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輸入者 販売者

消費者
フェアトレードは、世界とのわかちあい。

フェアトレードとは、開発途上国で作られた作物や製
品を適正な価格で継続的に取引きすることによって、
生産者の自立を支えるしくみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 について

フェアトレードや難民支援活動を通して、開発途上国の人々を支える国際協力NGO
です。私たちは1992年にドイツを訪問した際にフェアトレードのしくみを知り、日本
で最初の国際フェアトレード認証コーヒー（カフェ・マム）の販売を開始しました。世
界中から製品を取り寄せ、国内では最も多くの国際フェアトレード認証製品を取り
扱っており、様々な地域の生産者の自立につなげています。また同じ頃、アフリカ・
ソマリア難民救援をきっかけに継続的に難民支援活動に取り組み、現在までアジア
やアフリカ、中東の難民生活を余儀なくされる方たちを支援しています。

❶ 国際フェアトレード認証製品の輸入、商品開発、販売
❷ 難民支援活動（古着支援、緊急支援）
❸ 途上国の自立支援

活動の詳細はホームページよりご覧ください。 http://www.wakachiai.org/

発行元
一般社団法人わかちあいプロジェクト

東京都江東区毛利2-2-8誠和ビル
TEL：03-3634-7809

ご注文方法
　    お電話でのご注文 03-3634-7809（平日9:30～18:30）
　    ファックスでのご注文 03-3634-7808（常時受付）
　    メールでのご注文 order@wakachiai.com
　     オンラインショップ http://wakachiai.shop-pro.jp/
　　 からもご注文いただけます。

発送について
●焙煎コーヒー（P2）はご注文より10日前後でのお届けとなります。
● 焙煎コーヒー以外（P3～7）の商品はご注文より1週間前後のお届けに
なります。

お支払方法
1.  クレジットカード決済：オンラインショップよりお受けいたします。
2.   銀行振込： 所定の口座にご注文より1週間以内にお支払いください。

確認後、商品の発送になります。
3.   代金引換： お受け取りの際にお支払ください。代引き手数料がかか

ります。
4.  郵便振替： ご注文の商品に同封の郵便振替用紙より、商品到着後

1週間以内にお支払いください。
＊初めてご注文の方は4. 郵便振替（後払い）はお選びできません。

フェアトレード生産者たち

わかちあいプロジェクトは国際フェアトレード基準に従い、彼らとフェアな取引きをしています。
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フェアトレード・
プレミアム
生産者に還元され、
地域のために役立
てられます

生産者には最低買取価格を保証するほか、フェアトレー
ド・プレミアム（生産者組合や地域の経済的・社会的・環
境的開発のために使われる資金）を支払い、これらの資金

をもとに生活向上、地域の発展、社会基盤の整備などの使途を生産者自ら
が決定し、役立てられています。最近では製品の品質向上や労働環境のよ
り良い改善のためにもこのフェアトレード・プレミアムが使われています。
フェアトレードは、誰もが買い物を通して実現する国際協力のひとつです。
＊このカタログのフェアトレード製品（一部除く）には国際フェアトレード認証ラベルがついています。

国際フェアトレード
認証ラベル



● すべて税抜価格となります。
●     1点からご注文いただけます。
●  豆と粉（中細挽き）からお選びいただ
けます。
●  焙煎コーヒーのみで5,000円（税抜）以
上お買い上げの場合は送料無料です。

●  コーヒー会社より焙煎後、直送され
るため焙煎コーヒー（P2）以外の商品
とは一緒にご注文いただけません。
●  お届けはご注文より10日前後となり
ます。

●すべて税抜価格となります。　●1点からご注文いただけます。　● P3～P7の商品を5,000円
（税抜）以上お買い上げの場合は送料無料です。　● 発送は委託先の倉庫からとなっており、お届
けは約1週間前後となります。　●販売目的の方のみに割引販売あり。お問い合わせください。　

P3～P7の掲載商品について

焙煎コーヒー

お得な焙煎コーヒーセット〈消費税、送料込〉
12袋セット　¥10,800
24袋セット　¥18,800　
まとめ買いの場合は、ご注文時にご希望のコーヒーをお知らせ
ください。

