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【プランA：イベント委託販売】

イベントでの売上げ100％をLOOB
に寄付するシステムです。

商品は、送料無料でお送りします
が、これを補てんするため、必ず
売上げが8,000円以上になるようお
願いしています。

返品する際の送料は、売上げから
差し引いて下さい。

フィリピンNGO LOOBのフェアトレード推進事業にご協力下さり、
誠にありがとうございます。この事業は、現地生産者の収入を増や
すだけでなく、リサイクル普及や環境保護などの成果にもつながっ
ています。ぜひ、世界に一つしかない手作りエコ製品を、多くの方
に広めていただければ幸いです。

1

【プランB：割引購入について】

事前に割引価格で購入するシステ
ムです。

①定価の25～30％割引でお送りし
ます。
②割引後の値段は15,000円以上に
なるようお願いしています。
③送料は別途約2,000円前後かかり
ます。
④売上げはFTP様の利益となります。

お勧め！



Vision 理念
青少年が、国を超えて友愛と奉仕の精神を育み、持続可能な未来
の創造に寄与します。

Mission 使命
フィリピンの貧困層の①子ども達の就学支援 ②若者による地域
貢献 ③持続可能なコミュニティ支援を社会的使命（ソーシャル
ミッション）として活動しています。

1. Education for Kids (子どもに教育を)
2. Experience for Youths (若者に経験を)
3. Empowerment for Communities (コミュニティに力を)

LOOB（ロオブ）は2001年にフィリピンで数名のボランティアによ
り発足した団体です。イロイロ市を拠点とする非政府組織（NGO）
Love Our Own Brethren Inc.(LOOB)と、これを日本から支える特
定非営利活動法人(NPO法人)LOOB JAPANがあります。
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LOOBってどんな団体？



LOOBのフェアトレード
①Juice Pack Products／ジュースパック

②Peper Beads Products／ペーパービーズ

③AtiAti Products／アティアティ

④Jurge Accessory／ジャージ

クラフト支援

☆WFTO（世界フェアトレード連盟）が定める
『フェアトレード10』の指針の基づき、

商品を製作＆サポートしているフェアトレードプロジェクト
です。

☆パナイ島にて製作されているクラフト（手工芸品）を
“購入支援”という形でサポートしているプロジェクトです。



LOOBが活動するイロイロ市のカラフナンごみ投機場について：

□1986年開設
□面積は26ヘクタール（東京ドーム5.6倍の大きさ）
□人口48万人のごみが投棄されている。
□1日250～300トンのごみが捨てられ、蓄積量は約30万立方メートル。
□ごみが自然発火し、煙が上がることからスモーキーマウンテンと呼ばれる。
□住民はごみを拾い、リサイクル業者に売って生計を立てる。
□2009年より一般家庭でのごみ分別収集がスタート。
□2018年、衛生埋立場となったものの、危険物が散乱する劣悪な衛生環境の中、多く
の大人や子ども達が働いている。

イロイロ市に限らず、フィリピンの都市にはこのようなごみ山があります。
そしてフィリピンに限らず、発展途上国にはこういう環境で

金銭を得なければいけない人々がたくさんいます。
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①ジュースパック・プロジェクト

【事業地：スモーキーマウンテン】



①ジュースパック・プロジェクト
LOOBは、フィリピン・イロイロ市の
スモーキーマウンテンがある地域で、
ウェストピッカー住民組織（UCLA）
に対し、大人への生計支援による生
活基盤の安定化と子どもへの教育の
二本立てで活動しています。

これにより、貧困のスパイラ
ルを断ち切ることを目指して
います。

4



5

①ジュースパック製品について
このスモーキーマウンテンで集められた
ジュースのパックを繫ぎ合わせ、素敵なエコ
製品が産まれます。
ウェストピッカー達が自立への情熱を込めて
作った世界でたった一つの手作り製品です。



1. 資源ごみ集め

ジュースパックは丁寧に洗って、消毒した後、日干しをし
ます。

生産者メンバーは、10～
60代の元ウェストピッカー
達。LOOBスタッフと打ち
合わせして、裁縫スタート。

ごみが、ユニークで実用的な製品に変身！

日本の販売価格の約30％が直
接生産者に入ります。例えば
ショッピングバッグ1,500円を
お買い上げ頂くと、お米４キロ
分に相当する600円が生産者に
入ります！

