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WWF ジャパン通販「PANDA SHOP」

ステイホーム週間に『#おこもり力』をアップ！
お家で過ごす時間を地球にやさしくシフトするグッズを紹介
新型コロナウイルス感染拡大抑止のためステイホームが呼びかけられているなか、
国際的な環境保全団体である公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東
京都港区 会長：末吉竹二郎 以下、WW ジャパン）が運営する通信販売
「PANDA SHOP（パンダショップ）」は、お家時間の過ごし方を地球にやさしく、
「#おこもり力」がアップするグッズをご紹介します。「地球１個分の暮らし」を目指
し環境や社会に配慮したアイテムを厳選する「PANDA SHOP」。
ぜひ、今年のゴールデンウィークはいつもの生活を見直し、地球にやさしい生活
にシフトしてみませんか？
PANDA SHOP は、自然環境への負荷が小さい商品や、
途上国などの地域社会の支援につながる商品を積極的に扱っています。
【FSC®認証】
FSC®マークの付いた商品を購入すれば、認証を取得した林業者に利益が還元され、
適切な森林管理をさらに推し進めることにつながっていきます。
【フェアトレード】
フェアトレード商品を購入することで、途上国の生産者を応援することができ、
持続可能な社会づくりの大きな力になります。

PANDA SHOP のウェブサイト https://shop.wwf.or.jp

ゆっくり本を読みましょう
絵本とはいえ、かなりの読み応えで大人も充分楽しめます。それぞれ英語版があるので２冊買うと英語の勉強にもなりますね！
＊いずれも、人と環境に配慮した FSC®認証取得アイテムです。

【絵本】自然のふしぎ大図解

自然のふしぎを、たくさんのたのしい図解で
紹介。
■商品概要 作:アマンダ・ウッド、マイク・ジョリー / 絵:
オーウェン・デビー / 訳:田中真知 / 対象年齢:小学
校中学年から / ページ数:111 ページ / 表紙サイズ:
縦 32×横 27 ㎝ / 価格:\3,300（税込）

【絵本】サメってさいこう！

【絵本】サルってさいこう！

海のそとに出ちゃうサメって？サメのふし
ぎを徹底的に紹介。

サルがずるがしこいってほんと？サルのふ
しぎを徹底的に紹介。

■商品概要 作:オーウェン・デビー / 訳:越智典
子 / 日本語監修:佐藤圭一 / 対象年齢:小学
校低学年から / ページ数:36 ページ / 表紙サイ
ズ:縦 32×横 25 ㎝ / 価格:\1,980（税込）

■商品概要 作:オーウェン・デビー / 訳:越智典
子 / 日本語監修:佐藤圭一 / 対象年齢:小学
校低学年から / ページ数:36 ページ / 表紙サイ
ズ:縦 32×横 25 ㎝ / 価格:1,980（税込）

WWF(世界自然保護基金)は、世界約100カ国で活動している地球環境保全団体です
WWF– World Wide Fund For Nature

アートな作品を作ってみては？
お子さんは自由にお絵かき。大人はスケッチやデッサン、ぬりえなどに挑戦してみてはいかがでしょう。

かくれパンダくれよん

FSC®認証・かくれパンダスケッチブック

太軸で握りやすく折れにくいので、小さいお子
様にも使いやすいです。8 色入りです。

A6・はがきサイズの画用紙は、白と黒の 2
種類の組み合わせ。切手を貼れば絵手
紙として送ることができます。

■商品概要 素材：トレー PS、 個箱・ラベル 紙、色軸
顔料・パラフィンワックス・体質顔料・機械潤滑油（石油
由来） / サイズ：個箱 150×95×16mm、クレヨン 11
×11×70mm /日本製 / 価格：\660（税込）

■商品概要 素材：FSC®認証紙 / サイズ：縦
105mm×横 148mm×厚み 12mm / 白 40 枚
黒、8 枚 / 日本製 / 価格：\715（税込）

お部屋を片づけましょう
忙しいと部屋の片づけを後回しにしてしまいがち。年末の大掃除…と言わず、家にいる時間が多い今、部屋の
片づけをしませんか？趣味の道具や、書類などを区分けしてお部屋の中をスッキリさせましょう。

FSC®認証･パンダお道具箱

FSC®認証･WWF ドキュメントケース

文房具の新アイテム、大人のお道具箱。
A4 サイズの書類が余裕で入ります。裁縫
道具や趣味の道具入れとしてもおすすめで
す。

A4 サイズの書類がたっぷり入り、持ち運び
にも便利なドキュメントケース。書類をすっき
り収納できる、脱プラにも貢献できる紙製の
書類入れです。

■商品概要 素材:FSC®認証紙 / サイズ:
外寸：縦 34 ㎝×横 24 ㎝×高さ 7.5 ㎝（フ
タの高さ 6.5 ㎝）/ 日本製 / 価格:\3,850
（税込）

■商品概要 素材:FSC®認証紙 / サイ
ズ:23.5 ㎝×横 33 ㎝×厚み 0.6 ㎝ / 日本製
/ 価格:\1,650（税込）

そろそろ衣替えの季節です
昼間は暖かくて半袖で過ごす人も増えてきました。おうちで洗えるものはパンダショップの洗剤でエコな衣替
えをしましょう。

オーガニック洗剤・ハッピー（HAPPI)