①種類  ②数量  ③豆か粉（中細挽き）
組み合わせは自由です。送料込みの価格となっております。豆／粉（中細挽き）

Kapi Tako
250g　¥980
日本の環境NGOがフィリピン
山岳民の栽培農家の方たちと
ともに試行錯誤しながら種か
ら育てたコーヒーです。
＊フェアトレード認証なし

ウバ有機紅茶
ティーバッグ
100袋〈紙箱〉
¥1,200

アールグレイ有機紅茶
リーフティー
100g〈バスケット〉

¥800

ウバ・ダージリン有機紅茶
ティーバッグ 50袋〈バスケット〉
¥950

ウバ有機紅茶
リーフティー
250g
〈バスケット〉

¥1,300

セイロン
ウバ有機紅茶
紅茶の女王。飲み口が優しく、まろやかです。
カフェインが少なく、ストレートティーとしてもそのおいしさを
十分お楽しみいただけます。
＊JAS有機認証

良質のフェアトレードコーヒーを世界中から集めました。
おいしく召し上がっていただけるよう、
芳醇なフレーバーを閉じ込めたこだわりのコーヒーです。

コーヒー豆の産地によって味の特徴がありますので、
是非お好みのフェアトレードコーヒーを
みつけて朝の一杯に。

2 3

原産国　スリランカ

セイロン
アールグレイ有機紅茶
独特のフレーバーが紅茶の貴公子を感じさせるアールグレイは、
ベルガモットの果皮からとった香りをつけています。
柑橘系の爽やかな香りと味をお楽しみください。
＊JAS有機認証

原産国　スリランカ

セイロン
ウバ・ダージリン
有機紅茶
ウバとダージリンのブレンドティー。
2つのフレーバーを飲み始めと飲み終わりで2度楽しめます。
＊JAS有機認証

原産国　スリランカ

アールグレイ有機紅茶
ティーバッグ 25袋
〈バスケット〉

¥600

ウバ有機紅茶
リーフティー
100g
〈バスケット〉

¥700

豆／粉（中細挽き）

カフェ・コロンビア
250g　¥980
甘い香り、円熟したコクがあ
り、口当たりの良いマイルド
なコーヒーです。チョコレー
トのような後味をお楽しみく
ださい。
＊JAS有機認証

カフェ・オルガニコ
250g　¥980
カフェ・マムとカフェ・グア
テマラのブレンド。飲みやす
さで大好評の優れものです。
＊JAS有機認証

豆／粉（中細挽き）豆／粉（中細挽き）

カフェ・モカ
250g　¥980
エチオピア産のモカの甘い香
りと気品ある酸味を生かした
人気の味です。
＊JAS有機認証

カフェ・マム
250g　¥980
メキシコはマヤ族の伝統的な
製法で作られています。爽や
かな酸味と高地特有の高い香
りが好評で、No.1の人気を保
持しています。
＊JAS有機認証

豆／粉（中細挽き）

豆／粉（中細挽き）

カフェ・グアテマラ
250g　¥980
苦味よりも酸味が際立った、
すっきりとした味が魅力です。
＊JAS有機認証

豆／粉（中細挽き）

カフェ・オ・レ
250g　¥980
インド産ロブスタ種とニカラ
グア産アラビカ種のブレンド。
深煎りにしました。
＊原料：INDOCERT／JAS有機認証豆／粉（中細挽き）

カフェ・インディア
250g　¥980
ロブスタ種で癖が少なく、アイ
スコーヒーにもおすすめです。
＊原料：INDOCERT有機認証

豆／粉（中細挽き）

カフェ・ルワンダ
250g　¥980
ルワンダの緑豊かな大地に
育まれ、芳醇なコクとエキゾ
チックな後味が生まれます。
今流行りの深入りコーヒーに
仕上げ、ミルクとの相性も抜
群です。

