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ワ ー ルド バ ザ ー ル 出店一覧
両日10：00～16：00開催　　場所：アプローチデッキ

合資会社
オフィス五タラント

アジアの女性と
子どもネットワーク

NPOユーラシアン
　　　　　　クラブ

生活協同組合 パルシステム 
　　　　神奈川ゆめコープ

サイディア・フラハを
　　　　　支える会

エジプト輸入雑貨
　　　　　　Raniaバオバブの会

アフリカのマラウイ、南スーダンの農村から
とれた蜂蜜です。この蜂蜜で貧困からの脱出
　　　　　に貢献しています。

　セネガルの女性たちが作ったバッグとポー
チ、アフリカ関連絵本などを通じて、セネガ
　　　　ルとアフリカの魅力をお伝えします！

　ケニアの恵まれない子どものための養護施
設の運営および裁縫教室の運営をしています。

●パイナップルの花の蜂蜜
●南スーダンの蜂蜜

●バッグ・ポーチ・アクセサリー
●アフリカ関連の児童書

●タオル　●コースター　●ポーチ
●トートバッグ　

南スーダン セネガル ケニア

　エジプト直輸入雑貨を取り揃えています。
　横浜の小さなエジプトへどうぞお越し下さい。

●エジプト民族衣装 ガラベーヤ
●アロマガラス（手作り香水瓶）

エジプト

　タイの伝統的な刺繍を使ったポーチ、手作
りアクセサリー・石鹸等タイの手工芸品の紹
　介販売を行います。

　パルシステムオリジナル商品の無料試食 　他では中々見られない中央アジアの珍しい手
織り絨毯や手作りの小物をご覧いただけます。

●刺繍バッグ・ポーチ　●リス族ポーチ ●カスタードプリン　●バナナ ●民芸品　●絨毯　●アクセサリー

タイ フィリピン 中央アジア

　我々青年海外協力隊神奈川県OB会は、県内
在住の協力隊OBによって運営されています。

●マヤビニックコーヒー豆
●バードコール

メキシコ

　女性に対する差別や暴力をなくすことを目
標とした資金集めとして、途上国女性の手作
　り品の販売。

　食材や活動すべてにこだわり抜き、ＴＶでも
「唯一無二」と紹介された話題の生協です！

南米エクアドルの先住民（オタバロ族）による
手作り衣料品及び各種雑貨のフェアトレード

●ケニアティー　●モンゴル岩塩
●バッグ・アクセサリー・小物

●ドライフルーツナッツミックス (試食 )
●フェアトレードに関するパネル展示 ●衣料品　●小型玩具・雑貨

国連 日本 エクアドル

　日本に来て約 12 年になります。時間がある
ときに手作りでアクセサリーを作っています。

●携帯ストラップ
●粘土の作品　●毛糸の作品

タイ

　キューバ革命の英雄の一人チェ・ゲバラのTシャ
ツを作り続けて３５年。常に弱者に寄り添う人間
　　　　性を尊敬しています。出来るだけ安く皆
　　　　様に提供していくつもりです。