イロイロ市ごみ投棄場。ダンプカーの周りで資源を集め
る。たくさんの資源ごみの中に捨てられたジュースパッ
クがあります。

2. 洗って、乾かす

3. 裁縫スタート

完成！

「衛生的な職場で働けて、
子ども達を学校に通わせら
れるのが一番嬉しいです
ね」とハイジさん。
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①ジュースパック製品ができるまで



J005-ポーチA 
900円

J006-ポーチBバスケア
1200円

J007-ペンケースA 
1050円

J003-書類フォルダーA4
1,600円

J004-書類フォルダーB5
1,500円 8

J002-トートバッグ A4
(ジッパーなし） 1,900円

J001-エコバッグ(M)
2,900円

We’re UCLA

ジュースパック製品一覧
※表記は税抜き価格です



J012-コインケース
500円

J013-携帯灰皿 600円
J015-パスポートケース

750円
J014-ネームホルダー

790円

SA LA MA T
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J011-長財布
1,500円

J016-キーホルダー
350円

J010-ミニバッグ
900円

J009-ショルダーバッグ
1350円

J008-ペンケースmini
900円



ジュースパック製品に関するQ & A

Q1. このジュースパック製品はどのような背景で作られていますか？

A. フィリピン・イロイロ市のごみ投棄場のウェストピッカー（資源ごみを拾う人々）が、新しい職業訓練として2007年から
スタートした裁縫プロジェクトで作っています。生産者のグループ名はUswag Calajunan Livelihood Association
（UCLA）で、現在約5人の女性と若者が携わっています。LOOBはUCLAの裁縫技術を向上させ、製品をフィリピン＆日
本に紹介することで、メンバーの自立を後押ししています。

Q2. このプロジェクトによって、生産者の生活はどのように変わるのですか？

A. 今まで20年以上にわたってごみ回収で生計を立てていた方々は、裁縫プロジェクトでより衛生的で安定した収入を
得られるようになりました。一番の大きな成果は、ごみ拾いから脱却して新しい技術と収入を得たことで、子どもを学
校に通わせることができるようになったり、責任のある運営をまかされたり、と目には見えない誇りと自尊心を得るよ
うになったことです。

Q3. このジュースパック製品はどうして地球に優しいのですか？

A. フィリピンでは小学校などで子ども達が飲むジュースパックが「リサイクル不可のごみ」として大量に廃棄されてきま
した。UCLAではこれをきれいに洗浄・消毒して、バッグやポーチを縫製しています。生産者とLOOBは、現地の小学校
でジュースパックを回収しているので、子ども達と３Rを実践しながら、環境への意識を高めることにもつながっていま
す。

Q4. 商品価格のうち、生産者にはいくらが入るのですか？

A. フェアトレードパートナー（FTP）登録をしていただいた支援者の皆様は、定価の25％割引で商品を入手できます。こ
のFTP価格の22～37％が生産者UCLAに支払われる原価です。（定価でご購入いただいた場合は原価は16％～
26％）LOOBはUCLAの提示価格で毎月一定額を一括払いしていますので、日本の販売状況に左右されることなく、生
産者の確実な現金収入となっています。また現地LOOB Incには定価の10％が収益として入り、フィリピンでの支援活
動費に当てています。
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②ペーパービーズ・プロジェクト
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こちらもイロイロ市のスモー
キーマウンテンの生計支援プ
ロジェクト。ごみとなった紙
や雑誌などを回収し、素敵な
アクセサリーを作っています。



【事業地】

・パナイ島イロイロ市ブリ

Sanitary Landfillより車で5分

・村へは道路から歩いて約10分

②ペーパービーズ・プロジェクト



1. 資源ごみ集め

生産者メンバーは、20～60代の
元ウェストピッカー達。LOOBス
タッフとデザインについて打ち合
わせして、制作をスタート。

日本の販売価格の約30％が直接
生産者に入ります。例えばブレス
レット500円をお買い上げ頂くと、
お米２キロ分に相当する188円が
生産者に入ります！

2. 丸めて、ニスを塗る

3. 制作
スタート

完成！

イロイロ市ごみ投棄場や、家
庭から出た紙のごみを集めま
す。雑誌やパンフレットなど
カラフルな紙で色をそろえま
す。

様々なサイズに丸めたら、ニスを縫ります。
雨に当たらないよう、軒先などにつるして完全に
乾かします。

旦那さんや娘さんと一
家で紙ビーズを作って
いるビクトリアさん。
「おしゃれな人にぜひ
使ってほしいわ」
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②ペーパービーズ製品ができるまで