カフェ・ペルー
〈カフェインレス〉

220g　¥980
香りはそのまま、飲みごたえの
あるカフェインレスコーヒー。
お休み前の一杯にも。
＊原料：IMO有機認証

豆／粉（中細挽き） 豆／粉（細挽き）

カフェ・ペルー・
エスプレッソ
〈カフェインレス〉

220g　¥980
エスプレッソ用の深煎りタイ
プのカフェインレスコーヒー。
＊原料：IMO有機認証

ウバ有機紅茶
ティーバッグ 100袋
〈バスケット〉

¥1,500

ウバ有機紅茶
ティーバッグ 25袋
〈バスケット〉

¥550

C
O

FF
EE TEA

お好きなコーヒー
よりどり12袋、24袋で

お買い得！

wakachiai project wakachiai project

このページの紅茶が
入っているバスケットは、

スリランカの村で作られており、
村の女性たちに仕事を
提供しています。提供しています。



50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

70g 

WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25
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WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25

カルダモン：清涼感溢れる香りと舌を刺す
ような軽やかな苦みが特徴。
クローブ： 薫り高く、噛むと舌がしびれるよ
うな刺激と苦味があります。挽き肉料理に。
 シナモン：苦みと甘さを伴った清涼感と、独
特の芳香が特徴。お菓子やホットワインに。
ジンジャー：ピリッと辛みのある刺激が、料
理やドリンク、カクテルにもよく合います。
ターメリック：ウコンとも呼ばれるしょうが
の一種で鮮やかな黄色の粉。カレーレシピ
には欠かせません。

紅茶

オイル・調味料

スパイス&ハーブ

ハーブティー

インスタントコーヒー・
ドリップコーヒー

原産国　インド

有機ダージリンティー
❶リーフティー 100g 
　¥1,000
❷ティーバッグ 35袋 
　¥700
マスカットフレーバーが特徴。
ストレートがおすすめ。
＊JAS有機認証

原産国　インド

有機アッサムティー
❶リーフティー 100g 
　¥700
❷ティーバッグ 35袋 
　¥700
濃厚な渋みとコクがあり、ミ
ルクとの相性が◎
＊JAS有機認証 原産国　タンザニア

タンザニアティー
リーフティー 100g 
¥500
タンザニアはアフリカでも有
名な紅茶の産地のひとつ。茶
葉を丸い形状にするのが特
徴。和食にも合うさっぱり味。

原産国　インド、スリランカ

スパイスティー
リーフティー 70g 
¥550
 インド産の有機紅茶をベース
にスリランカ産の有機スパイ
スを配合。ミルクと合わせて
チャイに。
＊原料：JAS有機認証

原産国　スリランカ

スパイスティー
ティーバッグ 25袋 
¥550
スリランカ産の有機紅茶を
ベースに有機スパイス（シナ
モン、クローブ、カルダモン、
黒胡椒、ジンジャー）を配合。
＊原料：JAS有機認証

原産国　タンザニア

アフリカンカフェ　　
インスタントコーヒー 70g
¥600
  溶けやすいスプレードライ製法。どんな
場面でもお気軽にさっと淹れることがで
きます。＊原料：IMO有機認証

ドリップコーヒー　7g×10袋
❶メキシコ（有機） ¥600
❷エチオピア（有機） ¥700
❸ペルー〈カフェインレス〉 ¥800
手軽なドリップパックタイプ。このページの「紅茶」

「ハーブティー」「中国
茶」は、保存に便利な
チャック付きの袋に入
れてお届けいたします。

原産国　インド

有機イングリッシュ
ブレックファスト
リーフティー 70g 
¥500
アッサムティーとダージリン
ティーのブレンド。ミルクや
お砂糖と。＊JAS有機認証
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有機スパイス  30g（粉）　各¥380
❶カルダモン  ❷クローブ  ❸シナモン  

❹ジンジャー  ❺ターメリック
スリランカ産JAS有機スパイス5種。
レシピが付いているので初めての方でも安心
してお使いいただけます。＊JAS有機認証

ハーブ　各¥500
❶バジル（10g）  ❷ローズマリー（12g）  ❸セージ（13g）  
❹タイム（8g）  ❺コリアンダーパウダー（21g）
バジル：フレッシュな香りでアクセントを。パスタやトマト料理に。
ローズマリー：芳醇な甘い香りが肉料理の隠し味に。他にも魚、
野菜料理にもよく合います。
セージ：ソーセージには欠かせないハーブ。肉料理の臭み消しに。
タイム：チキンの香草焼きやシチューなどの煮込み料理にも。
コリアンダーパウダー：パクチーやシャンツァイとも呼ばれ、カ
レーや挽き肉料理の香り付けに。

