
しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 
購入・販売協力のお願い 

世界の子どもを児童労働から守るNGO  ACE（エース） 
2015年12月 

 

伝えてください。 

カカオの国の、子どもたちのこと。 



今年も「しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ」の 

シーズンがやってきました！ 

 

チョコレートを通じて、カカオ生産地での児童労働を伝え、 

ガーナの子どもたちを支援いただくために、 

2009年よりACEは「てんとう虫チョコ」を販売しています。 

 

「しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ」の 

や、 の実施など、 

ぜひご検討ください！ 
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ACEについて -１ 活動紹介 

この状況を変えていくため、ACEは2009年から日本とガーナで 

を行っています。 

      日本に輸入されるカカオ豆の約8割は、ガーナから届いています。 

そのガーナでは、カカオ豆を作っても農家の暮らしは成り立たず、 

多くの子どもたちが、学校にも通えずに、家計を助けるために毎日 

けがや病気の危険にさらされながら働いています。 

日本で 

チョコを 

販売 

募金 

活動 

イベント・ 

ワーク
ショップ 

＋ ＋ ＋ 

プロジェクトの目的： 

ガーナのカカオ産業での児童
労働をなくし、すべての子ども
に質の高い教育を 

企業との
連携 

他団体 

との連携 ＋ 

チョコレート・アライアンス 

価格に寄付を上乗せして販売、
ガーナでの活動資金を集める 

背景 

ガーナで教育支援活動
「スマイル・ガーナ プロ
ジェクト」を実施。 

＋ 

ガーナで 

日本で 
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ACEについて –２ これまでの実績 

ACEの活動によって児童労働がなくなった地域で採れたカカオを使

用し、「国際フェアトレード認証ラベル」付の商品、森永チョコレート

＜1チョコ for 1 スマイル＞が、森永製菓から2015年より通年販売の

商品として発売されるなど、活動は確実に広がっています。 

2014-2015年のシーズンには、 

約90のパートナー団体にご協力いただき、 

ガーナ、カカオ生産地での支援活動 

「スマイル・ガーナ プロジェクト」を通じて、 

6年間で440人以上の子どもたちが新たに学校へ 

通えるようになりました。 

日本では… 

「てんとう虫チョコ」を合計16,475パック販売、 

チョコ募金として140万円の寄付を募ることができました。 

ガーナでは… 

 支援地産カカオを使ったチョコレートが発売！ 



カカオの村の子どもたちと、わたしたちは、 
チョコレートでつながっている。 

チョコレートを食べてわたしたちがしあわせになるなら、 
わたしたちもチョコレートで子どもたちをハッピーにしたい。 

商品説明 –１ 
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■コンセプト：チョコを食べるあなたとガーナの子どもたちへ  
               ふたつのしあわせを運ぶチョコレート 

○ギフトにぴったりなかわいい包装 
「しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ」をプレゼントすることで、 
「おいしい、かわいい」と一緒に、カカオ産地の子どもたちの現状を
伝えてください。 

○てんとう虫＝しあわせのシンボル 
ヨーロッパでは、「春になっててんとう虫がとまった人のところに幸
せが訪れる」という言い伝えがあります。「チョコを食べる人も、
ガーナの子どもたちも、しあわせに」という想いを込めています。 

○スイスの老舗チョコメーカーがつくったミルクチョコレート 
1852年創業のマエストラーニ社製、ヘーゼルナッツ風味のミルクチョ
コレート。 
自然環境や生産者の労働環境に配慮して育てられた、中南米産のカカ
オを原料に使い、乳化剤、香料、保存料は使用していません。 

 



2012年冬より、岩手県陸前高田市の就労支援施設 

「あすなろホーム」に、チョコレートの袋詰めと全国への

発送業務を委託しています。 
 
震災直後、地割れや周辺道路の寸断によって、 
利用者や職員が数日間帰宅できず避難生活を余儀なくされたそうです。 
 
「てんとう虫チョコ」を通じて、被災地の方々の自立にも貢献できればと、 
お仕事としてお願いしています。 

就労継続支援B型事業所 あすなろホーム  （指定就労継続支援B型事業） 

設置運営主体   社会福祉法人 燦々会（さんさんかい） 
所在地        〒029-2205  岩手県陸前高田市高田町字東和野37-1 
TEL           0192-55-2978  http://rt-asunarohome.com/ 
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てんとう虫チョコを袋詰めする 

