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●ヘナボディーアートの体験 500 円～
●ヘナアート雑貨、インド雑貨の販売

ヘナアートはインドやパキスタン等の伝統文化。
天然染料ヘナをペースト状にし、肌にフリーハンドで
美しい模様を描いていきます。（１～２週間で消去）
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シンチャオ

ざっか

スリランカ雑貨の
         ラクリヤ

ババ・アフリカ コポトッコ・
バングラデシュ

アンデス音楽グループ

オフィス五タラント

（特活）JUNKO 

アンデス・アルテ

バオバブの会

（特活）イーグル・
　　　アフガン復興協会

（特活）地球の木

BorDer Japan

ソープカービング
          体験教室

あめ細工

（特活）ビラーンの医療と

            自立を支える会

カンボジア母国語を

LUVENTO

かながわベトナム
親善協会

（特活）地球市民 ACT
かながわ /TPAK

コポトッコ　
バングラデシュ

NPO 法人 
日ロ文化交流ｾﾝﾀｰ

アジアの女性と子ども

国連ウィメン日本協会
　　　よこはま

パリバール

HAYA-HAY

チニーズ

1 2 3 4

●小物、バッグ●洋服、ベビー服
●アクセサリー●ストール

●オカリナ●民族楽器●ひょうたん細工
●手刺繍・アップリケの子供服●その他

●アフガニスタンの写真・ちらし
●小物（小さな絨毯・工芸品）●本

手作り雑貨・民芸品 etc.
草木染＆ビーズフェアトレード製品・
手工芸品・雑貨

手織の小物・バッグ・ベビー服・民族衣装・
アクセサリー　

民芸品販売・活動の展示

●あめ細工

●アフリカバッグ●タイ・ベトナムバッグ
●ノクシカタなどの手作り商品

● ケランボード（※一部販売）を体験しよう！
● ルンギー（バングラ製の布）などの販売

●活動展示●糸芭蕉(アバカ)の繊維を草木染め・
手織りしたティナラク織、ナバルタビ織とその縫製品

●オリジナルシルクのバッグ・ポーチ
●蚊帳ポーチ●ラオスの手刺繍ペンケースなど

●民芸品(シルク・スカーフ・カバン・財布・
                                    ミサンガ)

●ソープカービング体験教室￥500
作った作品はお持ち帰りいただけます。

●アフリカン・プリント製バッグ、ポーチ
●アフリカ関連絵本

●スカーフ類・洋服●バッグ類
●アクセサリー類●小物類●紅茶、塩

●バングラデシュの雑貨・衣類など●民族楽器 (ケーナ、サンポーニャ、オカリナ）
●民族音楽 CD●民芸品（バッグ、しきもの）

●マラウイハニー
    （プレーン・レモン・しょうが）

●文房具●食雑貨●アクセサリー

●絵画●アートフレーム●アクセサリー
●衣服

●ネグロス島の小麦粉袋をアップサイクルし
た製品●カトゥ族の手作り布製品など

●各種スパイス●缶詰など食品●菓子など

●民芸品 ( バッグ・小物入れなど )●工芸品
( 手作り竹細工・スプーン・箸など )