　天然ビタミンCの入ったキャンディやジュー
スで健康を維持するように応援。

　エスニックオリジナルでトートバッグ、ポー
チ、アクセサリー、エプロン、雑貨など

●Tシャツ ●カムカムキャンディ・ジュース
●アマゾンの雑貨類

●トートバッグ　●ポーチ　●エプロン
●アクセサリー　●雑貨

キューバ ペルー アジア・南米

　エクアドルを中心に、ラテンアメリカの先
住民の素敵な民芸品を輸入販売しています。

●パナマハット　●アクセサリー
●かばん　●Tシャツ

エクアドル

　童謡・絵本・遊び・食文化等を通し、世界
の子ども達と日本をつなぐ活動を行っています。

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

　アメリカの文化を研究して国際協力・国際
理解。フェアトレードを進めています。

●展示　●体験ブース（モルック）
●ワークショップ（フィンランド）

●ロシアの民芸品
●ロシアの音楽の楽譜

●ヒマラヤ岩塩　●アメリカブリキ看板
●射的など

多国籍 ロシア アメリカ

　日本の昔ながらの縁日、子供あそび、駄菓
子を研究し広めています。

●こま・お手玉　●駄菓子（個装）
●水ヨーヨーなど

日本

　日本の伝統芸能アメ細工です。一本一本手
作りでキャラクターなど作ります。

　インド、バングラデシュの手芸用品やアク
セサリーを扱っています。現地にて日本人に
　　　合う物を仕入れてきています。

　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。

●手作りあめ ●メヘンディ（ヘナアート）
●ヘナアート書籍 ●手芸用品　●布小物　●アクセサリー

日本 インド インド

　主にインド料理で使用するスパイスをリー
ズナブルなお値段で提供しています。

●スパイス　●袋菓子　●缶ジュース
●瓶詰調味料　●レトルト食品

インド

　CCJ のクメール文化部員のひとりとして、
カンボジアの伝統布「クロマー」の普及に努
　　　　　　力しています。

　お買物で国際協力！ TPAK はアジアのフェ
アトレード品販売で子ども達の支援につなげ
　　ます。

　ヒマラヤ岩塩やナチュラル石鹸、かわいい
ネパールの小物、コーヒーなどを販売します。

●クロマー（マフラー・エコバッグ・おん
ぶ紐としてなど様々な使い方ができます）

●タイ・インド・ミャンマーの手工芸品
●アクセサリー　●雑貨　●パネル展示

●ヒマラヤ岩塩　●ナチュラル石鹸
●コーヒー　●ネパールの小物

カンボジア アジア ネパール

　バングラデシュ洪水被災地の女性の手芸品
を展示、販売します。

●手刺繍　●手織りの小物
●手作りの洋服　●アクセサリー

バングラデシュ

　糸芭蕉草木染、手織りしたミンダナオ島伝
統織バッグやギフトに手頃な小物をどうぞ。

　アジア・アフリカなどの手作り雑貨の企画・
販売をおこなっております。フェアトレード商
　　　　　　　　　　品も多数出展します。　
　

　フィリピンのボードゲーム、タイの有機栽培
コーヒー、フィリピンとタイの手芸品を販売し、
　　　少数民族や貧困者の生活を助けます。

　多くの来場者と交流を図り、ベトナムの歴
史、風土等を紹介多文化共生社会を目指す。

●ティナラク織バッグ・小物
●ビーズ製キーホルダー・ブレスレット

●ルンアルンファミリーコーヒー
●布バッグ　●スンカゲームボード ●ベトナム民芸品小物・雑貨

フィリピン

●輸入バッグ（ケニア・タイ）
●オリジナルウェア（インドネシア）

アジア・アフリカ

アジア ベトナム

日本とベトナムの友好を深め、平和と文化、
経済交流のために活動。日越の交流団体の中
　　　　　では最も長い歴史を持っています。

●ベトナム民芸品　●ベトナム関連の書籍

ベトナム

世界各国の民芸品、工芸品、フェアトレードグッズ、民族音楽

CDなどを販売。いろんなお店に行ってみよう！

世界各国の民芸品、工芸品、フェアトレードグッズ、民族音楽

CDなどを販売。いろんなお店に行ってみよう！

青年海外協力隊
　　神奈川県OB会

国連ウィメン
　日本協会よこはま

横浜みなみ生活クラブ
生協 港南センター チャイディーLOS ANDES

　　（エクアドル）

日本キューバ
　　　友好協会 クラフト：アジア・南米アマゾンカムカム -

　　　　　ヨコハマ インバヤ

世界の子ども達と
　　日本をつなぐ会

アメリカ食文化
　　　　　研究会 縁日文化 研究会NPO法人 日ロ文化

　　　交流センター

あめ細工 パリバールヘナボディーアート
　　　　　　Purana チニーズ

特定非営利活動法人在日カンボジア
コミュニティ (略称 :CCJ) クメール文化部

特定非営利活動法人
ラブグリーンジャパン

認定NPO法人 地球市民
　ACT かながわ／ TPAK

NGO コポトッコ・
　　バングラデシュ

NPO法人 ビラーンの
医療と自立を支える会

LUVENTO
　　（ルベント）

国際交流・協力任意活動団体
「シンチャオ（Xin chao)」

NPO法人 
ふれんどしっぷ ASIA

日本ベトナム友好協会
　　　　神奈川県支部
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