あすなろホームのみなさん 

利用者のみなさん 

（ 2015年11月訪問時） 

てんとう虫チョコの袋詰めと発送作業は今年で３年目を迎えます。 
継続して作業が出来ることに、あすなろホーム一同とても嬉しく
思います。ご購入頂きました皆様には本当に感謝申し上げます。 
 
ガーナの子どもたちの支援にわたしたちが携わっていることは、
障がいを持っている皆さんにとって自信に繋がっているとわたし
は感じています。 
（2015年3月  あすなろホーム 職員 小鎚亜美さん） 

商品説明 –２ 

○東日本大震災の復興支援にも！ 



「形がかわいい」「チョコがおい
しい」という意見も多く大変好評
で、  

「今年もチョコの斡旋はあります
か」という問合せもあります。  

チョコを買うだけで社会貢献にな
るので、とても分かりやすい良い
活動に なっていると思います。 

ご注文の合計代金が1万2千円以上（税込）で送料無料となります。 

皆さまのお気持ちを集めて、ご注文いただけると嬉しいです。 

ご協力方法① 共同購入について –１ 

社内の皆さんに呼び掛けて、チョコの共同購入をしてみませんか？ 

チョコに同封されたカードには、カカオ生産地の児童労働のこと、 

売上の一部が寄付になることが書かれているので、 

プレゼントした相手にもメッセージを伝えることができます。 

「協力したいけど、やり方が分から
ない、接点作りが難しい…」とお悩
みでしたら、手軽にできる方法とし
てぜひこちらをご検討ください！ 

 昨シーズンご協力いただいた法人様のご紹介（一部） 

・アシックスグループユニオン連合会様  

・味の素冷凍食品労働組合様 

・味の素労働組合様 

・倉敷紡績労働組合 裾野支部様 

・グンゼ株式会社様 

・昭和産業労働組合様 

・日清オイリオグループ労働組合様 

・フード連合様 

・NTT労働組合西日本本社総支部様 

ほか 

 

グンゼグループでは、グンゼラブアース倶楽部を通じて、  
NPO団体等への寄付や、協働活動を通じて社会に貢献しています。  
毎年バレンタインデーが近づいてくる頃、ACEさんの「しあわせを運ぶ 
てんとう虫チョコ」を社内に紹介・購入をすることで、プロジェクトに  
参加させて貰っています。  

CSRレポート
に掲載いただ
きました！ 

ご協力いただいたご担当者の声 

【グンゼ株式会社CSR推進室 入江教夫さま】 
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ご協力方法① 共同購入について –２ 

ACEへ
連絡 

•共同購入の実施が決まりましたら、まずはACEにご連絡ください。納品予定日等について確認さ
せていただきます。 

注文とり
まとめ 

•その後、皆さまへの呼び掛けと、注文個数のとりまとめをお願いいたします。 

発注 

•注文個数の集計ができましたら、別紙の「チョコレート共同購入およびチョコレート販売会申込書」
にご記入の上、注文個数と送付先をACEまでお知らせください。 

納品 
•ACEより商品と請求書をお届けします。到着しましたら商品の個数をご確認ください。 

商品の
配布 

•ご注文いただいた皆さまに商品を配布してください。 

お支払 
•請求書に基づき、お支払をお願いいたします。 

※原則として、商品納品ご希望日の1
週間前までにご連絡ください。1週間
を切っている場合にはご相談ください。 

※複数の場所に納品す
ることも可能です。その
場合、納品先1か所につ
き1万円（税込）以上のご
注文をお願いいたします。 

実施の流れ 



社内での販売会を実施することで、フェアトレードの認知の向上や社会貢献に対する意識を高める
ことにもつながります。 

ご協力方法② 販売会について –１ 

社内でフェアトレードチョコレートを販売する機会をつくってください。 

お昼休みなどを活用して、社内食堂やロビーなどで、チョコレート販売会を実施してみませんか？ 

「しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ」や他のフェアトレード商品、寄付付き商品の販売ができます。 

当日ACEの販売スタッフを派遣することも可能です。 
（日時や場所、販売個数などを事前にご相談ください。） 

 昨シーズンご協力いただいた法人様のご紹介（一部） 

タカシマヤ一粒のぶどう基金様 

三菱商事株式会社様 

UAゼンセン様 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社様 

住友商事株式会社様 

株式会社日立製作所様 

リコー・ジャパン株式会社様 

公益財団法人キープ協会様 

ほか 
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ご協力方法② 販売会について –２ 

ACEへ
注文 

•社内販売会の実施が決まりましたら、別紙「チョコレート共同購入およびチョコレート販売会申込書」にご
記入の上、ACEまでご連絡ください。販売商品や納期について、ご相談させていただきます。 