500ml　¥1,700
パレスチナ原産のナバリ種
オリーブからとれたグリーン
アップルのような香りのオ
リーブオイル。＊JAS有機認証

原産国　パレスチナ

黒コショウ
50g
¥380
爽やかな香りと刺激的な辛み
が◎。料理の仕上げにご使用
ください。
＊原料：JAS有機認証

原産国　スリランカ

サフラン
1g　¥1,100
水やぬるま湯につけて
色出しすると綺麗な黄色
に。サフランライスやパ
エリアに欠かせません。
原産国　イラン

グリーンペッパー
塩水漬け
70g（固形量42g）
¥700
生胡椒を塩水漬けに。ピリッ
とくる辛味と豊かな香り、カ
リッと砕かれる食感はクセに
なります。＊原料：JAS有機認証

原産国　スリランカ

スティックシュガー
3g×30本
¥285
フェアトレードコーヒーや紅
茶にはフェアトレードスティッ
クシュガーを。
原産国　マラウイ

有機カレーキューブ
7g×6個
¥500
有機スパイス4種類（ターメリッ
ク、レモングラス、ジンジャー、
カレーリーフ）をキューブ状に
しました。ベースを整えてから
味の仕上げに。＊JAS有機認証

原産国　スリランカ

白砂糖
1kg　¥600
スイーツやお料理などフェア
トレードメニューにはフェアト
レードシュガーを。
原産国　マラウイ

原産国　スリランカ

＊原料：COAEエジプト有機認証 原産国　エジプト

マスコバド黒砂糖
500g　¥350
サトウキビから抽出され作ら
れるフィリピンの黒砂糖、マ
スコバド。サトウキビの独特
な味わいが魅力。
＊CCPBイタリア有機認証
＊フェアトレード認証なし

原産国　フィリピン

原産国　エジプト

カモミールティー
ティーバッグ 35袋 
¥700
優しい自然のカモミールの香
りに癒されます。リラックスし
たい時に。
＊原料：COAEエジプト有機認証

原産国　エジプト

ハイビスカスティー
ティーバッグ 35袋 
¥700
ビタミンCやクエン酸、カリウ
ムを多く含み美容効果も。さ
わやかな酸味と綺麗な赤が特
徴。はちみつに合います。
＊原料：COAEエジプト有機認証

原産国　エジプト

ペパーミントティー
ティーバッグ 35袋 
¥700
メントールののどや鼻にぬけ
る香りと清涼感が特徴のペ
パーミント。消化促進効果も
あるとされています。
＊原料：COAEエジプト有機認証

原産国　南アフリカ

ルイボスティー
レッド
ティーバッグ 25袋
¥500
発酵茶葉を使用し、ルイボス
特有の深みのある味わい。
＊原料：LACON有機認証

50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

70g 

WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25

原産国　南アフリカ

原産国　スリランカ

ルイボスティー
グリーン
ティーバッグ 25袋
¥500
珍しい非発酵茶葉を使用し、
くせがなくあっさりとした飲
み口。＊原料：LACON有機認証

有機レモングラスティー
ティーバッグ 25袋 
¥600
レモンのようなさわやかな香
りが特徴。リフレッシュしたい
時に。＊JAS有機認証

50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

70g 

WAKACHIAI PROJECT

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25

中国茶

アッサム & ダージリンブレンド

50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜ティーバッグ＞

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

オーガニック レモングラス ハーブティー

70g 

WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜リーフティー＞

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25

烏龍茶
リーフティー 70g 
¥700
3、4回と繰り返してもしっかり
とした味が持続し、それぞれの
香りをお楽しみいただけます。
＊原料：JAS有機認証
原産国　中国

