い思い出となりました。唯一嬉しかったことは、 １点買っていた
だいたお客様の嬉しそうな顔でした。次回こそは、「喜んでもらえる商品をもっと売りたい！」と思いました。その 4ヶ月後、
またハンドメイド作品の販売会に出店しました。
結果は、準備したアクセサリーがほぼ完売。休憩を取る間もなく、目の前で行列するお客様対応に追われました。
「ぜんぶ売れた。」1回目ではじめて自分の作品が売れた感覚が、確かなものになりました。
もっと自分の作品でみんなに喜んでもらいたいと思い、ブランド《 ラシエスタホリデーショップ（La siesta Holiday Shop） 》
は、誕生しました。

現在、東京都世田谷を拠点とし、区内の女性に、 日本製のアクセサリーを製造いただいています。あの時見た、彩度の高い、
日本ではあまり見ないアクセサリーを広めたい。いつかは、日本製のアンクレットを世界に広めたい。 今後は、海外にも拠点
を設け、南国の女性と共にアクセサリー作りをしたいと願っています。世界のいろいろな価値観が融合する、多様性の象徴と
して、 ブランドビジネスを行っていきたいです。

南国で太陽を浴びる国に生まれた女性と、太陽を求め訪れる女性が 共に１つのアクセサリーで、自らを鮮やかに彩り、双方の
架け橋になる 美しいデザインを提供するサービスを行っていきたいと思います。

・  沿革

2013 年 11 月　 アクセサリーブランド《 ラシエスタホリデーショップ（La siesta Holiday Shop） 》設立
2015 年  5 月  　GREENROOM FESTIVAL 15 出店
2015 年  7 月      OCEAN PEOPLES' 2015 出店
2016 年  5 月      GREENROOM FESTIVAL 16 出店
2016 年  7 月      OCEAN PEOPLES' 2016 出店
2016 年  7 月      阪神阪急うめだ本店 出店
2017 年  4 月      株式会社ラシエスタ 設立
2017 年  7 月      渋谷駅・東急東横店 西館 1階 出店
2017 年  7 月      株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　プラザスタイル カンパニー  取扱い開始
2018 年  7 月      OCEAN PEOPLES' 2018 出店
2018 年  7 月      渋谷ヒカリエ ShinQs 2 階 出店



３）サービス

・アクセサリーデザイン企画開発
・ネット通販運営
・卸売 /委託販売
・WEB/DTP デザイン

・  会社の理念

あなたの人生に輝きを与える
私たちは、世界各国のリゾートライフを、日本国内に広め、得られる感性や価値観を提供する
リゾートライフスタイルカンパニーです。

４）業務、作品紹介、最近のプレスリリース

・  作品紹介

当社主力商品はペアアンクレットです。ペアアンクレットは、恋人 /夫婦でご愛用いただける新しいペアアクセサリーです。ペ
アアンクレットには、2人が一緒にいられる「お守り」や「安心」の意味として、左足につけて、愛を育む習慣があります。お
守りのように 2人を守ってくれる存在になります。日本製アンクレットを製造する当社では、ペアアンクレットは、「エンゲー
ジメントアンクレット」と呼び、新しいアンクレット文化を発信し続けます。

・  最近のプレスリリース

2019 年１月　  バレンタインには、ペアアンクレットを贈ろう！ 
2018 年 12 月　クリスマスにはペアアンクレットを贈ろう！ 
2018 年 11 月　いい夫婦の日にはペアアンクレットを贈ろう！ 
2018 年 10 月    ハロウィン気分が高まる！ La siesta Holiday Shop のハロウィンペアアンクレット
2018 年 7月      夏の週末デートに、ペアアンクレットはいかがですか？  
2018 年 6 月      La siesta Holiday Shop のアンクレット、PLAZA に登場！ 
2018 年 5月     《ジューンブライド》ビーチウェディングには砂浜に映える淡水パールのペアアンクレット！ 
2018 年 3月     ゴールデンウィークのカップル旅行には、ペアアンクレットいかがですか？ 
2018 年 2月    バレンタインのお返しは、彼女と楽しめるペアアンクレットで、春のお出かけが楽しくなる♪ 
2018 年 1月    バレンタインギフトの新提案、育んできた愛を「ペアアンクレット」に込めて贈ろう！ 

ペアアンクレット
《エルセーラ》

ペアアンクレット
《セーシェル》

ペアアンクレット
《パラオ》

トゥーリング



・  最近のプレスリリース… 2018 年 6 月  La siesta Holiday Shop のアンクレット、PLAZA に登場！ 



５）メディア実績

2016 年 12 月 CREA 1 月号（株式会社文藝春秋）
2016 年 6月 GINGER 8 月号（株式会社幻冬舎出版）
2015 年１月 《台湾語翻訳版》手作潮流風：麻繩與天然石巧思串珠（康鑑）
2015 年 4月 麻ひもと天然石ビーズのアクセサリー（誠文堂新光社）