竹炭石けん（オレンジミント）

オーガニック成分 100％。合成界面
活性剤、漂白剤、蛍光剤などは一切
不使用。1 袋で 400 回の洗濯が出
来る濃縮タイプ。プラごみ削減にも！

国産の竹を土釜で数日間焼いた炭と灰、そ
して水だけを原料に作られた竹炭灰ミネラル
水に、天然油脂(ココナツ油・米油)を配合し
た「液体せっけん」。食器洗いにも使えます。

■商品概要 成分:有機ソープベリーナッツ、有
機大豆グリセリン、有機サトウキビエタノール、有
機オレンジオイル、有機ユーカリオイル / 用途:洗
濯用 / 液性:弱酸性 / 内容量:1000ml / オ
ーストラリア製 /価格:\9,570（税込）

■商品概要 原材料:水、竹炭、竹炭灰、純せっけん、
エッセンシャルオイル（オレンジ、ペパーミント）/ 用途:洗
濯（綿・麻・絹・毛・レーヨン・アセテート合成繊維等）、
食器洗い / 液性:弱アルカリ性 / 内容量:500ml / 日
本製 / 価格:\2,178（税込）

おうちごはん・おうちカフェでのんびりしましょう
家で過ごす時間を、手の込んだものを作ったり、お子さんと一緒に作ったり、お料理を楽しみましょう。そし
て、お気に入りの飲み物とお菓子でリラックスタイム。心と体を休めましょう。

ネパールカレー・野菜用

アニマル茶こし（ゴマフアザラシ）

本格的なネパール風カレーを手軽に
楽しめる、粉状のスパイスを揃えたセッ
トです。フェアトレード商品。
■商品概要 内容量:各 4 皿分×2 セット /
原材料:カレースパイス（コリアンダー、ガラムマサ
ラ、ガーリック、ジンジャー、ターメリック）2 袋、など
※全スパイスオーガニック認証取得 / 原産国:ネ
パール / 価格:\702（税込）

このプレスリリースと関連資料はＷＷＦジャパンのウェブサイトでもご覧いただけます

WWF– World Wide Fund For Nature (also known as World Wildlife Fund)

ティータイムを楽しく過ごせる動物の形
のシリコーン製茶こし。胴体部分に茶
葉を入れて、カップのフチにセットしま
す。他にホッキョクグマ、アジアゾウ、カ
バ、バンドウイルカも。
■商品概要 サイズ(約):縦 10.3 ㎝×横 4.7
㎝×厚 4 ㎝ / 素材:シリコーン / 中国製 /
電子レンジ、食洗機 OK / 耐熱温度 230℃、
耐冷温度ー20℃ / 価格:￥1,078（税込）

FSC®認証・パンダお箸＆箸置きセット

エクストラチョコ＆中深煎りコーヒーギフトセット
フェアトレードのミニチョコ 1 枚、ドリップコー
ヒー2 杯のセットをスペシャルパッケージで。

山梨県 FSC®認証林の
樹木で丁寧に製作された
逸品です。軽くて持ちやす
く滑りにくい八角箸。木の
呼吸を妨げないガラス塗装です。箸カバー兼用・箸置き付き、
紙パッケージ入り。

■商品概要 【エクストラチョコレート】内容量:40g /
原材料:カカオマス、粗糖、ココアバター、黒糖、バニラ
/ 原産国:スイス / 輸入元:第３世界ショップ / 【ドリッ
プコーヒー・中深煎り】内容量:８ｇ / 原産国:ブラジ
ル / 輸入元:第３世界ショップ / 価格￥972(税込)

■商品概要 素材：栗、桜（FSC®認証材）/ サイズ：箸 長さ 23cm×太
さ 7mm、箸置き 縦 23mm×横 29 ㎜×厚み 10mm / 重さ：約 25g / ガ
ラス塗装 / 日本製 / 価格¥1,760（税込）

SNS でも「#おこもり力」を募集しています！
WWF ジャパンの Twitter、Facebook、Instagram でも「#おこもり力」を発信していくとともに、フォロワーのみなさんからの
「#おこもり力」の投稿を募集しています。https://www.wwf.or.jp/staffblog/campaign/4300.html
【ゆる募】おうち時間を充実！地球にやさしい「#おこもり力」
おうち時間が増えて、いつもとちょっと違うことを始めてみたり、
ユニークな過ごし方を大発見！そんな方も多いのでは？
そこで、WWF ジャパンでは、地球にやさしく、おうち時間の過ごし方の
可能性を探求する「#おこもり力」を提案します。
私にとっても、地球にとっても優しい時間を過ごすために、
ぜひ、あなたの「#おこもり力」を教えてください。
＜投稿について＞
ハッシュタグ「#おこもり力」「#WWF ジャパン」を付けて SNS（Twitter、Instagram、Facebook）でシェアしてください！

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、１
日も早い終息を心より願っております。
■関連情報
【ゆる募】おうち時間を充実 地球にやさしい「#おこもり力」
https://www.wwf.or.jp/staffblog/campaign/4300.html
「今日は北極にいます！」オンライン会議のバーチャル背景、どうしていますか？
https://www.wwf.or.jp/staffblog/diary/4301.html
動物ソーシャルディスタンシングが SNS で話題に！
https://twitter.com/WWFJapan/status/1244552845703045120
WWF ジャパンでは感染症と野生生物についての情報発信をしています。
＜感染症と野生生物 新型コロナウイルスの問題に寄せて＞
https://www.wwf.or.jp/staffblog/activity/4256.html
＜アジア 5 つの市場で新型コロナウイルスと野生生物の取引市場に関する意識調査を実施＞
https://www.wwf.or.jp/activities/activity/4294.html
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