ェアトレード は、世界との わかちあい。
輸入者

販売者

フェアトレードとは、
消費者

生産者

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することにより

生産者の自立を支えるしくみです。
フェアトレード・
プレミアム

国際フェアトレード認 証 製品ができ

WAKACHIAI PROJECT

るまでには、原料の生産から輸出入、

生産者に還元され、
地域のために役立
てられます

加工・製造までのすべての過程で、国
際的に統一された、経済的・社会的・
環境的なフェアトレード基準が守られ
ています。右のラベルがついた商品が

国際フェアトレード
認証ラベル

その証！ 安心してお買い物できます。

フェアトレード最低価格

フェアトレード・プレミアム

作物や製品の生産のために必要なコストをまかない、生産

地域の開発のために使われる資金として、商品代金とは別

者が日々の生活を送るために必要とされる「最低価格」の

に
「奨励金」
が輸入者から生産者へ支払われます。使い道は、

支払いが保障されています。不安定な市場価格の下落や、

生活環境の向上や社会基盤の整備、製品の品質向上や労

不利な価格交渉に圧迫されることなく、公正な取引が行わ

働環境の改善など、生産者自らが決定した使途に決められ、

れています。

生産者の自立と、地域の発展のために活用されています。

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、生産者とフェアな取引きをしています。

オンラインショップ

http://fairselect.jp/

03-3634-7809（平日9 : 00〜16 : 00）

メールでのご注文

order@wakachiai.com

7,500円（税抜）以上で

送料無料になります。
7,500円未満の場合の

送料は右の通りです。

お支払
方法

地域
送料
南東北・関東・信越・北陸・中部 700円
800円
北東北・関西
900円
中国・四国
1100円
北海道・九州
1300円
沖縄

1. クレジットカード決済

オンラインショップ Fair Select か

らのご注文でご利用いただけます。

2. 銀行振込

所定の口座にご注文より1週間以

3. 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郵便振替（後払い）
は選択できません。

内にお支払いください。確認後、
商品の発送になります。

発送に
ついて

スリランカの村で作られており

ウバティー
ティーバッグ

村の女性たちに仕事を提供しています

〈バスケット〉

25袋 ¥702

原産国 スリランカ

ファックスでのご注文 03-3634-7808（常時受付）

送料
料金表

このページの紅茶が入っているバスケットは

＊JAS有機認証

お電話でのご注文

ご注文の合計金額が

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。

商品のご購入方法
ご注文
方法

フェアトレード
商品カタログ
2021

ご注文より1 週間前後のお届けになります。

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

ウバティー
リーフティー

〈バスケット〉

100g ¥972

ウバティー
リーフティー

〈バスケット〉

250g ¥1,620

ウバティー
ティーバッグ

〈紙 箱〉

100袋 ¥1,458

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。

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

アールグレイティー
ティーバッグ〈バスケット〉
25袋 ¥756

ドリップコーヒー
コロンビア産とインドネシア産の
フェアトレードコーヒーのオリジナルブレンドです。
気軽に飲めるドリップタイプを
ぜひご利用ください。

ドリップコーヒー
5 袋入り（8g×5袋）

¥367

http://www.wakachiai.com/

わかちあいプロジェクトのフェアトレードオンラインショップ

Fair Select（フェアセレクト）

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

表示価格は全て税込み価格です。

ご注文に関する詳細はカタログ裏面をご覧ください。

お買い物で途上国の生産者の自立を支えるフェアトレードを
ぜひご利用ください。

http://fairselect.jp

紅茶・ハーブティー

ワイン

インスタントコーヒー

スパイスティー

①

ワイン Palesa

❶スパイスティー
リーフティー 70g

原産国：

インド

②

原産国：

スリランカ

原産国：

＊英国土壌協会有機認証

❶ソービニョン・ブラン（白）

⃝ご
 注文時には年齢確認をさせて頂いております。

❷シュナン・ブラン（白）

⃝酒
 類の販売は「酒類販売業」免許を取得してい

¥648

❷デカフェ

トロピカルな香り。気持ちの良い後味が特徴。


100g ¥1,490

❸メルロー（赤）

「インスタントコーヒー」は

確認できない場合は販売できません。

る方のみ認められています。

⃝販
 売者

チ
 ェリーの香り。スパイシーなフルボディ。

①

②

③

④

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丁目2番地8号
誠和ビル中2階 TEL. 03-3634-7809