アッサム & ダージリンブレンド

50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜ティーバッグ＞

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

オーガニック レモングラス ハーブティー

70g 

WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜リーフティー＞

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25

ジャスミン烏龍茶
リーフティー 70g 
¥700
ほんのりジャスミンの花の香
りを楽しめる烏龍茶です。
＊原料：JAS有機認証
原産国　中国

原産国　中国

キームン紅茶
リーフティー 70g
¥700
発酵度が強く、ローズティー
のような甘い香りが特徴の中
国古来の紅茶。ストレートで。
＊原料：JAS有機認証

アッサム & ダージリンブレンド

50g 
(2g×25 TEA BAGS)
WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜ティーバッグ＞

Spiced
Tea

GREEN ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED
RED ROOIBOS TEA

Wakachiai Project

レッドルイボスティー

FERMENTED

オーガニック レモングラス ハーブティー

70g 

WAKACHIAI PROJECT

スパイスティー＜リーフティー＞

Spiced
Tea

36. レッドルイボス　TB25　　　　　　　　　　37. グリーンルイボス　TB25　　　　　　　　　38. 有機レモングラス　TB25

30. 祁門紅茶（キームンティー）　LT70g　　　　　　　31. 烏龍茶　LT70g　　　　　　　　32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶）　LT70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト　LT70ｇ　　　28. スパイスティー　LT70g　　　　　　　　　29. スパイスティー　TB25
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②

① ③② ④ ⑤

④ ⑤① ③

メキシコ：カフェ・マムと同じコーヒー豆を
使用。＊JAS有機認証
エチオピア： カフェ・モカと同じコーヒー豆
を使用。＊JAS有機認証
ペルー：カフェ・ペルーと同じコーヒー豆を使用。
うれしいカフェインレス。＊原料：IMO有機認証

有機エクストラバージン・
オリーブオイル



無塩アーモンド（生）
120g　¥600
美容や健康によい生の無塩アー
モンド。炒ってお好みの味付け
や、お料理・お菓子作りにも。
原産国　パレスチナ

マンゴー缶詰め
425g（固形量245g）
¥450
フェアトレードマンゴーのシ
ロップ漬け。フェアトレード
砂糖使用。
原産国　タイ

無塩くるみ（生）
120g　¥600
栄養満点の生の無塩くるみ。
＊原料：Control Union 有機認証

原産国　パキスタン

有機ココナツミルク
400g　¥330
冷やして牛乳と割ってココナ
ツミルクドリンク、お菓子や
カレーなどのスパイシーなお
料理に。＊JAS有機認証

原産国　スリランカ

無塩マカダミアナッツ（生）
100g　¥700
自然のほんのり甘い香りが美
味。しっかりとした粒の食感
がうれしい。
原産国　ケニア

レーズン
100g　¥500
天日干しレーズン。ノンシュ
ガー、ノンオイルで自然な甘さ
を堪能できます。
原産国　インド

カンボジアドライマンゴー
100g　¥500
自然のままのマンゴーをスラ
イスし、スチームで熱処理後、
乾燥させたドライマンゴー。
＊フェアトレード認証なし

原産国　カンボジア

醤油
180ml　¥480
使いやすい180mlサイズ。中国の内モンゴル
自治区産JAS有機フェアトレード認証大豆、国
産麦、塩で作られた本樽仕込みのお醤油。
＊原料：JAS有機認証

野の花はちみつ
220g　¥1,200
すっきりとした上品な味わい
が特徴です。

ジャム
160g　各¥480
❶イチゴ  

❷ブルーベリー  

❸オレンジマーマレード
❹パインアップル  

❺マンゴー  

❻ シナモンレーズンスプレッド
①②③添加物不使用。果実と
　 フェアトレード砂糖のみで
柔らかく仕上げました。
④⑤タイ産のカットフルーツ
　使用。
⑥レーズンに有機シナモンを
　加えて。砂糖不使用。 マラウイ産砂糖使用

中国内モンゴル産大豆使用

フェアトレード有機味噌
400g　各¥500
❶麦味噌  ❷米味噌  ❸豆味噌
世界初のJAS有機フェアトレード認証味噌3種類。
豆味噌は2014年の新発売です。
＊JAS有機認証

中国内モンゴル産大豆使用

はちみつ
330g　各¥1,200
❶ひまわり  ❷複数の花
小さな協同組合で生産された
天然有機はちみつ。パンケー
キやアイスクリームにどうぞ。
＊BioagriCertイタリア有機認証

