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嬉しいとき、楽しいとき、考えごとをしているとき、そして疲れたとき。
チョコレートを口の中に入れると、ちょっとほっとします。
笑顔が生まれるチョコレートは、遠い国で作られたカカオと甘い砂糖からできています。
でも、私たちの知っているチョコレートは、製品になったチョコレート。
私たちを幸せにしてくれるチョコレートは、作っている人たちも笑顔であってほしい。
そんな風に考えています。

Lohas-Clips で販売しているチョコレートは、第 3 世界ショップが応援する「地球
食」のチョコレートです。
地球食のチョコレートは、農薬や化学肥料に頼らず丁寧に栽培されたカカオと
砂糖で作られ、おいしさが違います。カカオや砂糖を作っている人や子どもたちにも
害がなく、環境への負荷が少なく持続可能性の高い農業スタイルが笑顔の源泉に
なっています。

【期間限定】ラッピング無料！

大切な人に、お世話になったあの人に、そして自分自身のご褒美に・・・。
「地球食」フェアトレード チョコレートをどうぞ。

いくつかの商品をまとめてラッピングしたい場
合は、カートに入れた後、配送設定の「備考」
に商品の組み合わせをご入力ください。
チョコレートが入っていなくても、ラッピング対
象商品なら可能です。

世界中が、チョコレートを口にする甘くてハートフルなシーズン。すべての人が
ハートに包まれますように。

期間限定【無料】ラッピングをご希望の場合
は、「【無料】ラッピング希望」を選択の上、「カ
ートに入れる」ボタンをクリックしてください。

どれを選んでも、個性的でおいしい！毎年大人気のチョコレート
[地球食]
フェアトレード・
チョコレート「ミルク」
483 円(税込)
毎年ナンバーワンに輝く大人気の王道フレー
バー！豊かなミルクの風味に、へーゼルナ
ッツパウダーを練り込んだリッチで濃厚な味わ
い。無農薬のカカオや砂糖を使い、スイスの伝
統的な製法で作られた自慢の一品です。

[地球食]
フェアトレード・
チョコレート
「ヘーゼルナッツ」
504 円(税込)
チョコレートと相性が特に良いナッツと言われる
へーゼルナッツがごろごろとたっぷり入ってい
て大感激です。
まろやかなミルクチョコレートとの絶妙なハーモ
ニーがお口の中いっぱいに広がります。

[地球食]
フェアトレード・
チョコレート
「ウィンター」
682 円(税込)
冬にぴったりのスパイス風味（シナモンとコリア
ンダー）のフィリング入り。ミルクチョコのとろけ
るような味とミックスされ、一度食べたら忘れる
ことができません。美しいパッケージはプレゼン
トにもぴったり！と毎年大好評です。

ティータイムも楽しくなる！チョコレートにぴったりの、コーヒーやお茶もいかがですか？
農薬・化学肥料
不使用！
100％自然エネルギ-で作
られた

ほうじ茶
(ティーバッグ）
682 円(税込)
1 分間煮出せば、手軽に香り豊かなコク深いほ
うじ茶のできあがり。ホットでもアイスでもどう
ぞ。約 2 時間で水出しほうじ茶もできます。深い
コクの中にほんのり甘い味わいを感じながら、
循環型ライフスタイルを思い描きませんか。

農薬・化学肥料を
使わない

ブラジル・
パウリーニョコーヒー
（粉）
735 円(税込)
ブラジル・ミナスジェライス州でパウリーニョさん
が作るブラジル産のコーヒーです。有機栽培と
天日乾燥から生まれる力強いコクとマイルドな
甘みのバランスが絶妙です。地球食チョコレー
トと一緒に幸せなカフェタイムをどうぞ。

紅茶とスパイスのセットで
本格的チャイをお手軽
に！

クローブ入り
チャイパック
462 円(税込)
紅茶とスパイスが一人分ずつのパックになって
いるので、飲みたい時にいつでも手軽に本格的
チャイが楽しめます！
スパイスで冬の冷えた体もぽかぽか。
紅茶とスパイスは、オーガニックで安心です。

～デンマーク・ロラン島から（3）～
ニールセン 北村 朋子
あけましておめでとうございます。2012 年、皆
さんはどこで、どんな新年を迎えられましたか？
私は、昨年に引き続き、日本で新年を迎える
ことができ、日本のお正月を堪能しました。近
所の神社で除夜の鐘を聴きながら新年を迎え、
家族や親戚と新しい年を祝いました。昨年は、
東日本大震災や福島第一原発の事故など、
不幸
な出来事もありましたが、「気づき」の多い年
であったことも確かです。去年までなら、当た
り前だと特に気にも留めなかったことが、実
は、たくさんの偶然や幸運が重なっているから
こそ、今、目の前の事象として結実していると
気づかせてくれた 2011 年でした。2012 年も、
これまで以上に、ひとつひとつの出会いや出来
事を大切に、真摯に向かい合っていこうという
気持ちを新たにしています。

前回の予告通り、今回は森の幼稚園につい
て。森の幼稚園は、
て。森の幼稚園は、1952 年にデンマークのあ
るお母さんが、
子どもたちを森へ毎日連れて行
ったことから始まった、この国発祥のユニーク
な保育システムです。現在、全国で 500 以上の
公立、私立の森の幼稚園があると言われてい
て、ロラン島にも、現在３つあります。
森の幼稚園は、基本的には園舎がなく、春夏
秋冬、どんな天気でも森の中で過ごします。ロ
ラン島の場合を例にとると、
森には木で作った
大きなテントやインディアンティピーがある
だけで、これを使うのも、大雨や風でとても寒
い日くらい。中にはたき火のスペースのまわり
に椅子とテーブルが並べられ、たき火でスープ
やパンケーキを作ったり、その周りで絵を描い
たり、ごはんを食べたりします。カリキュラム
も、週ごとなどの大きなテーマは決まっていま
すが、細かい時間割はありません。たとえば、
その週が『収穫』というテーマだったら、自分