６）顧客一覧

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス / 株式会社東京ドーム / 株式会社エイチ・アイ・エス / 株式会社阪急阪神百
貨店 / 合同会社 SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS/ 株式会社東急百貨店 / 株式会社 ワールド / 株式会社近鉄百貨店
/ 株式会社チャンス・ツー / 有限会社ナカヤコーポレーション

７）プロフィール

・  代表者紹介

山口 実加（ヤマグチミカ） 

1985 年 5月 15 日生まれ、東京藝術大学大学院修了。 
現代アートを専攻し、「AMUSE ARTJAM EXHIBITION in Tokyo 2006」準グランプリ受賞。 イギリスのUCCA芸術大学に留学。 
外資系企業でデザイナーとして働き、その後、現代美術家村上隆氏と出会い、アーティストマネジメント業に従事。 アーティス
トマネジメン業の傍ら、 休暇で訪れたリゾート地での欧米人のサマーバケーションへの意欲に感銘を受け、 それを表現するため
のアクセサリー制作を始める。株式会社グリーンルーム主催「Green Room Festival」での大盛況を受け、2016 年独立。 2017
年株式会社スタイリングライフ・ホールディングス (PLAZA) の取り扱いが開始となり、 株式会社ラシエスタ設立、代表取締役
に就任し、今に至る。

・  経営陣の略歴

山田 裕輔（ヤマダユウスケ） 

1983 年 1月 20 日生まれ、早稲田大学卒。 
テレビ番組ディレクターとして、朝の情報番組や歌番組を担当。 その後 IT 時代の到来とともに、システムエンジニアに転職。 
電話回線申込システムや証券会社の基幹システムに携わり、 2010 年独立。 
ウェディング映像制作とWEB制作サービスを提供。 2014 年山口実加と出会い、2017 年株式会社ラシエスタを設立。 今に至る。



８）代表者や製品の写真







９）コンタクト（連絡先）

株式会社ラシエスタ
〒154-0002 東京都世田谷区下馬 5-33-8-103
TEL / 03-6450-8262
FAX / 03-6805-5676
MOB / 080-4187-0515
WEB / ht tp://lasiesta-hol idayshop.com/
MAIL / mika .yamaguchi@lasiesta-hol idayshop.com



10）プロダクトの説明資料

ペアアンクレット《セーシェル》

東アフリカのセーシェル諸島の自然をイメージして作られた、売れ筋 1番
人気のペアアンクレット。 高級感のあるメタルビーズ使用し、スタイリン
グを選ばないシンプルなデザインが人気です。 どんなスタイリングにもさ
らっと身につけるだけで、お洒落に仕上がります。 

　素材：シェルビーズ、ウッドビーズ、メタルビーズ 
　サイズ：(M)  直径 30cm (L) 直径 34cm



ペアアンクレット《パラオ》

西太平洋のミクロネシア地域に位置するパラオの青い海をイメージして作られたペアアンクレット。 連なるターコイズカラーの
ビーズは、パラオの手つかずの自然を表現しました。ブルーのワックスコードは、日焼けした肌に馴染みの良い素材です。 

　素材：シェルビーズ、ウッドビーズ、メタルビーズ 
　サイズ：(M)  直径 30cm (L) 直径 34cm



11）お客様の声

楽天市場店《 ラシエスタホリデーショップ（La siesta Holiday Shop） 》  総合評価 / 2019 年３月 1日現在

・  はじめての結婚記念日に

「足元を見るたびに嬉しい気持ちでいっぱいです。」
20 代女性

1年記念日にと思ってお揃いを探していました。最初はブレスレットにしようとしましたが、普段違和感なくつけられるならア
ンクレットかなと思い購入しました。繊細なデザインで、作りも綺麗でした。なんだかもったいなくてお風呂に入る時は外して
いますが、足元を見るたびに嬉しい気持ちでいっぱいです。お揃いにしてよかったです！ありがとうございました！！

・  彼への誕生日プレゼントに

「包装、商品ともにとても可愛く私好みです！」
20 代女性

包装、商品ともにとても可愛くて私好みです！別でラッピングを買ったりせずとも、プレゼントとしてそのまま渡せるようになっ
ています。付けていないときになくさないよう 保存袋も 2枚付いていました。
糸は丈夫で、結び目も勝手に緩むようなことはありません。好きな長さでしっかり固定されます。お風呂にもつけっぱなしで、
温泉にも入りましたが変色などありませんでした。付けたり外したりが面倒くさい私には助かります。

・  仕事上指輪がつけられない

「アンクレットなら職場でも気にせずに身に付けられます！」

無事届きました！！配送までもとてもスムーズで素早い対応をしていただきました、とても嬉しかったです。仕事上アクセサリー
をつけられないのですが、アンクレットなら大丈夫なのでこちらを購入。アンクレットなら職場でも気にせず身に付けられます。
シンプルで何にでも合うので想像以上に素敵でした。上からストッキングを履いても大丈夫でした。彼もかなり気に入ってくれ
て仲良く着けています。ありがとうございました。


