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認定NPO法人アクセス 
 

【 カードサイズ 11cm×13cm ＊XC19-6 Close to you のみ 11cm x 11cm 】 

XC19-1  ホワイトクリスマスツリー 
450円（税抜） 
 

白いクリスマスツリーは、落ち着いた大人向け。 

カードの内側は、雪に包まれた街の静けさを 

表現しています。 

New 

XC19-2 ひげサンタ 
450円（税抜） 
 

リボンをほどくとポップなサンタが現れます。

ひげの裏側についているメッセージカードは、

小さめです。 

New 

内面 

XC19-3 プレゼントタワー 
400円（税抜） 
 

落ち着いた色の手すき紙に、カラフルな 

プレゼントボックスを積み上げています。 

サンタとトナカイもキュート。 

New 

内面 

XC19-4 プレゼントベア 
400円（税抜） 
 

くまさんサンタが運ぶプレゼントは、袋が 

破れて中身がこぼれてしまっています。 

明るくて楽しいカードです。 

New 

XC19-5  Looking into the Party 
450円（税抜） 
 

大人気のカード。ゆきだるまが窓からおうちの

中をのぞいています。メッセージ部分は小さめ

です。 

内面 

XC19-6 Close to you 
500円（税抜） 
 

寄り添って小窓からもみの木を見ている二匹の

猫。裏面にメッセージの書ける中の紙を引き出

すと、小窓に夜空が。 

裏面 



【 カードサイズ 11cm×13cm 】 

XC19-9 星空トナカイ 
400円（税抜） 
 

シンプルゆえにその手作業の細かさが引き 

立つカードです。ダークグリーンを基調と 

した、大人向けのカードです。 

内面 

XC19-10 クリスマスナイト 
400円（税抜） 
 

ダークグリーンのバックに金色の文字や 

銀リボンのプレゼントが映える、おしゃれ 

だけど落ち着いたカードです。 

XC19-12 かくれサンタ 
450円（税抜） 
 

表面のちら見えサンタが、中を開けると 

プレゼントをお届けします。 

Christmas Cards 

XC19-11 ミトン 
450円（税抜） 
 

カードの外側にミトンがついています。 

ミトンを開けるとビスケットやキャンディー 

のプレゼントで立体的です。 

XC19-8 Leaping Reindeer 
450円（税抜） 
 

プレゼントが並んだシンプルなカードと思い

きや、開けたらトナカイが飛び出す！スパン

コールが華やかさを添えています。 

内面 

XC19-7  ポップサンタ 
450円（税抜） 
 

かわいいサンタが大切な人にプレゼントを 

とどけます。プレゼントボックスの中に、 

メッセージが書けます。 

内面 

内面 



XC19-13 Welcome Party 
450円（税抜） 
 

毛糸のリースがついたドアを開けると、 

「MERRY CRISTMAS」のフラグが。内側に 

メッセージが書けます。 

【 カードサイズ  通常サイズ 11cm×13cm  ミニサイズ 6cm×7cm 】 

XC19-15 Midi et Nuit 
500円（税抜） 
 

雪降る昼の光景を右に引き出すと、明かりの

灯った家と夜空が印象的なカードです。

「昼」の裏側にメッセージが書けます。 

XC19-14 ゆきだるまとギフト 
450円（税抜） 
 

表面にもカード内側にも雪だるまがかわいい

カード。メッセージ部は小さめです。綿の雪が

カードに立体感を生み出しています。 

Mini Size Cards 

XM19-1 スノーマンミニ 赤 
250円（税抜） 
 

赤いマフラーを身につけたスノーマンが 

にこにこ。クリスマススイーツやちょっと 

早いお歳暮に添えて。 裏面 

XM19-2 ミニサンタ 
250円（税抜） 
 

まんまる黒目がチャームポイントの、シンプル 

なサンタさん。本や小物のプレゼントに添えて。 

XM19-3 スノーマンミニ 緑 
250円（税抜） 
 

スノーマンの裏側にメッセージが書けます。 

付属のひもを紙袋に結んでお使いください。 

※この商品には封筒がついていません 

裏面 

XM19-4 クリスマスセットミニ 
250円（税抜） 
 

カラフルなクリスマスグッズがたくさん！プレゼン

トにはなやかさを添えたいときに。 

 