原産国　メキシコ

はちみつ82
500g　各¥1,300
❶ひまわり  ❷百花蜜
たっぷりの500gサイズ。さっ
ぱりタイプのひまわりと深みの
ある百花蜜の2種類。
原産国　アルゼンチン

原産国　パレスチナ

パインアップル缶詰め
565g（固形量340g）
¥400
フェアトレードパインアップル
のシロップ漬け。形状は使い
やすいチャンク（カット）タイプ。
原産国　タイ

ナッツ・加工フルーツ

ジャム・はちみつ

大豆製品

ワイン

コスメ用品・タオル

みつろう雑貨

南アフリカワイン  750ml　各¥1,200
❶Palesa Moscato（白）
  甘めのスパークリングワイン。魚やチキンのグ
リル、牡蠣料理にピッタリ。

❷Palesa Sauvignon Blanc（白）
 イチジクと柑橘類の香り。レモンの後味が豊か。

❸Palesa Chenin Blanc（白）  
 強いグアバの香り。気持ちの良い後味が特徴。

❹Palesa Merlot（赤）
 デリケートな果実とチェリーの香り。

❺Palesa Pinotage（赤）
 クリームと果実の香り。

①

①

② ③

② ③ ④ ⑤

レバノンワイン
Coteaux Les Cedres
du Liban（赤）
750ml　¥2,400
カベルネ・ソーヴィニヨン、
シラー、テンプラニーニョ、
カラドックのブレンド。モレ
ロチェリーのアロマを漂わせ、
ローズマリーのほのかな風味
をもつ。フルボディで、ブ
ラックベリーのような黒い果
実のフレーバーはわずかなミ
ントでバランスが保たれてい
る。ラム料理やスパイシーな
シチューにピッタリのワイン。
＊有機転換中

フェイスタオル 各¥600
❶グリーン  ❷イエロー  ❸ミント
カメルーン綿をトルコの製造業者でタオ
ルに仕上げました。しっかりとした厚手
の作りが自慢の大判フェイスタオル。

アルガンオイル
60ml　¥2,300
アルガンの木から抽出されたオイルは、ビ
タミンEとポリフェノールを豊富に含みます。
＊薬事法上の医薬品、医薬部外品、化粧品に該
当しません。各自の責任のもとご使用ください。
＊原料：Bureau Veritasフランス有機認証

原産国　モロッコ

シアバター
50g　¥900
未精製シアバターを溶かしたシ
アバタークリーム。紫外線の予
防や保湿に。
＊原料：英国土壌協会有機認証

原産国　ガーナ

石鹸
100g　各¥900
❶シアバター石鹸
❷オリーブオイル石鹸
保湿効果のあるガーナ産のシアバター
と、皮脂の汚れを落とすパレスチナ産の
オリーブオイルを贅沢に使用した石鹸。
添加物、着色料、香料不使用。
①ガーナ産シアバター50％使用
②パレスチナ産オリーブオイル50％使用
＊いずれもオイル比率

みつろうクレヨン
16色入り
¥2,000
フェアトレードのみつろうとココ
ナツオイルを使用。顔料は全て
国産品で安心安全。もみの木の
木箱に入っています。
アルゼンチン産みつろう使用

アルゼンチン産みつろう使用

みつろうキャンドル
❶カヌレ型　¥500

❷円すい型　¥500

❸テーパー型15cm　¥700

❹テーパー型20cm　¥900

アルゼンチン産のみつろうが日
本の職人さんの手によりキャンド
ルに。ほんのりはちみつの甘い香
りがします。
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ワインをご購入になる方へ

●1点からご注文いただけます。　●未成年の酒類のご購入は固く
お断りしております。ご注文時には年齢確認をさせていただきます。
●販売責任書　松木  傑／一般社団法人わかちあいプロジェクト
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①

①

①

④

②

②

②

⑤

③

⑥

①

①

①

②

④

③

②
③

②

バナナ、納豆、切り花、スポーツボールなど、多
種多様なフェアトレード商品を取り扱っております。
詳しくはホームページをご確認ください。

他にも…

わかちあいプロジェクト　　検索
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