
XC20-2
ひげねこサンタ

450円（税抜）

表も中も裏面も！ねこがかわいいカードで

す。ねこ好きな方へ贈るときに、ぜひ。

【カードサイズ 11cm×13cm *XC20-3 トナカイセーターのみ12.5cm×10.5cm 】

Happyが広がる、
手作りカード 2020

認定NPO法人アクセス

内面 裏面

内面

XC20-1

ネイビーサンタ 500円（税抜）

落ち着いたネイビーのカード。中を開けると明るさと楽しさ

が感じられます。メッセージは裏面のソックスの中に。

New

New

XC20-3
トナカイセーター
450円（税抜）

手編みのセーターみたいなクリスマ

スカードなんて、見たことない！封

筒を開けたとき、贈った相手がびっ

くりすること間違いなしのカードで

す。

New

XC20-4
おやすみベア
500円（税抜）

お布団をかけて眠るくまさんが

キュートな一枚。メッセージカード

は、くまさんのカードを引き出すと

現れます。

内面

New

XC20-5
ポップトナカイ
500円（税抜）

トナカイが窓からのぞいています。開

けるとトナカイの角がツリーになって

プレゼントや飾りがかわいらしいです。

内面

New

XC20-7
ホワイトクリスマスツリー
500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。

内面

XC20-9
プレゼントタワー
450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。

XC20-10
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。

XC20-11
プレゼントベア
450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。

裏面

XC20-6
Looking into the Party
500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

