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（表紙） 
Pierced Earring Hang ： 
dot loop（水玉ループ） KA5001／30
 
Blouse ： Herbes et fleurs（MB）

Brooches ： 
pin ups（ピンナップス） Cotch242M
 
Blouse ： Herbes et fleurs（MB）
Pants ： Relax Stretch（MB）
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Cotch items are made from Japanese walnut trees that have grown over time.
Although new, it feels as if you have enjoyed wearing them for a long time.
You will, of course, still love them even after many years of use.

®

®



はじまりは、
森のクルミの木。

コッチは、日本の森のクルミの木から生まれた
アクセサリーブランドです。
木の優しい表情を大切にしながら緻密なもようを刻み、
柿渋と蜜蝋で丁寧に仕上げています。
小さな小さなコッチだけれど、
人と森をつなぎ直し、おしゃれとサステナブルを両立して
「森の循環」を生み出しています。

It all began with a walnut tree 
in the forest.

Cotch is a fashion and hair accessories brand born out of 
walnut trees in the Japanese forest. 
We carve detailed designs while preserving the wood’s 
gentle expression, 
and finish the products with astringent persimmon liquid 
and beeswax.
Cotch’s little items reconnect people and the forest, 
perpetuating the cycle of forest trees while realising both 
fashion and sustainability.

Brooches
Classic Cotch brooches have been increased in size.
With a design that features the warmth of wood with a playful touch,
this accessory brings happiness to its wearer.

コッチの定番、ブローチがサイズアップ。

木の温かさと遊び心が感じられるデザインで、

ひとつ付けるだけで幸せ度アップ。

Brooches

Broochs ： 
thoroughbred（サラブレット） Cotch256M
 
Blouse ： Herbes et fleurs（MB）
Pants ： Relax Stretch（MB）



Hanging Non-pierced Earrings
Our eye-catching, non-pierced earring selection includes 
large sizes and pieces featuring a sequence of motifs.
Openwork carving creates a gorgeous and effortless look.

大ぶりのもの、モチーフをつなげたものなど、

ほどよく主張するイヤリング。

透かし彫りで華やかさとぬけ感をプラス。

Pierced
Earring
Hang

Non-pierced Earrings
These items feature a motif reminiscent of nuts, 
flowers and leaves found in the forest.
Our large earrings will make your face look lifted.

森で見つけた木の実や花、葉っぱを思わせるモチーフ。

大きめのイヤリングは、

お顔が引き締まって見える効果もあり。

Pierced
Earring

Pierced Earring Hang ： 
echoes（エコーズ） KA5001／24
 
Tunk ： Pima cotton（MB）
Shirt ： Typewriter（MB）

Pierced Earring ： 
star anise（八角） KA4969／43
 
Blouse ： GFL14（MB）
Skirt ： Botanical Pt（MB）



Hanging Pierced Earrings
Every time you move, these pierced earrings 
move back and forth below the ears,
which helps to create a feminine look.
The secret of their popularity is their lightness 
when worn.

動くたびに耳元で揺れて

ガーリーな印象を与えてくれます。

つけごこちの軽やかさも人気のひみつ。

Pierced 
Hang

Pierced Earrings: Little
The colour and shape of these items will remind you 
of biscuits and chocolate.
They let you accent your everyday clothes without 
looking too sweet.

ビスケットやチョコレートを思わせる色かたち。

いつものコーディネートに

甘過ぎないアクセントを添えて。

Pierced
Little

Pierced Hang ： 
margaret（マーガレット） KA4967／53
 
Blouse ： Herbes et fleurs（MB）

Pierced Little ： 
fame（フェイム） KA4741／51
 
Tunic ： Broderie transparent （MB）
※参考商品



Pierced Earrings: Mini
These are new additions to our popular series of 
mini pierced earrings.
The delicate design and the organic colour 
that blends with the skin
will let you casually accessorise your everyday clothes. 

人気シリーズに新作が登場。

華奢なデザインと肌になじむオーガニックカラーが、

普段着のさりげないアイキャッチに。

Pierced 
Mini

Hair Pins
Push the hairpin with an antique-style motif 
into a loose updo.
You will look striking when viewed 
from the side or back.

アンティーク風のモチーフを、

ルーズなまとめ髪にひとつ。

それだけで、横顔や後ろ姿が印象的に。

Hair Pins

Pierced Mini ： dot（ドット） KA4743／39
 
Tunk ： Pima cotton（MB）
Shirt ： Typewriter（MB）

Hair Pins ： red plum（紅梅） CotchHP042
 
Blouse ： Herbes et fleurs（MB）



Necklace ： memory（追憶）  CotchNL014
 
Tunk ：Pima cotton（MB）
Shirt : Typewriter（MB）
Pants : Soft denim（MB）※参考商品

Hair Elastics
These hair elastics feature a big motif 
with retro-modern appeal.
The soft texture of the wood goes well 
with a natural, bouffant hairdo.

レトロモダンな雰囲気のビッグモチーフ。

木のやわらかな質感は、

ナチュラルな無造作ヘアによく似合います。

Hair
Elastics

Necklaces
Add some elegance to your casual style 
when wearing a T-shirt.
Although quite big, they aren’t heavy thanks to 
their delicate design.

カジュアルなTシャツスタイルに華やかさを足して。

大ぶりだけど重くならないのは、

繊細なデザインのおかげ。

Necklaces
Hair Elastics ： 
Progressive（プログレ） CotchHG056BL
 
Tunic ： Broderie transparent （MB）
※参考商品


