
[3069]  
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。 

[3054]  
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。中のカードを引き出すと、

小窓は夜空に変わります。 

[3067] 
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。 

[3032]   
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。 

[3012]  
ミトン 
450円（税抜） 
 

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。プレゼントBOXからビスケッ

トを引き出せます。 

[3051]  
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。 

[3011] 
Welcome Party  

450円（税抜） 
 

毛糸のリースがついたドアを開けると

「MERYYCRISTMAS」のフラグが。 

内側にメッセージが書けます。 

 

裏面 

[3075]  
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。 

[3078]  
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。 

カードサイズ 11㎝×11㎝ 

[3088]   
ホーリーナイト 
500円（税抜） 
 

可愛らしさ、優しい雰囲気をほんのり残しつつもシンプルな

デザイン。老若男女問わず、幅広くお使いいただけます。 

[3090]   スノードーム  450円（税抜） 
 

スノードームの輝きをスパンコールで表現。 

クリスマス色がそれほど強くないので、ハッピー

ホリデーカードとしてもお使いいただけます。 

[3086]  
森のシルエット 
500円（税抜） 
 

夜空に浮かぶ金色のシルエット。その一瞬を

切り取ったかのような印象的なカードです。

そのまま飾って愉しんでいただきたい一枚。 

カードの表面と中面の大きなギャップが楽しめる

一枚。元気いっぱいのサンタさんから明るいメッ

セージが届き、楽しい気持ちになれるカードです。 

裏面 

[3089]   
ホワイトリース 
450円（税抜） 
 

長靴の中からトナカイがニョキッと登場。

長靴部分にはリボンが付いているので、

そのままツリーに飾ったり、長靴の中に

アメなど入れてあげるのも楽しい！ 

[3087]  
トナカイの長靴 
450円（税抜） 
 

New 

メッセージ 
カード 

Happyが広がる、手作りカード 2021     
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[3049]  
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。 

[3055] 
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！スパンコールがき

らびやかで楽しいカードです。 

[3056] 
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。 

[3003] 
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。 

[3068]  
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。ひげの裏側にメッセージカードが

付いています。 

[3052]  
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。綿の雪がカードに立体感を

生み出しています。 

[3050] 
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。 

[3053]  
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。 

[3024] 
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 

[3077] 
おやすみベア 
500円（税抜） 
 

お布団をかけて眠るくまさんキュート

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 

[3076]  
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。 

※昨年よりベースの色が明るくなりました。 

裏面 

[3070]  
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。 

[3079] 
トナカイセーター 
400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。

  

 

カードサイズ 12.5㎝×10.5㎝ 

Christmas 

Cards 



[4009]  
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 
[4010]  
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。 

[4008]  
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 
[4007]  
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。 

ミニサイズ 

Christmas  

Cards 

[4003］ 
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。 

[4004］ 
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。 

[4001］ 
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。 

[4002］ 
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。 

[4006] 
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。 

[4005] 
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。 

[4011] 
クローバーミニ 
250円（税抜） 
 

レギュラーカードにもある「クロ 

ーバー」のミニカードです。季節 

やシチュエーションを問わない、 

使いやすいミニカードです。 

ミニサイズ 

All Year 

Cards 

【ミニサイズ規格】 
 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。 

   https://youtu.be/fdXz0zKjW4o 

「フェアトレードって実際どうなの？」 

フェアトレード団体の中の人が話す、やりがいや課題を動画で 

ご覧いただけます。ボランティアによる、「私のフェアトレード 

体験談」もあり。（2020年12月8日開催のイベント動画です） 



[3002] 
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。 

[3001] 
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。 

[3017]  
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。 

3063 
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。 

3064 
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。 

3065 
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。 

3071 
花かご-HAPPY BIRTHDAY 
500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。 

3073 
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。 

裏面 

カードサイズ 9㎝×10.5㎝ 

Birthday 

Cards 

朝日放送CAST 2020年12月16日放送  https://youtu.be/zVcGJDcGhnY 

動画で見れます！ 

カードを作っている人たちの 

くらしや、生産現場 



[3058]  
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 

[3059] 
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 

[3066]  
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、様々な用途で使えます。 

[3074] 
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。 

[3072] 
花かご-FOR YOU  
500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。 

[3084] 
ありがとう 
450円（税抜） 
 

“観音開き”型のカードです。カジュアルに

もフォーマルにも使えるデザインです。

リボンをほどくワクワク感を、贈り手に

楽しんでもらえる一枚です。 

[3083] 
うさぎちゃん 
450円（税抜） 
 

草原からひょっこりのぞいた白うさぎが

何とも愛らしい、多目的カードです。 

うさぎちゃんの裏にミニメッセージカー

ドが付いているので、単体でもお使い 

いただけます。 

[3085] 
エンジェルガール 
450円（税抜） 
 

インナーカードを抜きだすと…ドレスの

色が変わる仕掛けが。インナーカードの

裏側にメッセージカードが付いています。 

裏面 

[3019] 
クローバー 
400円（税抜） 
 

季節やシチュエーションを問わない、

使いやすいカードです。同じデザイン

のミニカードもあります。 

All Year 

Greeting 

Cards 

New New New 

[3057]  
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、内側のポケットに折りたたんで入れます。 