商品お
届け 

•販売会前日までに、ACEより商品をお届けします。 

販売会
実施 

•販売会を実施します。 ※ACE販売スタッフを派遣することも可能です。 

商品の
返送 

•販売点数を確認の上、残った商品の返送をお願いします。※送料はご負担をお願いします。 

お支払
い 

•返送された商品を確認の上、ACEより請求書を発行します。内容を確認の上、お支払をお願いします。 

※原則、販売会実施日の2週間前ま
でにご連絡ください。2週間を切ってい
る場合にはご相談ください。 

実施の流れ 



ご協力方法③ その他の協力方法について 

これまで、下記のような さまざまな方法でご協力いただいてまいりました。 

下記にない事例でも、アイディアがありましたら、ぜひご相談ください。 

 

 

 

協力方法、いろいろ 

会議やイベント開催の際の、おやつとして 

※ACEの活動報告会や、ACEが製作した映画『バレンタイン一揆』の上映会もぜひご検討ください！ 

イベント参加者へのお土産として、商品購入者へのプレゼントとして。 

昨シーズンご協力いただいた法人様のご紹介（一部） 

株式会社アバンティ様 

株式会社神奈川ナブコ様 

国際ロータリー第2650地区財団学友会様 

有限会社チェンジ・エージェント様 

株式会社テラスカイ様 

一般社団法人土岐青年会議所様 

福岡黒田ライオンズクラブ様 

ユナイテッドピープル株式会社様 

NTT労働組合 ドコモ本部様 

ほか 

株式会社テラスカイ様 
イベント時のおやつとして
ご活用いただきました！ 

てんとう虫チョコ  

バラでのご注文も承っております！ 

詳しくはお問い合わせください。 

外部の方々に、組織の価値観を
お伝えするツールとして、ぜひ
ご活用ください！ 



 世界で過酷な児童労働をする子ども 1億6800万人（ILO 2013発表推計）                            

 

コーヒー（ケニア) 
パームやし 

（パプアニューギニア） 

さとうきび（ボリビア） 

漁業 
 (インドネシア) 

カカオ（ガーナ） 
サッカーボール（インド） 

コットン（インド) 

コルタン鉱石（タンタル） 
 (コンゴ民主共和国) 

 身近に食べているもの、使っているモノが、児童労働につながっている 

補足資料① 児童労働とは 

児童労働とは、18歳未満の子どもが、義務教育の機会や心身の健康的な 
成長を妨げられ、危険有害な状況で、違法に働かされることをさします。 
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「遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあたりまえを、世界の子どもたちに。」 

ACE（エース）は、子どもの権利が保障され、すべての子どもが希望を持って安心して暮らせる社会を
実現するために、市民とともに行動し、児童労働の撤廃と予防に取り組みます。 

危険な児童労働から子どもを救い、教育を
受けられるよう支援する 

現地で 

団体名 特定非営利活動法人ACE（エース）  

所在地 東京都台東区東上野（最寄駅：御徒町） 

ウェブサイト http://www.acejapan.org 

設立年月日 

1997年12月 「児童労働に反対するグローバルマーチ」

を日本で実施するため、学生5人で活動開始 

2005年8月NPO法人化、2010年3月認定NPO法人 

代表者 岩附由香 

組織体制 理事5名、有給専従スタッフ10名、インターン9名 
(2015年11月現在） 

会員/ 

サポーター数 
個人会員 228人、法人会員 24法人 
マンスリーサポーター 419名(2015年11月現在） 

財政規模 81,857千円（2014年度決算）  

収入内訳 会費・寄付67％ 事業収入27％ 助成金6％ 

主な活動地 インド、ガーナ、日本 

企業や市民と協力し、児童労働を生み出さ

ない仕組みをつくる 

＊ 児童労働 （ Child Labour ）とは、子どもの成長にとって害のある
労働を指します。子どもの労働すべてを指すわけではありません。 

    国際条約にしたがった定義としては、15歳未満（途上国は14歳
未満、つまり義務教育を受けるべき年齢の子ども）の労働と、
18歳未満の危険有害労働をさします。 

 
＊ ACEでは、以下の定義をもちい、児童労働（Child Labour）と子ど

もの仕事（Child Work）を区別して考えています。 
     注：ここでいう「子ども」とは、「国連子どもの権利条約」に

したがって、18歳未満の子どもをいいます。  

児童労働＝ Child Labour 
・教育を妨げる     例）学校に通えない（特に義務教育） 
・健康的な発達を妨げる 例）長時間同じ姿勢での作業 
・有害危険なもの    例）農薬や危険な機械を使う作業 
・搾取的である     例）売春・ポルノ、子ども兵士等 