【カードサイズ 11cm×13cm ＊XC20-10 Close to you のみ 11cm x 11cm 】

XC20-12
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。

内面

XC20-8
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。

内面



【カードサイズ 11cm×13cm 】

内面

XC20-20
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。

XC20-15
Leaping Reindeer
450円（税抜）

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

XC20-16
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。

XC20-18
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。

XC20-17
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。

内面

XC20-13
煌めく聖夜
400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。

裏面

XC20-14
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。

内面

XC20-19
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。

内面
裏面

XC20-21
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。

【カードサイズ 11cm×13cm 】

XC20-22
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。

内面

XC20-23
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。

私たちがカードを作っている作業
場 は
ここ。家から歩いて行ける距離に
あるので、家事育児と両立できて
助 か っ て
います。 （カード生産者 マ
リッサ）



Mini Size Christmas Cards

XM20-1 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

XM20-2 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。

XM20-3 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

XM20-4 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！

プレゼントに華やかさを添えたいときに。

【カードサイズ ミニサイズ 6cm×7cm 】

■安定した仕事を女性と若者たちへ
フィリピンに7000ある島の１つ、アラバット島のペレーズ地区。

ここの主要な仕事はココナツ農業と漁業ですが、いずれも重労働

で低収入。天候にも大きく左右されます。小さい島の中に働き口

は少なく、多くの女性や若者が仕事を求めて都市へ出稼ぎに行き

ます。しかし、都市部でも安定した収入を得られるとは限りませ

ん。私たちは、そんな女性や若者たちに安定した仕事を提供した

いと思い、カード作りを始めました。

生産者団体の名前「Pangarap」はタガログ語で「夢」という意

味です。「働いて貧困から抜け出したい」「自分で稼いで子ども

を育てたい」といった夢を持つ女性や若者が、島の中で安定した

収入を得て暮らしていけるよう、カード生産事業を行っています。

■カード２枚が売れるとお米1.5kgに
ビーズやリボン、卵の殻などを使用して1枚いちまい手作りさ

れたカードが日本で売れると、生産者たちの収入アップにつなが

ります。「借金しなくてよくなった」「子どもにミルクを買って

あげられるようになった」といった声が届いています。

また、カードが評価され日本からの発注が増えると、生産者は

自身の仕事に自信を持てるようになります。そうした自信は、

「このまま一生、厳しい暮らしが続くのだろうか」という不安や

絶望感を打ち消してくれます。生産者が「この現状は少しずつ変

えていける」と希望を持てるようになるのです。

手作りフェアトレードカードが生まれた島のこと、生産者さんたち
のこと。

■厳しいロックダウンを耐え抜いて、生産を再開

そう語るのはカード生産者団体Pangarapのメンバー、ジェロ（Gelo)。新型コロナウィルスの感染拡大を受けて実施された、3月半ばか

ら５月末までの厳しいロックダウンは、カード生産者にも非常に深刻な影響を与えました。６月からカードの生産は徐々に再開されてき

ていますが、カード生産に必要な手すき紙やのりなどの物資の調達や完成品の日本への輸送などに苦労を強いられる状況が続いています。

そんな中で、現地スタッフと生産者が力を合わせてつくっている、今年のクリスマスカード・グリーティングカード。伝えきれない想い

をカードに乗せて、大切な人に贈ってください。

「僕たち家族は父が病気で仕事を辞めてから僕しか仕事をしていません。ロックダウンの実施中は、僕も仕事が

できなくなり、本当に生活に大きな影響が出ています。時々、ストレスを和らげるために息抜きとして家の外に

出ますが、捕まらないように気を付けています。もし村の保安官などに見つかったら、罰として村のバスケット

ボールコートに連れていかれ、一晩をそこで過ごさなければならないからです。」



【カードサイズ 11cm×13cm 】

TC20-5
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。

TC20-4
バースデーケーキ
500円（税抜）

クリーム部分には卵の殻を使っています。スパンコー

ルをあしらい、華やかなカードです。プレゼントがな

くても、この一枚でしっかり想いが伝わります。

TC20-7
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。

TC20-3
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。

TC20-8
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。

TC20-6
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。

【カードサイズ 11cm×13cm ＊TC20-3 いちごのバースデーショートのみ 9cm×10.5cm 】

Birthday Card

TC20-1
花かご-HAPPY BIRTHDAY
550円（税抜）

表面の丸窓から見える花たち。カードを開けると華やか

な花かごが現れます。プレゼントがなくても、このカー

ドだけでしっかりお祝いの気持ちが届きます。メッセー

ジカードは小さめです。

内面

New

TC20-2
ホールケーキ
450円（税抜）

オレンジの台紙に大きなケーキが楽しいカード。中を開

けると、カットされたケーキの断面が現れます。メッ

セージカードにはメッセージをたくさん書くことができ

ます。

裏面

内面

New



TC20-12 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

TC20-14 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。

裏面

内面

TC20-11 サンキューキャット
500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！手作りキットもあります。

裏面

内面

TC20-13 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。

【カードサイズ 通常サイズ 11cm×13cm ＊TC20-7  hopeのみ 11cm×15cm 】

All Year 
Greeting Cards

TC20-9
花かご-FOR YOU
550円（税抜）

はなやかな花かごで、お祝いや感謝などさまざまな

気持ちを伝えられます。いろんな場面でお使いいた

だけるので、常にそばに持っておきたい一枚です。

New

内面

TC20-10
青い鳥
450円（税抜）

白を基調にフェルトでつくった淡いブルーの小鳥が

かわいい！卒業や異動、送別など、感謝の気持ちを

しっかり込めて。メッセージカードは大きめです。

内面

New



卒業・送別・転勤に
これまでの

感謝を込めて

お誕生日、ご結婚、
ご入学などの

お祝いに

Mini Size Cards

【ミニサイズ 6cm×7cm 】

TM20-1
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。

TM20-2
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。

TM20-3
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。

TM20-4
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。

TM20-5
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。明るいピン

クのカードで、新しい家族の誕生祝いに。

TM20-6
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

■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。

【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。

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。

XC20-1 門浦奈央

XC20-2 三島ゆりな

XC20-3 藤井琴

XC20-4 桑原百加

XC20-5 ショウミン

XC20-7 森田良子

XC20-9 吉田雪美

XC20-11 藤井琴

XC20-14 吉田雪美

XC20-15 岡本夏葉

XC20-17 中山理央

XC20-19 鎌野すみれ

XC20-20 砂野真里奈

XC20-21 奥山紗代子

XC20-22 畑和貴

TC20-1 門浦奈央

TC20-2 三島ゆりな

TC20-3 津田享子

TC20-6 近藤奈緒

TC20-8 吉田雪美

TC20-9 門浦奈央

TC20-10 岩本英恵

TC20-11 松村純里

TC20-12 上野鈴花

TC20-14 馬口春菜

Handmade Partskit

カードの完成はあなたの手で。ボンドと爪楊枝をご用意

いただき、自分だけのオリジナル手作りカードを作るこ

とができます。お子さんから大人の方まで、夢中になれ

るキットです。

PK20-2
サンキューフラワー
400円（税抜）

PK20-３
クローバー
400円（税抜）

【内容物】

カード台紙、メッセージカード、パーツ一式、封筒、

説明書、チラシ

PK20-1
サンキューキャット
400円（税抜）

PK20-４
いちごの
バースデーショート
400円（税抜）

母の日・父の日・
敬老の日など

ファミリーデーに

一年の終わりに
「ありがとう」

「来年も、よろしく」を
クリスマスカードで

借りたものを
返す時に

一言そえて

あなたの心の温度、
そのまま伝えます

このカードなら


