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フェアトレードカンパニー株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表：ジェームズ・ミニー）のフェアトレード専門ブランドの
ピープルツリーは、2017年9月1日から1か月間、「オーガニック・セプテンバー キャンペーン」を展開いたします。

「オーガニック・セプテンバー」とは、もともとイギリスで、毎年9月に農家や小売業者が中心となり、食品、飲料、コスメ、ヘルス
ケア、衣料品などあらゆるジャンルで、「オーガニックなもの」の良さを知っていただくために実施されるキャンペーンです。
本キャンペーンでは、全世界で取り組みが進められている「持続可能な開発目標（SDGs）」において、 「フェアトレード製
品」や「オーガニック製品」を選択することで、その目標達成に貢献できることをアピールします。ピープルツリーは、オーガニックな
ものを取り入れることで実現できる豊かなライフスタイルを提唱した取り組みやイベントを企画し、多くの方にご参加いただくこと
で、持続可能な社会を共に実現できると考えています。

本期間中には、①インドのフェアトレード団体「クリエイティブ・ハンディクラフト」を招聘した全国キャラバン、②オーガニッ
クコットンのコラボ企画製品の展開、③ナチュラルライフを提唱するアリシア・ベイ＝ローレルさんのライブを中心にさまざまな
イベントを開催します。

持続可能な社会の実現のための選択

「オーガニック・セプテンバー キャンペーン」
9月はオーガニックなものを取り入れるライフスタイル月間

■ ピープルツリーについて www.peopletree.co.jp
ピープルツリーは、フェアトレードカンパニー株式会社のフェアトレード専門ブランド。アジア、アフリカ、南米の16か国、約140団体と
共に、オーガニックコットンをはじめとする衣料品やアクセサリー、食品、雑貨など、できるだけその地方で採れる自然素材を用いた
手仕事による商品を企画開発・販売しています。私たちは、手仕事を活かすことで、途上国の経済的・社会的に立場の弱い人びとに
収入の機会を提供し、公正な価格の支払いやデザイン・技術研修の支援、継続的な注文を通じて、環境にやさしい持続可能な生産
を支えています。

■お問い合わせ ピープルツリー広報担当：鈴木 啓美（すずき ひろみ）

電話 03-5731-6671 ファックス：03-5731-6677 メール：pr@peopletree.co.jp

■報道関係者からのお問い合わせ ピープルツリー広報事務局（ひとしずく株式会社内）担当：こくぼ、せきざわ

電話 045-274-8674 ファックス：045-330-6853 メール：press@hitoshizuku.co.jp

※ピープルツリーは、世界で初めて世界フェアトレード機関（WFTO www.wfto.com ）によるフェアトレード

認証ラベルを取得。また世界で初めて「ソイルアソシエーション」（英国の代表的なオーガニック認証機関）
から、途上国で生産されたオーガニック製品のGOTS（オーガニック・テキスタイル世界基準）認証を取得。

①インドのフェアトレード団体「クリエイティブ・ハンディクラフト」を招聘した全国キャラバン
「クリエイティブ・ハンディクラフト」は、 「スラム女性に収入と教育を」というミッションを持ち、オー
ガニックコットン製品の厳しい世界基準であるGOTS認証を取得している社会的企業です。今
回の来日は、クラウドファンディングによって実現し、ビジネスとして貧困問題や環境問題に取り
組むフェアトレードの意義や成果について、発展途上国の生産者からお話が聞ける貴重な機
会を全国で提供します。また、バイヤー向けには、ファッションジャーナリストで日本エシカル推進
協議会副会長の生駒芳子さん、一般向けには、エシカル協会理事の末吉里花さん、モデル
でエシカルファッションプランナーの鎌田安里紗さんをゲストスピーカーとするトークイベントも開催
します。

②オーガニックコットンのコラボ企画製品の展開
オーガニックコットンのヨガウェアを共同開発したヨガインストラクター遠藤栄理香さんと、ヨガレッス
ンやヨガ的な発想を取り入れた暮らし方に関するトークイベントを開催します。

③ナチュラルライフを提唱するアリシア・ベイ＝ローレルさんのライブ
『地球の上に生きる』の著者でもあり、ナチュラルライフを提唱しているアリシア・ベイ＝ローレルさ
んのライブイベントも、昨年に引き続き開催します。また、この他にも期間限定ショップの開店や、
卸先でもオーガニックにちなんだイベントを開催していただき、キャンペーンを盛り上げます。

ピープルツリーは、「オーガニック・セプテンバー キャンペーン」を通じて、オーガニックやフェアト
レードを身近に感じ、小さな行動の変化から、やがて持続可能な社会の実現という大きな変
化へとつなげられるようなライフスタイルを提案していきます。

http://www.peopletree.co.jp/
mailto:pr@peopletree.co.jp
mailto:press@hitoshizuku.co.jp
http://www.wfto.com/
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＜クリエイティブ・ハンディクラフト（CH）について＞