【ミニサイズ 6cm×7cm】 

------------------------------------------------------------ 

内面 
内面 

裏面 

XC19-19 
煌めく聖夜 
350円（税抜） 
 

白を基調とした、シンプルだ

けれど洗練されている大人向

けのクリスマスカードです。 

XC19-16 
Welcome to you! 
400円（税抜） 
 

赤いブーツの白い綿と、表裏の

赤いビーズの柊の実が、立体感

を生んでいます。 

XC19-18 
トナカイの夢 
400円（税抜） 
 

トナカイの角がクリスマスツリー

に。スパンコールやビーズを散り

ばめた、ポップなデザインです。 

XC19-17 
ホワイトベア 
450円（税抜） 
 

表情豊かな白くまが印象的。内側

のステッキは、ブーツから取り出

すことができます。 

裏面 
内面 



【 カードサイズ 11cm×13cm  ＊TC19-1 いちごのバースデーショートのみ 9cm×10.5cm 】 

TC19-4 バースデープレゼント 
450円（税抜） 
 

手作業の細かさが際立つ、楽しいバース 

デーカードです。贈る相手を選ばないので、 

1枚そばにあると重宝します。 

TC19-5 バースデーケーキ 
450円（税抜） 
 

卵の殻をたくさん使い、重量感があります。

スパンコールをあしらい、はなやかなカー

ドです。 

TC19-6 バースデーバルーン 
450円（税抜） 
 

色鮮やかなふうせんとプレゼントで誕生日

をお祝い。風船の立体感がたのしいデザイ

ンです。 

Greeting 
Cards 

TC19-1 
いちごのバースデーショート 
450円（税抜） 
 

思わずお皿にのせて飾ってしまいたいような、

ケーキの形のカードです。内側のメッセージ

カードは小さめです。 

New 

TC19-2 
バースデーハートドール 
450円（税抜） 
 

ブラウンの手すき紙に真っ赤なハートをあしらった

カード。三角スカートのポップな女の子とのコント

ラストが印象的です。内側のメッセージカードは小

さめです。 

New 

TC19-3 
ホワイトバースデー 
400円（税抜） 
 

ところどころお花の形にくり抜かれた白

い手すき紙に、真っ赤なリボンのカード。

洗練された、大人向けのカードです。 

New 



【 カードサイズ  通常サイズ 11cm×13cm  ＊TC19-7  hopeのみ 11cm×15cm  】 

TC19-9 ボトルシップ 
450円（税抜） 
 

カード内側に差し込まれているボトルシップの

裏側にメッセージが書けます。裏面まで楽しめ

ます。 

TC19-10 サンキューキャット 
450円（税抜） 
 

上目遣いの黒猫のサンキューカードです。 

内側には猫のてのひら（肉球）、裏面には 

後ろ姿がかわいい！ 

TC19-11 シーガル 
400円（税抜） 
 

ゆうゆうと羽ばたく白いかもめは卵の殻で 

できています。これから飛び立とうとして 

いる方に。 

TC19-8 女の子とふうせん 
450円（税抜） 
 

カラフルなボタンのふうせんが目をひきます。

メッセージカードは小さめで、内側のポケット 

に折りたたんで入れます。 

裏面 

内面 

裏面 

内面 

TC19-7 hope 
400円（税抜） 
 

幸せを運ぶといわれているツバメをあしらって 

います。お礼に、お祝いに、お別れに、様々な 

用途でお使いただけます。 

New 

裏面 

内面 



Mini Size Cards 

TM19-1 サンキューブーケブルー 
250円（税抜） 
 

ブルーのバックにオレンジ色の花束が映えます。

銀色のリボンがアクセント。 

TM19-2 サンキューピンクフラワー 
250円（税抜） 
 

ピンクの丸い花びらの真ん中に金色のビーズを 

あしらった、キュートなデザイン。 

TM19-3 ハートフォーユー 
250円（税抜） 
 

ブリの葉を手編みして赤いステッチで囲んだ、

手作り感あふれるカードです。 

TM19-4 プレゼントフォーユー 
250円（税抜） 
 

英字新聞がオシャレなプレゼントボックス。 

 

【 ミニサイズ 6cm×7cm 】 

TM19-5 ニューファミリーピンク 
250円（税抜） 
 

ブーツは卵の殻でできています。あかるい 

ピンクのカードで、新しい家族の誕生祝いに。 

TM19-6 ニューファミリーブルー 
250円（税抜） 
 

ブーツは卵の殻でできています。さわやかな 

ブルーのカードで、新しい家族の誕生祝いに。 

認定ＮＰＯ法人アクセス 

フェアトレード事業部 

〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町8-85-4 
Tel 075‐643‐7232  /  Mail  fairtrade@access-jp.org   

【サイズ規格】 
 

 ■通常サイズ 
  カード本体  11×13cm  
  封筒     11.5×16cm 
  ＊定型内郵便として郵送可能。 
 

 ■ミニサイズ 
  カード本体  6×7cm 
  封筒     6.5×10cm 
  ＊プレゼントに添えるのにぴったりのサイズです。 

 

「子どもに教育、女性に仕事を」 

【こだわりポイント！】 
 

 ■メッセージ欄が取り外し可能 
  メッセージを書くとき、カード本体から 

  紙を取り外すことができます。 

  （一部デザインを除く） 
 

 ■手すき紙を使用 
  紙は、麻やバナナなどの自然素材で作った 

  手すき紙。フィリピンのTUY ARTS AND  

  DESIGNS社から仕入れています。 
 

 

XC19-1 森田良子 

XC19-8 岡本夏葉 

XC19-18  渡辺絵梨奈 

TC19-9 馬口春菜 

★本カタログに掲載のカードの一部  
    は、京都精華大学のご協力のもと、   
    同学の学生によってデザインされ 
    ています。 

本カタログに掲載のカードは、フィリピンの 
農村の若者たちによって手作りされたフェアトレード商品です。 
 
働きたいけど、仕事がない。 

そんな若者たちにとって、カードづくりは、暮らしを支える仕事です。 

カード２枚が売れると、お米1.5キロが買えるだけの収入になります。 

XC19-2   吉田雪美 

XC19-12 中山理央 

TC19-1   津田享子 

TC19-10 松村純里 

XC19-3   吉田雪美 

XC19-14 鎌野すみれ 

TC19-2   吉田雪美 

XC19-4   藤井琴 

XC19-16 奥山紗代子 

TC19-3   近藤奈緒 

XC19-7   砂野真里奈 

XC19-17 畑和貴 

TC19-8   上野鈴花 