ピアス（イヤリング 500円

②ペーパービーズ製品一覧

ネックレス
1,500円

ブレスレット 500円
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＊別途＋200円でイヤリングへ変更可能
生産者の一人は50代
のお父さん。

なんとペーパービーズ
歴は15年以上！

日本での販売の様子
を写真でお伝えしたら、
はにかみながら見てく
れました☺



フェアトレード事業地③
アティ族の再定住区って何？
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フィリピン・パナイ島に住むアティ族の生計支援プロジェクトです。アティ族はネグリト系で、この島にマ
レー系民族が入ってくる前から住んでいる最も古い民族だと言われています。イロイロ市では、都市開発に
よって住居を追われた人々が再定住区に移転しています。先住民の人々は学歴が低く、再定住区に来てから
も街に出て物乞いをしたり、露天商で日銭を稼いできました。

LOOBでは、裁縫や伝統工芸を復活させることで、職業技術を持つことで生計を支えています。



1. 材料（ツル）を集めて、裂く

ツルの弾力があり、ふんわりしたバッグが完成！！

日本の販売価格の約25％が
直接生産者に入ります。例え
ばバッグ3,000円をお買い上
げ頂くと、お米６キロ分に相
当する750円が生産者に入り
ます！

ジャングルに生えてい
るニトというツルを集
めて、一つのツルを３
つに裂きます。

2. 編む

完成！
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アティアティ製品ができるまで
生産者メンバーは、20～
50代の先住民の女性達が
丁寧に編み込民で行きます。
中布は手縫いで付けます。

「バッグの技術を得て、
子ども達を学校に通わせ
たいの」とがんばるコラ
ソンさん。

伝統的な柄の中布
も準備



アティアティ製品一覧

AT04 ペンケース
1,000円

At05 ショルダーバッグ（小）
2,000円
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AT01 指輪
200円

AT03 コインケース
500円

AT02 ブレスレット
300円

At06 ショルダーバッグ
（大）

3,000円



アティアティ製品一覧

At08 トートバッグ（大）
5,500円
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At09 ピアス 900円

＊別途＋200円でイヤリングへ変更可能



【生産者Profile】

Jurgeさん（20代）

パナイ島住まい

語学学校で英語教師として働く傍ら、

エシカルなハンドメイド製品を製作しています。

“環境に優しい製品を作りたい”という想いから、

いらなくなった洋服や布製品をアップサイクルしたア
クセサリーを製作販売。

フィリピンの有名ショッピングモールなどでもイベント
出展されています。

LOOBではフィリピンの将来を担う若いクラフト作家である
Jurgeさんの活動を応援しています。

クラフト支援①
Dela Yna製品について

NEW

私たちは環境に優しい製品を
使ってもスタイリッシュになれるの



クラフト支援
Dela Yna製品一覧

Dale01-ピアス 1,200円

＊こちらのピアスはイヤリング変更ができないタイプです。ご了承ください。

NEW



ギマラス島は LOOBのあるパナイ
島イロイロ市から船で20分ほどの
近さに位置し、マンゴーや青い海
で有名な小さな島です。

美しいビーチで知られる海岸沿い
のエリアがある一方、内陸地のほ
とんどは、人の手が付けられてい
ない自然豊かな地域で、農業を中
心に生計を立てている世帯がたく
さんいます。
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クラフト支援②
ギマラス島ってどんなとこ？

イロイロ市

※現在在庫なし
ご予約にて入荷可。
事前にご相談ください。
（6か月前～ご予約承ります）



自生するPANDAN（パンダン）

本カタログに掲載させていただいている規格サイ
ズはすべて手編みのため多少異なる場合がござ
います。ご了承ください。

また、品質向上のためご意見、ご要望などいただ
けますと幸いです。

パンダン製品は、ギマラス島西部の農
家の奥様たちが農作業の合間に制作し
ています。原材料は近くで採れるパン
ダンやパイナップルの葉を乾燥させた
もの。LOOBは彼女たちが家族のため
に心を込めて編み込んだ製品を応援し
ています。

自生するPINAPPLE（パイナップル）

パンダン製品について
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※現在在庫なし



生産者メンバー、ギマラス島貿易産業省
（DTI）職員と写真を撮るLOOBスタッフ

パンダン製品について
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「近所のお母さん仲間とおしゃべりしながら制作する
のは楽しいわよ」と生産者の女性