 
子どもの仕事＝ Child Work 
・教育を受けることができる 
・子どもの年齢や成長に見合っている 
・健康的な成長を助け、責任感や技能     
を身につけることができる 

 

日本で 

■ACEの活動 
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補足資料② ACE 組織概要 



「スマイル・ガーナ プロジェクト」 
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主な取り組み内容：  
学校環境や教育の質が改善され、カカオ農家が経済的に自立することで、子どもが学校に通うことが「あたりまえ」になるよう、 
村の住民、特に子どもを抱える家庭や村のリーダー、地域の行政関係者と連携して取り組んでいます。 
 

１．危険労働からの子どもの保護と健康的な成長の促進 
２．学齢児童の就学率と出席率の向上 
３．学校の教育・学習環境や設備の改善 

４．コミュニティ活動における子どもの参加の促進 
５．カカオ生産農家の農業技術の改善 

補足資料③ プロジェクト紹介 

プロジェクト名：持続可能なカカオ農園経営と教育を通じた児童労働撤廃プロジェクト 
（Sustainable Management of cocoa farm and Improved Life via Education for the elimination of child labour） 
 
目的：ガーナのカカオ生産地で児童労働をなくし、すべての子どもに質の良い教育を保障する 

 
プロジェクトの対象： ガーナ国アシャンティ州アチュマ・ンプニュア郡 
2009年2月～2012年4月  クワベナ・アクワ村と6つの周辺集落 
2011年6月～2014年5月  同郡のパソロ村、ウルベグ村、アナンス村と21の周辺集落 
2014年9月～         同郡のカロンゴ村、ジュレソ村、ンスオテム村、タノドゥマセ村と18の周辺集落 
 
パートナー団体： Child Research for Action and Development Agency (CRADA) 

カカオ生産地支援  
ACEが販売するチョコレートの収益は、ガーナ・カカオ生産地の子ども支援プロジェクト 
「スマイル・ガーナ」プロジェクトの活動資金として使われます。 



項目 内容 

商品名 しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ＜2粒入り＞／＜4粒入り＞ 

販売価格 

＜2粒入り＞本体価格270円（税込）／＜4粒入り＞本体価格540円（税込） 

※1パックにつき2粒入りは50円、4粒入りは150円が、ガーナ・カカオ生産地の子どもを児童労働
から守り教育を支援するACE「スマイル・ガーナ」プロジェクトへの寄付となります。 

※ACEオリジナルパッケージでお届けします。 

原材料名 
ブラウンシュガー、カカオバター、ヘーゼルナッツ、全粉乳、カカオマス、 
バーボンバニラ 

内容量 てんとう虫チョコ5g×2粒 /4粒 

賞味期限 2016.12 

製造元 スイス・マエストラーニ社 

輸入元 有限会社オーガニックフォレスト 

原材料調達 

ドイツ・ラプンツェル社 
※スイスのオーガニック認証（IMO）受けたドミニカ共和国とボリビア産カカオを使用。 
   農薬を使わず、自然環境や働く人の環境に配慮して育てられたカカオから作られ、 
   乳化剤、香料、  保存料などの添加物も使用していません。 
 
※スマイル・ガーナ プロジェクト開始当時、日本ではガーナ産カカオを使ったフェアトレード＆
オーガニックのチョコレートを入手することができなかったため、このチョコレートを選びました。 
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補足資料④ てんとう虫チョコ商品詳細 



遊ぶ、学ぶ、笑う。 

そんなあたりまえを、世界の子どもたちに。 

お取扱いのご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。 

お申込・お問合せ先 

特定非営利活動法人ACE（エース） 担当：山下、青井 

〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-4 あつきビル3F 

TEL: 03-3835-7555  FAX: 03-3835-7601   
URL: http://acejapan.org/   Eメール：choco@acejapan.org 

ACEオンラインショップURL: http://acejapan.ocnk.net/ 
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ひとりでも多くの子どもたちが笑顔になれるよう、ご支援、ご協力をお願いいたします！ 