●サリー雑貨●コットン製品
●スリランカカレーキット●スパイスティー

洗練された色使い、遊び心のあるデザイン。
アフリカンアートの世界へようこそ！

バングラデシュ洪水被災地の女性達が作った手刺繍、
手織りの小物、洋服などを展示、販売します。

オカリナ・ひょうたん・子供服等。カラフルで楽しい
フェアトレード雑貨を販売します。

ソープカービングはタイの伝統工芸で、ナイフ一
本でオリジナルの繊細で美しく、華やかな作品を
作ることができます。

アフガニスタンの女性や子どもたちへの支援（学校
建設や文具・衣類の支援）やアフガニスタンの文化
の紹介。

ベトナム伝統文化・風習の紹介。ベトナム伝統の
手作り雑貨や民芸品の展示・即売。

アジアの子どもと女性の支援・岩手県釜石市の保育
園の支援を行っています。

洪水被災地における女性や子供達を応援しています。
売上は彼女達の生活費及び子供達の学費になります。

神奈川県内を中心に活動。
隣国ロシアに興味のある方、気軽に声を掛けて下さい。

アジア・アフリカなどの手作り雑貨の企画・販売を
行っています。フェアトレード商品も多数出展します。

ネットゲームにはない面白さ！「ケランボード」
ハマルと楽しいよ！！

現地で貧困センターの女性が就職・自立できるための
支援をしています。

日本の伝統芸能・手作りあめ細工です。キャラクター、
動物、色々と和バサミで作ります。見に来てください。

フィリピン・ミンダナオ島の先住民族へ、伝統文化
継承と経済的自立の支援をしています。

カンボジアで作る地球の木オリジナルのクラフトや
ラオスの手刺繍ポーチ、ペンケースなど。

タイの山岳民族の伝統的な刺繍等を使用した手工芸
品、ストリートチルドレン保護施設の子どもたちが
作ったアクセサリー等の販売。

教育はすべてを変える大きな力！を信条にセネガルの
子ども達の教育支援をしています。

ジェンダー平等、女性のエンパワメント、女性に
対する暴力をなくすことを目的とした資金集めを
しています。

バングラデシュで選んだエキゾチックでかわいい
雑貨を取りそろえました。
とてもリーズナブルなビックリ価格！

民族楽器にふれながら本場のフォルクローレを
楽しんでください。

マラウイのはちみつを日本で輸入販売

日本では珍しいベトナムとミャンマーで買った商品を
販売しています。ぜひご覧下さい。

現地赴任の青年海外協力隊から引き続いてきた活動の
ビジネス化にチャレンジするグループです。

インド料理で使用されるスパイスを中心に、たくさんの
種類のスパイスや食品を安価でご提供させていただい
ています。

ベトナム人と日本人から成るグループです。
皆様と交流してベトナムの歴史・風土・文化などを
紹介、多文化共生を目指します。

ラクリアとは、スリランカの言葉・シンハラ語で
「スリランカの女性」という意味。
衣食住を通じ、スリランカの魅力をお伝えします。
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セネガル

アフガニスタン ベトナム・ミャンマー

アフリカ

●紹介パネル●アクセサリーなど
●ブックカバーなど

チーム ピース　
チャレンジャー　川崎支部

●ミサンガ、ストラップ、ネックレスなど
●カシミール地域のショール●コーヒーなど

フェアトレードを通して、インドの女性や子供たちの
自立支援活動を行っています。

かわさき  しぶ

インド・バングラデシュ

フィリピン

ヘナボディアート

印度支那倶楽部

●アジア山岳少数民族 ( モン , アカ , ヤフー ,
リソー族 ) の手刺繍衣料●草木材料のバッグ

インドシナ半島を中心とした山岳少数民族のハンド
メイド生活用品。組織に取り込まれなかった人々の
伝統手織り手染め医療を紹介。

アジア

いんど　     し　な　         くらぶ

ベトナム

LOS ANDES
（エクアドル）

南米エクアドルの手作り品を扱うフェアトレダー。
品物はどれも良質で安価です。

●衣料品●装身具●バッグ類●その他

エクアドル

マダガスカルカンパニー・
ジャパン (株 )

ESTACIO RECORDSエジプト輸入雑貨
 Rania

日本インドネシア
NGOネットワーク

（特活）日ロ文化交流
とっかつ にちろぶんかこうりゅう

エジプト

インドネシア

マダガスカル

ロシア

神奈川県を中心に活動中。ロシア・日本相互理解を
深めるべく交流事業を行っています。

●ロシアの民芸品●ロシアの音楽、楽譜
●ロシアに関する展示

アフリカ大陸の東にあるマダガスカル島の手作り
バッグやアクセサリーを販売します。

ラテンアメリカの視覚障害者の自立を支援する
活動をしています。

エジプトから直輸入の雑貨を多数取り揃えています。
どうぞお越し下さい。シュクラン！

ラテン・ブラジル・アフロ・アジア・ヨーロッパ
などワールドミュージックの CDを販売します。
なかなか手に入らないレア CDまで ! ！

●ラフィア製かごバッグ・帽子●刺繍製品
●牛の角を加工したアクセサリー

ペルー
●ペルーの民芸品
●ペルーでの活動紹介パネル

●インドネシアニュースレター
●バリ島木彫り動物、ビーズアクセサリー

●エジプト輸入雑貨 ( ガラベーヤ【民族衣装】、
エジプシャンアロマグラス、シーシャなど )

●ワールドミュージックの中古 CD・新品 CD

インドネシアに興味のある方、これからインドネシアに
行ってみたい方、ぜひお立ち寄りください。

Purana

インド・パキスタンタ　イ

ぼこくご

ほしょう
保証する会

かい

にほん

ゆにゅうざっか

かぶ

Los Andantes
(ラテンアメリカの視覚障害者と歩む会 )

しかくしょうがいしゃ　  あゆ　  かい

世界中

ネットワーク
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