裏面 



イースターは、イエス・キリストが 
復活したことを祝うお祭りです。 
お取引先の教会の方によると、 
ごちそうを囲んでパーティーしたり、 
お菓子やカードを贈り合ったりする 
のだそう。イースターシーズンを彩る 
オーナメントの一つとしても楽しんでい
ただける華やかなカードをご用意して 
います！ 

Easter 

Cards 

イースターにも、 
カードを贈り合う習慣が。 

※「春分の日の後の最初の満月から 
 数えて最初の日曜日」がイースター 
 となります。 

[3082] 

イースターバーニー 
450円（税抜） 
 

「教会でのイースターイベントに」

というご要望に応じて制作しました。 

[3081] 

ホワイトイースター 
400円（税抜） 
 

「ホワイトバースデー」のイースター版 

[3080] 

花かご-HAPPY EASTER 
500円（税抜） 
 

花かごシリーズのイースター版 

お客様のご相談から生まれたのが、イースターカード。 

既存ラインナップの中から、ご希望のデザインをご指定いただき、 

文字部分をイースターバージョンにアレンジしました。 

 

こんなことも可能です！ 
✓ 既存デザインに、御社のロゴを入れる（シンプルなものに限ります） 

✓ ご希望のイメージをヒアリングして開発する完全オリジナルカード 

 

まずはお気軽にご相談ください。 

デザイン、注文量、納期、料金等について、打ち合わせさせていただきます。 

オリジナルカード、一緒につくってみませんか？ 

Handmade 

Partskit 

おうちで簡単に作れるキットです。 
ボンドと爪楊枝、ピンセットなどをご用意いただければ、 
あとはパーツを張り合わせていくだけ。 
 
自分だけのオリジナル手作りカードの完成です♪ 
 
お子さんから大人の方まで、 
夢中になれるキットです。 

【キット内容】 

 カード台紙、メッセージカード、パーツ一式、封筒、 

 作り方説明書 

一緒にイベントを開催しませんか？ 
 

SDGsやエシカルを体験できる企画として、フェアトレードの手作り

パーツキットを使ったイベントや授業が人気です！ 

企業、団体、教育機関などと連携して、実施しています。 

 

開催実績： 
✓ フェアトレード月間×母の日イベント（ブランシェス株式会社） 
✓ 双葉郡広野小学校でのワークショップ（イオン株式会社×ブラン 
  シェス株式会社） 
✓ 社員向けの社会貢献体験活動（株式会社LIFULL） 

[5003] 
手作りパーツキット 
サンキューフラワー 
400円（税抜） 

[5004] 
手作りパーツキット
クローバー 
400円（税抜） 

[5001] 
手作りパーツキット  
サンキューキャット 
400円（税抜） 

[5008] 
手作りパーツキット 
いちごの 
バースデーショート 
400円（税抜） 

New New New 



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 

オンラインショップ https://minne.com/@accessft   

カード２枚が売れるとお米1.5kgに 
 

 マニラ麻の手すき紙や、ビーズやリボンなどを使用して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。 

アクセスのカードは、アクセスのボランティアさんと、京都精華大学の学生さんによって 
デザインされています。毎年オンラインによる投票で、商品化される新作カードが決まります。 

京 都 精 華 大 学 の 学 生 さ ん に よ っ て デ ザ イ ン さ れ た カ ー ド 

3078 ショウミン 

3079 藤井琴 

3083 吉良茜音 

3084 金谷瑛璃 

3085 吉良茜音 

3086 金谷瑛璃 

3087 上田紗希 

3088 門浦奈央 

3089 門浦奈央 

3090 ハスミン 

 

 

  

3049 砂野真里奈 

3050 畑和貴 

3051 中山理央 

3052 鎌野すみれ 

3055 岡本夏葉 

3057 上野鈴花 

3058 馬口春菜 

3059 松村純里 

3063 津田享子 

3064 吉田雪美 

3065 近藤奈緒 

 

3067 藤井琴 

3068 吉田雪美 

3069 森田良子 

3070 吉田雪美 

3071 門浦奈央 

3072 門浦奈央 

3073 三島ゆりな 

3074 岩本英恵 

3075 門浦奈央 

3076 三島ゆりな 

3077 桑原百加 

Makers 

Designers 

生産者グループ「パンガラ」 

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。 

■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） 

 
 

 
■風合い豊かな手すき紙 
 麻やバナナなどの自然素材で作っ
た手すき紙を使用。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。 

 

Instagram @accessft 
Facebook @accessFAIRTRADE 

作る人・買う人・贈られた人 
フェアトレードなら、みんなが HAPPY になれる。 

４．SDGs体験プログラム 
• ボラティア体験デー 

• カード作り体験ワークショップ 

• フェアトレードをテーマに講演会 

２．組織で購入・協力 
• 企業、学校、地域、団体

の皆さんで共同購入 

１．委託・買取販売 
• 店舗での取り扱い 

• 販売会やイベントなどでの販

売 

３．オリジナルカード開発 
• ロゴ入りノベルティや記念 

  事業用のオリジナルカード 

    をアクセスと一緒に開発 

 

こんなカタチで一緒に HAPPY を広げてください！ 

５．ボランティア参加 
• カードをデザイン 

• 商品を検品 

• 広報用の写真撮影 

フィリピンの生産者 アクセス × 販売パートナーの皆さま お客さま 

カードを 
納品 

カードを 
販売 

三方良しのSDGsな取引はきもちいい。 
フェアトレード 
からの収入で 
家族が養える！ 