2001年10月から夫と小学生の息子、
ジャックラッセルテリアと一緒にロラン島在住。
ジャックラッセルテリアと一緒にロラン

愛用者ですが、この靴下をはいて朝を迎えるのが
楽しみになっています。
楽しみになっています。一度お試しになってみてく
ださい。
（Lohas-Clips 林）

竹ってあったかかったんだ
TAKEFU には思いやりとやさしさがあります
TAKEFU タケフ 竹布・・・。今年は「赤ちゃん
にも大人にも、さわって心地よく、ほっとするね、と
いういいタオルを探したい」とみんなで話していま
した。そこでいろいろなタオルを試していて
「TAKEFU」と出会いました。使ってみると、竹な
のにやわらかく、なめらかな肌触りで、人の心と
体をやさしくあたたかく包む、癒しの繊維というこ
とがよくわかりました。
原料は竹100％、竹の持つ特性をそのまま生か
し、抗菌性、消臭性、制電性・低摩擦性、吸湿・吸
水性、温熱・保温効果を持ち合わせた、人類が初
めて手にした天然抗菌繊維なのです。
特におすすめなのが「TAKEFU おやすみソック
ス」。

たちで育てたり、農家の人から譲り受けたりし
たちで育てた
た小麦を脱穀して、石臼で挽いて全粒粉にし、
それで生地をこねてパンを作って食べます。ま
た、『ハンティング』というテーマだったら、
実際に獲れる、身近な動物について話をした
り、猟師さんが獲ってきたシカやキジや野ウサ
ギを観察したりした後、子どもたちも一緒に皮
を剥ぎ、頭を落とし、内蔵を取り出し、身を切
り分けて、最後は料理としてありがたく頂きま
す。こうしたプロセスでは、電動の道具は使わ
ず、手を使って作業をすることで、身の回りの
ものがどこからどのようにやってきて、どうし
たら道具や食べ物になる
たら道具や食べ物になるのかを知ることがで
きますし、基本がわかっていれば応用もできま
す。こうして、
『森の子どもたち』は、自分と
自然、社会とのつながりについて学ぶのです。

TAKEFU おやすみソックス 1,575 円（税込）
サイズ：フリー
色：ナチュラル
素材：レーヨン（
素材：レーヨン（TAKEFU）98％（原料に竹を
使用）、ナイロン 2％
寝ている間に、ふくらはぎから足の血行を促進
し、全身を暖かくしてくれます。ふくらはぎから足
にかけてのむくみがすっきりするので、妊娠中の
むくみが気になる女性にも喜ばれています。
薄いのにぽっかぽかに温かく、しかも蒸れずに
肌触りがよく、締め付けず、眠っている時に脱ぎ
たければ無意識に脱げる、そんな靴下です。私も

編集後記
2012 年。また新たな年がやってきました。これまでの元旦とはまったく
違う気持ちで新年を迎えた方が多いのではと思います。一期一会、一意
専心。私も、出会いや物ごと一つ一つに丁寧に向き合っていける年にし
たいと思っています。（店長・林）
明けましておめでとうございます！ 1 月の「睦月」は、
月の「睦月」は、親族が互いに往
来し、仲睦まじく宴をする月と言われています。お正月に帰省さ
と言われています。お正月に帰省された方も
いらっしゃると思います。我が家はこれから九州へ帰省します。しっかり家
族孝行せねば！ （スタッフ・古川）
2012 年がやってきました。ロンドンオリンピックの開催年で
リンピックの開催年ですね。つい
最近北京オリンピックを見たばかりなのに・・・と思うあなたは、きっと私と同
年代。5 月には、ドリカムの「時間旅行」(1990 年リリース！あれから 22
年・・・)でも歌われている、「金環食（金環日食）」が見られます。
「金環食（金環日食）」が見られます。今年も、よ
い年になりますように！（スタッフ・菅野）

TAKEFU の主原料は「慈竹」
慈竹は、孟宗竹のように地下茎を張る種類で
はなく、株立の竹で、高さは 6～12ｍ、直径は
3～6cm
6cm、節の間の長さは 30～50cm。別名
「孝竹」、「子母竹」と呼ばれます。漢方薬の解
毒剤として古くから重用されてきました。

【寄付について】 ～ソレココ 私たちにできる小さな一歩～
Lohas-Clips でお買い物をしていただくと、購入金額の
でお買い物をしていただくと、
3%が Lohas-Clips のファンドとして積み立てられます。
その資金は、困難な状況にある子どもたちを支援する
活動や、子どもたち自身が企画する平和や社会貢献
活動をサポートしていくことになります。小さなきっかけで、
ことになります。小さなきっかけで、
何かが変わる。小さなことだけれど、誰かのためになる。
ソレココは誰もが参加できるみんなの未来をよくする一歩
です。「ソレなら ココで 買おう！」と思っていただけたら幸いです。
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「ロハス・Lohas」 とは、Lifestyle of Health and Sustainability の頭文字をとった略語で、環境や周囲に配慮し調和しながら、健康的で、無理なく持続できる社会生
活を心がける生活スタイルのこと。Lohas-Clips では、さらに、「人や生物とのつながりに感謝し、地域の一員として、社会人として、そして地球に生きる人として、
みんなでわかち合いシンプルかつ心豊かに暮らせること」をイメージしています。

