
「バレンタイン一揆 2014」報告書 

 

バレンタインデーに、食べる人も作る人もしあわせになれる、フェアトレードチョコレートをみんなで選ぼう！ 

バレンタイン一揆とは、 

バレンタインデーに日本全国、みんなでいっせいに「フェアトレードチョコレート」を買うことです。 

フェアトレードを応援する学生と NPOが「バレンタイン一揆 2014実行委員会」を結成し、 

SNSやマスメディアを通じて、日本全国にフェアトレード商品を紹介し、バレンタイン一揆の実施を呼びかけました。 

 

 

＜「バレンタイン一揆 2014」の概要＞ 

 目的 
１）チョコレートを通じて、フェアトレードの存在・意義・ 

コンセプトを広める 

２）フェアトレードチョコレートを選ぶ人を増やす 

 

 キャンペーン期間 

2014年 1月 14日～2月 28日 

 

 主な活動 

キャンペーン期間内 

・フェアトレードチョコレートの購入呼び掛け  

・フェアトレードチョコレートの商品・販売店情報の提供  

・47都道府県大使による PR活動  

・全国でのイベント開催  

 

キャンペーン期間終了後 

・2014年 3月に熊本で開催される 

「フェアトレードタウン国際会議」での報告 

・日本の企業を対象とした、 

フェアトレード製品の製造・販売の促進



 

 

47 都道府県大使 

＜活動報告＞ 

開催数 28回 

開催 

都道府県数 

東京：11回 

大阪・福岡・沖縄：各 2回 

宮城・茨城・栃木・静岡・愛知・石川・

岐阜・京都・広島・熊本：各 1回 

参加人数 約 680人 

 

 イベント一覧 

1/23-24 バレンタイン一揆＠金沢大学(石川) 

1/26 EARTH DAY MARKET(東京) 

2/1-2 One World Festival(大阪) 

2/5 国際協力団体＠目白バレンタイン一揆(東京) 

2/8-9 バレンタイン一揆＠新宿マルイ(東京) 

2/9  バレンタイン一揆 in沖縄(沖縄) 

バレンタイン一揆＠愛知(愛知) 

2/10 バレンタイン一揆＠吉祥寺(東京) 

2/11 バレンタイン一揆＠吉祥寺＆国分寺(東京)／御茶ノ水

(東京)／仙台(宮城)／宇都宮(栃木)／京都(京都) 

   広島バレンタイン一揆(広島) 

2/13 ICU★バレンタイン一揆(東京) 

   バレンタイン一揆＠久留米(福岡) 

   バレンタイン(大阪・クレオ大阪南) 

2/14 ひとくちバレンタイン一揆 IN東京(新宿) 

   バレンタインナイト☆(熊本) 

   バレンタイン一揆(福岡) 

   ひとくちバレンタイン一揆 in琉大(沖縄) 

2/16 バレンタイン一揆＠国分寺(東京) 

2/22 バレンタイン一揆＠つくば(茨城) 

   バレンタイン一揆(岐阜) 

   バレンタイン一揆＠静岡(静岡) (ほか 3イベント) 

 

 

 

2/9 バレンタイン一揆 in 沖縄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/14PM2:14 ひとくちバレンタイン一揆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「バレンタイン一揆」のコンセプトである「バレン
タインにフェアトレードチョコを買うこと」を、日
本全国に広げていくために、この活動を PRするキー
パーソン＝「大使」を 47都道府県すべてに置いてい
ます。大使にはご当地風景を背景に、好きなフェア
トレードチョコと写真を撮ってもらっています。ま
た、実際に自分の都道府県で、バレンタイン一揆を
企画してくれた大使も数多くいました。 

 

沖縄県那覇市の「がじゅまるガーデン」というお店に
みんなでフェアトレードチョコレートを買いに行き
ました。 
約 30人ほどの方が参加してくださり、お店の方も売
り上げがいつもの倍になったと言っていました。 
イベントが終わってから、チョコレートをプレゼント
する際に恋人や家族にフェアトレードのことを話し
てくれたり、関連したテレビや記事の情報を教えてく
れたりと、「バレタイン一揆」をきっかけに、フェア
トレードのことを考えるきっかけになったと思いま
した。 
 

フェアトレードチョコレートをもっと多くの人に知
ってもらうため、「バレンタイン当日の 2014/2/14
午後 2:14に、日本全国のみんなでフェアトレードチ
ョコレートを一斉にかじろう！」という声かけを、
SNS 上などで行いました。その結果、東京や沖縄で
はイベントにてフェアトレードチョコレートをかじ
ったり、個人でかじったりなど、日本全国で広がり
を見せました。東京では、新宿アイランドタワー正
面の LOVE のオブジェ前で、ひとくちバレンタイン
一揆を行いました。 

 



＜活動実績＞ 

 メディア掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日新聞：2014/2/9(日)23面中央 

 

Twitter  ＠valentineikki #バレンタイン一揆 

フォロワー数  430 

投稿・RT   1,140 ツイート 

 

Facebook  アカウント：バレンタイン一揆 2014 

いいね！数   964 いいね！ 

リーチ人数   30,603 人 

 

キャンペーンサイト 
http://acejapan.org/valentine/ 

ページビュー数 54,462 ページビュー 

 

 

フェアトレードチョコレート販売店目撃件数  

http://acejapan.org/valentine/fairtrade/shop-list/ 

137 件 

 

期間中、大変多くの方が「バレンタイン一揆 2014」のキ
ャンペーンサイトをはじめ、SNSを通してフェアトレード
チョコレートの販売店情報や写真を送ってくださいまし
た。Twitter では、イベントが行われた日には『ピンクの
法被を着た人がたくさんいた』『バレンタイン一揆って何
だろう』というツイートをリアルタイムで見ることができ、
関心を呼ぶことができました。 
 