インドの大都市ムンバイで、社会的に不利な立場に置か
れているスラム地域の女性たちの経済的自立を応援する
企業。30年以上の活動を通じて、13の女性縫製グルー
プを運営する。2015年には、オーガニック衣料品の生産ラ
インをつくりオーガニック認証を受けた。
カーストや性、宗教の差別のない人権的で自給持続が可
能なコミュニティを作ることを目標としている。

サロジ・キラン・カンブルさん
プロジェクト・オフィサー
Saroj Kiran Kamble

ロージィ・ミネシュ・ソランキさん
生産管理担当
Rosy Minesh Solanki

＜「オーガニック・セプテンバー ナイト」 ゲスト＞
末吉 里花（すえよし りか）さん
一般社団法人エシカル協会代表理事
慶應義塾大学総合政策学部卒業。TBS系『世界ふしぎ発見！』のミステリーハンターとして世界各地を旅し
た経験を持つ。また司会や、レポーター、モデレーターもこなす。フェアトレードやエシカルを中心に活動を展開
し、日本全国の企業や高校、大学などで講演、各地のイベントでトークショーを行う。著書に『祈る子どもた
ち』（太田出版）。新刊『はじめてのエシカル』（山川出版社）。消費者庁「倫理的消費」調査研究会委
員（2015.5〜2017.3）、東京都消費生活対策審議会委員、日本エシカル推進協議会理事、NPO
法人FTSN(Fair Trade Students Network)関東顧問、1％ for the Planetアンバサダー、ピープルツ
リーアンバサダー。 http://ethicaljapan.org

鎌田 安里紗（かまだ ありさ）さん
1992年、徳島県生まれ。モデル、エシカルファッションプランナー。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究
科前期博士課程修了。高校在学時に雑誌『Ranzuki』でモデルデビュー。エシカルな取り組みに関心が高く、
フェアトレード製品の制作やスタディ・ツアーの企画などを行っている。著者に『enjoy the little things』
（宝島社）。環境省「森里川海プロジェクト」アンバサダー、JICA「なんとかしなきゃ！プロジェクト」メンバー、
People Treeアンバサダー、慶應義塾大学SFC研究所上席所員。

＜オーガニック・ヨガウェア共同開発者＞
遠藤 栄理香（えんどう えりか）さん
YOGAインストラクター
‘05年にインストラクターデビュー。「癒し」と「自立」をテーマに、拠点である湘南や都内などでさまざまなヨガクラ
スを展開する。現在は「エシカルな暮らしのススメ」をテーマに企業コラボなども手がけ、幅広い年代層の女性
から共感を集める。 https://erica-endo.theblog.me

＜ミュージシャン＞
アリシア・ベイ＝ローレルさん Alicia Bay Laurel
1949年アメリカ生まれ。母親の影響で、ボヘミアンな生き方に憧れていた彼女は、高校卒業後、ヒッチハイク
の旅に出る。そうしてたどり着いたのが、カリフォルニアの北部にあるウィラーズランチ、いわゆるコミューン。当時、
ランチには100人ほどの自由人が、畑を作り、牛や馬を飼って生活していた。電気も水道もない森のなか、そ
れぞれがやりたいこと、やるべきことをしながらの暮らし。そこでの生活を綴った著書『地球の上に生きる
（living on the earth)』は日本でもベストセラーとなる。人が自然のなかで暮らしていくための叡智が詰
まった著書は続編も刊行され、現在も増刷を重ね、2009年には総発行部数が8万部を超える。
シンガー・ソングライター、ミュージシャンとしても知られ、現在までに7枚のアルバムをリリース。ピースフルな歌声
が多くの人の心を魅了している。 http://www.aliciabaylaurel.com/

＜「rooms EXPERIENCE」トークイベント ゲスト＞
生駒 芳子（いこま よしこ）さん
VOGUE、ELLEを経て、2004年よりmarie claireの編集長を務める。2008年独立。その後ファッション雑
誌の編集長経験を生かして、ラグジュアリー・ファッションから社会貢献、エコロジー、オーガニック、エシカル、社
会企業、女性の生き方まで広い視野でトピックを追い、発信するファッションジャーナリストとして活躍。日本の
伝統工芸を世界発進するプロジェクト「工芸ルネッサンスWAO」の総合プロデューサー。日本エシカル推進協
議会副会長。
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「オーガニック・セプテンバー キャンペーン」の主なイベント概要

■一般の方からのお問い合わせ ピープルツリー広報担当：鈴木 啓美（すずき ひろみ）

電話 03-5731-6671 ファックス：03-5731-6677 メール：pr@peopletree.co.jp

■報道関係者からのお問い合わせ ピープルツリー広報事務局（ひとしずく株式会社内）担当：こくぼ、せきざわ

電話 045-274-8674 ファックス：045-330-6853 メール：press@hitoshizuku.co.jp

オーガニック・セプテンバーのイベント特設サイトが8/21（月）にOPEN！
リリース掲載以外の情報も随時更新されますので、こちらでご確認ください。
http://www.peopletree.co.jp/event/oc/