❹ピノタージュ（赤）

②
①

「紅茶・ハーブティー」と

⃝未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

イ
 チジクと柑橘類の香り。レモンの後味が豊か。

100g ¥1,382

¥594

スリランカ

750ml 各 ¥1,485

❶スムース

❷スパイスティー
ティーバッグ 50g（2g×25袋）
❸ブレンドスパイスティー
ティーバッグ 62.5g（2.5g×25袋）

③

原産国：南アフリカ

インスタントコーヒー

¥594

ワインをご購入になる方へ

CAFÉ DIRECT

⃝ご
 注文に関する詳細（送料、お支払、発送な

バ
 ナナやよく熟したベリーのアロマ。

ど）はカタログ裏面をご覧ください。

はちみつ・みつろう雑貨

スパイス・ハーブ・調味料

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

カレーパウダー

百花蜜はちみつ

原産国：スリランカ

有機ダージリンティー
原産国：インド

アッサム & ダージリンブレンド

＊JAS有機認証

¥1,080
¥756

FERMENTED

Wakachiai Project

36. レッドルイボス TB25

レッドルイボスティー

RED ROOIBOS TEA
FERMENTED

WAKACHIAI PROJECT

WAKACHIAI PROJECT

36. レッドルイボス TB25

②

③

有機スパイス

GREEN ROOIBOS TEA
UNFERMENTED

原産国：スリランカ

Wakachiai Project

原産国：エジプト
37. グリーンルイボス TB25
38. 有機レモングラス TB25

＊JAS有機認証

＊原料：COAEエジプト有機認証

AJITOYAカレーパウダー

原産国：インド／スリランカ

¥734

＊原料：JAS／Control Union
有機認証

シアバター

50g（粉） ¥648

8g ¥1,320

コートジボワール

他にもフットサル、バスケット、バレー、

ラグビーボールなども取り揃えております。

洋菓子（フェアトレードの原料を使用）

ティーバッグ 20袋

ハイビスカスティー

＊原料：LACON有機認証

＊原料：COAEエジプト有機認証

グリーンルイボスティー

UNFERMENTED

Wakachiai Project

ティーバッグ 25袋
38. 有機レモングラス TB25

¥648

原産国：エジプト

ティーバッグ 20袋

¥734

黒コショウ

原産国：スリランカ

＊JAS有機認証

カカオ豆・フルーツ・クッキー

50g ¥410

グリーンペッパー
塩水漬け
原産国：スリランカ

＊原料：JAS有機認証

40g（水分含む）
¥540

原産国：インド

900g ¥2,700

黒糖クッキー

原産国：パキスタン

フィリピン産黒砂糖使用

100g ¥410

100g ¥540

エクストラバージン・
オリーブオイル
原産国：パレスチナ

＊原料：JAS有機認証

❶290ml ¥1,728
❷120ml
¥864

白砂糖

マスコバド黒砂糖

1kg ¥540

500g ¥497

原産国：マラウイ

アプリコット

写真は「サッカーボール ミッション」です。

50g ¥990

¥734

原産国：南アフリカ

3号球〜5号球 ¥2,750〜

シアバター10％配合

原産国：エジプト

レッドルイボスティー
GREEN ROOIBOS TEA

aspiro サッカーボール

原産国：パキスタン

アルガンオイル12%、

原産国：

32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶） LT70g

カカオ生豆

東一文具とわかちあいプロジェク

トの協力で誕生しました！

リップクリーム

未精製シアバター

30g（粉） 各 ¥410

＊原料：COAEエジプト有機認証

37. グリーンルイボス TB25

認証クレヨン」です。

スポーツボール

コスメ・雑貨・コットン製品

❶シナモン
❷ジンジャー
❸ターメリック

ティーバッグ 20袋

リーフティー 100g
31. 烏龍茶 LT70g

①

カモミールティー

ペパーミントティー

50g

(2g×25 TEA BAGS)

28. スパイスティー LT70g
29. スパイスティー TB25
原産国：タンザニア

オーガニック レモングラス ハーブティー

Wakachiai Project

32. 茉莉花烏龍茶（ジャスミン烏龍茶） LT70g

タンザニアティー

¥540

30. 祁門紅茶（キームンティー） LT70g

31. 烏龍茶 LT70g

スパイスティー ＜ティーバッグ＞

Spiced
Tea

70g

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト LT70ｇ

WAKACHIAI PROJECT

オーガニック レモングラス ハーブティー

❶リーフティー 100g
❷ティーバッグ 35袋
各 ¥756
スパイスティー ＜リーフティー＞

原産国：インド
28. スパイスティー LT70g
29. スパイスティー TB25

＊JAS有機認証

グリーンルイボスティー

RED ROOIBOS TEA

有機アッサムティー

Spiced
Tea

世界初で唯一の「フェアトレード

すっきりとした上品な
味わいが特徴。

深いコクのある自然な
甘みが特徴

¥540

レッドルイボスティー

＊JAS有機認証

220g ¥1,296

170g ¥972

リーフティー 70g
30. 祁門紅茶（キームンティー） LT70g

原産国：インド

みつろうクレヨン
16色セット ¥2,420

原産国：パレスチナ

50g（粉） 各 ¥540

50g

(2g×25 TEA BAGS)

WAKACHIAI PROJECT

27. 有機イングリッシュ・ブレックファスト LT70ｇ

❷ティーバッグ 35袋

アッサム & ダージリンブレンド

スパイスティー ＜ティーバッグ＞

70g

❶リーフティー 70g

❶マイルド
❷スパイシー
❸ホット

有機イングリッシュ
Spiced
Spiced
Tea
Tea
ブレックファスト
スパイスティー ＜リーフティー＞

野の花はちみつ

原産国：アルゼンチン

＊JAS有機認証

原産国：フィリピン

アルガンオイル
原産国：モロッコ

60ml ¥2,530
※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。

石鹸

①

②

③

④

添加物、着色料、香料不使用

100g ❶シアバター石鹸（しっとり） ¥990
❷ウォールナッツオイル石鹸 ¥990
❸オリーブオイル石鹸
¥990
❹アルガンオイル石鹸
¥1,320

コットンバッグ（ネイビー）
外側にポケット付。底マチ部分のス

6個セット ¥1,706
12個セット ¥2,527

210g ¥2,376

新宿の洋菓子店ラ・ヴィ・ドゥースの製造による本格的なフェアトレード洋菓子です。

お土産やプレゼント用にぜひご利用ください。

①

他にも…

原産国：インド

❶横型（29×41×14cm）

アプリコットショコラ

ココロン

②

バナナ、バラなど、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
はオンラインショップをご確認ください。

ナップボタンで調整可

フェアセレクト

❷縦型（36×34×7.5cm）
内
 側にポケット付

各 ¥1,980

表示価格は全て税込み価格です。

ご注文に関する詳細はカタログ裏面をご覧ください。

検索