（期間 2014 年 1 月 14 日～2 月 28 日） 

＜バレンタイン一揆の感想＞ 

●「自分の身近にフェアトレードショップがあることに     

ビックリ！」(30 代・女性) 

●「もっとたくさんのお店でフェアトレードチョコレー  

トを売っていたら、みんなが買いやすいと思う」 

  (10 代・男性) 

●「今後もフェアトレードの商品を選んでいきたいし、 

もっと勉強したい」(20代・女性) 

●「学校の友達や先生にもフェアトレードチョコレートの  

ことを説明し、今年はフェアトレードチョコレートを買  

ってね！と呼びかけをしました」（10代・男性） 

 

掲載メディア Yahoo!ソーシャルアクションラボ（2/5）、KBS 京都ラジオ「笑福

亭晃瓶のほっかほかラジオ」（2/7）、FM レキオ チャンプレアンド

~沖縄と世界をつなぐ~（2/7）、毎日新聞（2/9）、沖縄タイムズ

（2/9）、東京新聞（2/10）、中日新聞（2/10）、オルタナ S（2/13） 

掲載件数 8件 

2/8(土)-9(日)に行われた、 

新宿マルイ本館での 

バレンタイン一揆の様子が、毎日新聞に掲載

されました！ 

右図：わたしがフェアトレードチョコレートを選ぶ理由 

掲載をきっかけに、 

森永のフェアトレードチョコレートが 

売り切れになりました！！ 



＜「バレンタイン一揆 2014」を振り返って＞ 

 約一ヶ月半にわたり継続的に活動を行ったことで、キャンペーン前よりも“フェアトレード”を広められたの

ではないかと実感しています。最初はバレンタイン一揆の参加を呼び掛けるものの、「フェアトレードって何？」

と聞かれることが多く、フェアトレードについて知ってもらうまで苦戦しました。しかし、Facebook や Twitter、

キャンペーンサイトを通じて、フェアトレードチョコレートの販売店情報やバレンタイン一揆のイベントの様子

が拡散していったことで、たくさんの人から注目を得ることができました。さらに、47 都道府県大使がすべて

揃ったことにより、日本全国でフェアトレードを応援していることが表明できたのではないかと思っています。

今後も引き続き、フェアトレードに関心を持つ人が増え、商品を購入しやすい社会になることを期待します。最

後に、「バレンタイン一揆 2014」にご参加・ご協力いただいたみなさまに、心より感謝申し上げます。 

 

カカオ生産の現状 
 
チョコレートの原
料カカオは、赤道
近くの高温多湿な
地域で栽培されま
す。そのカカオ生
産地では、農薬の
使用や森の伐採な
どにより生態系や
環境が破壊された
り、 地域の子ども
たちが学校に行け
ずに危険な労働を
行っていたり、さまざまな問題がおきています。ガー
ナを含む西アフリカ４カ国で、カカオ農園で数十万人
の子どもが働き、そのうちの 64％が 14歳以下である
ことが分かりました（国際熱帯農業研究所、2002年）。 

カカオ生産地の現状を解決するには、私たち一人ひと
りの「想い」と「選択」が必要です。2014 年のバレ
ンタインは、“ほんとうに愛のあるチョコレート（＝フ
ェアトレードチョコレート）”をみんなでいっせいに買
いに行くキャンペーン「バレンタイン一揆 2014」を
企画しました。 
 

フェアトレードとは 
 
フェアトレードとは直訳すると「公平な貿易」。つまり、
開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入
することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労
働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をい
います。 
 
 
国際フェアトレード認証ラベル 
 
国際フェアトレード認証ラベルは、この製品が国際フ
ェアトレード基準に従い認証を受けていることを保証
するものです。このラベルのついた製品を購入するこ
とは、開発途上国の生
産者や労働者の労働条
件と生活状況の改善、
および環境保全の促進
につながります。 
このラベル以外にも、
フェアトレード団体
（FTO）のマークや、
各組織の独自の基準に
よるフェアトレード商
品もあります。 
 

企画協力 

NPO 法人フェアトレード・ラベル・ジャパン 

協力 

フェアトレード学生ネットワーク（FTSN）（関東支部、関西支部、九州エリア、北陸エリア、北海道エリア）、静岡学生 NGO あおい、森永製菓株

式会社、ピープル・ツリー（フェアトレードカンパニー株式会社）、有限会社オーガニックフォレスト、株式会社オルター・トレード・ジャパン、

チョコレートデザイン株式会社、株式会社プレス・オールターナティブ、株式会社リタトレーディング、株式会社ミトク、一般社団法人わかちあ

いプロジェクト、特定非営利活動法人オックスファム・ジャパン、日仏貿易株式会社、スローウォーターカフェ有限会社、株式会社良品計画 

バレンタイン一揆 2014 実行委員会 

NPO 法人 ACE（エース）、ACE 学生チーム PeACE（ピース）、フェアトレード学生ネットワーク（FTSN）、学生有志 

 

＊キャンペーン主催・発行＊「バレンタイン一揆 2014」実行委員会 

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-4 あつきビル 3 階（特活）ACE 気付 

HP：http://acejapan.org/valentine/  E メール：vakentine.ikki2014@gmail.com  

TEL：03-3835-7555／FAX：03-3835-7601 Facebook：https://www.facebook.com/valentineikki2014  

Twitter：@valentineikki  #バレンタイン一揆 

国際フェアトレード認証ラベル 