※現在在庫なし



Cutie / ポシェットS
価格 1500円

8×6×14 (cm)
ジッパーあり、中敷きなし

Lyn(Sling bagA)/ ショルダーバッグS
価格 1500円

17×7×13 (cm)
ジッパーあり、中敷きなし

Bubble / ショルダーバッグS
価格 1,500円

20×5×16 (cm)
中敷きなし

＊NEWデザインは丸みがあります 17

販売価格1,500円 一律商品

↑NEW

※現在在庫なし

※現在在庫なし

※現在在庫なし



Aden / ショルダーバッグM
価格 2000円

外寸：幅19cm×高さ17cm×マチ6cm

中敷きなし

CORON(Sling bag B)/ショルダーバッグM
価格 2000円

外寸：幅22cm×高さ22cm×マチ9cm
ベルト：約120cm

中敷きあり
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販売価格2,000円 一律商品

※現在在庫なし

※現在在庫なし



Back Pack / バックパック
価格 3,000円

21 x 10.5 x 25 (cm)
中敷きあり

*NEWデザインは中敷きなし

PC Case/PCケース
価格 3000円

40.5 x 3 x 25(cm)
中敷きあり (小ポケットあり)
ジッパーあり
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販売価格3,000円 一律商品

↑NEW

※現在在庫なし

※現在在庫なし



販売価格3,000円 一律商品

Cute bag A / トートバッグM
価格 3000円

** (cm)
ジッパーあり、中敷きなし

Cute bag D /トートバッグM
価格 3000円

** (cm)
中敷きなし

Cute bag D / トートバッグM
価格 3000円

外寸：幅31cm×高さ23cm×マチ10cm
持ち手：52cm
ジッパーあり、中敷きあり
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※現在在庫なし

※現在在庫なし

※現在在庫なし



Tote bag （one color）/トートバッグL
価格 3,000円

A4サイズ収納可能
ジッパーなし
13 x 10 x 4 (cm)

10 Tote bag （3 color）/トートバッグL
価格 3,000円

A4サイズ収納可能
ジッパーなし
13 x 10 x 4 (cm)
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販売価格3,000円 一律商品

※現在在庫なし

※現在在庫なし



HAPPY∞HAPPY提携のお知らせ
フェアトレードパートナーの皆様

いつもお世話になっております。

2020年9月よりLOOBのフェアトレード事業は「HAPPY∞HAPPY」*と提携する運びとなりました。

これにより日本でのフェアトレード事業の効率化及び更なる発展を目指していきます。

上記変更に伴い「入金口座の変更」がございます。

パートナーの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご了承の程何卒よろしくお願いいたし
ます。

*「HAPPY∞HAPPY」とは、“かわいい！フェアトレー
ドのセレクトショップ”をコンセプトに、
LOOB JAPANフェアトレード担当の吉永が2016年に
立ち上げたショップです。

※この提携により生産者に入る金額の変更等はございませんので、
ご安心いただればと思います。販売価格の内訳は下記の通りです。
≪内訳≫
・定価の約20％～30％（FTP価格の場合30％～40％）
生産者が受け取る金額
・定価及びFTP価格の10％

LOOBの現地管理費
・定価の約60～70％（FTP価格の場合50％～60％）
日本での管理費、人件費、イベント出展料、日比間の送料など

＊HAPPY∞HAPPYは売上の10％をLOOBへ寄付致します

変更後の入金口座

金融機関 楽天銀行

支店名／
支店番号

タクト支店
２２４

預金科目 普通

口座番号 5011647

口座名義 HAPPY∞HAPPY
吉永幸子



オプション：オンライン講座

フェアトレード商品の販売をご検討いただき、ありがとうございます！
この度オプションにてLOOBのフェアトレードをもっと学べるオンライン講座をご用意しました。

現地LOOBの生産者のストーリーはもちろん、販売をする上での不安や悩みなどもご解消い
ただけます＊
FTP様限定のスペシャル価格でのご提供となります。ぜひご活用ください！

【講師紹介】

吉永幸子

・LOOB JAPAN 理事兼フェアトレード担当
・フェアトレードのセレクトショップ「HAPPY∞HAPPY」代表
・エシカルコンシェルジュ

学生時代、現地LOOBにて長期インターンを経験。
卒業後、LOOBのフェアトレード担当として活動し、
自身でもショップを立ち上げる

【価格】
¥11,000（税込）/60～90分

通常：¥33,000～

※学生団体様など、ご予算が限
られている場合はお気軽にご相
談ください。