No. 名称 内容 日時 場所 連携イベント 費用 その他 申し込み方法
1 「ビッグイシュー日本版」オーガニックコットン

Tシャツ
「ビッグイシュー日本版」販売員さ
んにオーガニックコットンTシャツ
を100枚提供

9/1(金)～ 全国各地

2 オーガニック・セプテンバー ヨガ ヨガインストラクター遠藤栄理香
さんによる、ヨガレッスン＆オー
ガニックライフトーク

9/2(土)10:45～11:45 ピープルツリー自由が丘店
東京都目黒区自由が丘3-7-2

おひとり
1,000円
2人以上で参
加おひとり
800円

持ち物：ヨガ
マット
※貸出は別途
200円（数に限
りがあります）

自由が丘店　店頭

お申し込みフォーム
https://goo.gl/forms/XnLN2C
7ZwrFhLxcn1

3 「rooms EXPERIENCE」出展 ピープルツリーの2018年春夏新商
品の展示（オーガニックコットン
の衣料品をメイン）

9/6(水)～9/8(金)
五反田TOCビル 13階
東京都品川区西五反田7-22-17

4 「rooms EXPERIENCE」トークイベント 9/6(水)10:30～11:15 五反田TOCビル 13階 ※一般非公開

「グローバルスタンダードとしての、エシカル＆
オーガニック」

9/6(水)14:00～14:30 東京都品川区西五反田7-22-17

9/7(木)10:30～11:00

9/7(木)14:00～14:30

5 オーガニック・セプテンバー ナイト エシカル・ファッションのトーク
イベント
インドの生産者団体「クリエイ
ティブ・ハンディクラフト」によ
るトーク、ゲストスピーカー：末
吉里花さん（フリーアナウン
サー、エシカル協会理事）、鎌田
安里紗さん（モデル、エシカル
ファッションプランナー）

9/7(木)
開場　18:30~
開演　19:00～20:30

東京ウィメンズプラザ
東京都渋谷区神宮前5-53-67

一般1,500円

グローバル・
ヴィレッジ会
員1,000円

イベントページ、Peatix

6 サロジさん＆ロージィさんとつくるインド家庭
料理
インドから来日した女性二人が家庭料理を伝
授、おしゃべりしながら食べる会

「クリエイティブ・ハンディクラ
フト」によるインド料理レッスン

9/8(金)15:30～18:30 鎌倉セレンディピティ
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-3-2

●

鎌倉セレンディピティ
E-mail:
serendipitykamakura@softban
k.ne.jp
Tel: 080-1044-4141

7 インドの生産者団体「クリエイ
ティブ・ハンディクラフト」によ
るトークイベント

9/9(土)10:45～11:45 ピープルツリー自由が丘店
東京都目黒区自由が丘3-7-2

おひとり
1,000円
2人以上で参
加おひとり
800円

自由が丘店　店頭

お申し込みフォーム
https://goo.gl/forms/VhtfCm
HGTuvebINj1

8 ヨガインストラクター遠藤栄理香さんによるヨ
ガレッスン

ヨガインストラクター遠藤栄理香
さんによるヨガレッスン

9/9(土) 8:30～9:45 西武池袋本店　8階スポーツフロア 特設会場
東京都豊島区南池袋1-28-1

●

1,620円 先着20名 西武池袋本店3階＝ハニカム
モード
03(5949)3976＜直通＞

9 オーガニックライフのススメ　～ヨガ的発想を
毎日に取り入れる～

ヨガインストラクター遠藤栄理香
さんによるトークイベント

9/9(土)10:30～11:00 西武池袋本店　３階ハニカムモード
東京都豊島区南池袋1-28-1

申し込み不要

10 インドの生産者団体「クリエイ
ティブ・ハンディクラフト」を招
いてトークイベント
共催：フェアトレードネットワー
ク名古屋

9/9(土)15:30～16:30 白鳥庭園　清羽亭
愛知県名古屋市熱田区熱田西町2-5

●

イベントは無
料、庭園入園料
300円

エシカルペネロープ
Tel: 052-972-7350

9/10(日)時間未定
●

9/10(日)時間未定
●

12 オーガニック・セプテンバー ライブ アーティストのアリシア・ベイ=
ローレルさんによるライブ＆トー
クイベント

9/15(日)
開場19:00
開演19:30～21:00

ピープルツリー自由が丘店
東京都目黒区自由が丘3-7-2

自由が丘店　店頭
Peatix

13 期間限定のPOPUP SHOP 9/16(月)～9/30(土) アトレ吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24

14 期間限定のPOPUP SHOP 9/28(木)～10/10(月) 宇都宮東武百貨店
栃木県宇都宮市宮園町5-4

①インドの生産者を招聘した全国キャラバン
②オーガニックコットンのコラボ商品の販売
③アリシア・ベイ＝ローレルさんのライブ

「クリエイティブ・ハンディクラ
フト」によるトークイベント
※初回のみ、ゲストスピーカー生
駒芳子さん（ファッションジャー
ナリスト）による基調講演あり。

11 インドの生産者団体「クリエイ
ティブ・ハンディクラフト」を招
いてトークイベント

大阪府大阪市

mailto:pr@peopletree.co.jp
mailto:press@hitoshizuku.co.jp
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