
編む、出会う、届ける
コルミッコのクリスマス・チャリティー
knitting, meeting, giving

kolmikko christmas charity
コルミッコの展示販売期間

Period of exhibition

11. 27(Mon.)–12. 25 (Mon.)

at Hyatt Regency Kyoto 
Lobby and B1 floor 



Website: http://www.kolmikko.org/
facebook: https://www.facebook.com/kolmikkokk
instagram: kolmikko333
E-mail: kolmikkokk@gmail.com

kolmikko christmas 2017

コルミッコってなに？
kolmikko〈コルミッコ〉とは、遠い北の森に住んでいるトロー
ル〈妖精〉のこと。一年に一度、クリスマスに幸せを届けに
森からやってきます……。そんな物語を背景に始まったチャリ
ティープロジェクトです。

What is Kolmikko?
The kolmikko are troll fairies who live in the far north 
woods. Once a year during Christmas, they come down 
from the woods to bring everybody happiness. Inspired 
by this background story, our charitable program starts 
this year.

想いを東北へ届けます
コルミッコの売り上げの一部を寄付することで、様々なかたち
でプロジェクトにご賛同いただいたみなさまの気持ちを東北
に届けます。

Charity for Tohoku
By donating the earnings from our sales of the kolmikko 
dolls, we are delivering our warmhearted support to 
those in need. We appreciate everyone who cooperated 
on these projects.

寄付は「MORIUMIUS〈モリウミアス〉」の
活動支援として
モリウミアスは、2011年に起きた東日本大震災で被害にあった宮城県石
巻市雄勝町にある教育的複合体験施設。子どもたちが、人と暮らしと自
然が共存する環境で体験プログラムや交流を通して、サスティナブルに
生きる力を学ぶ場所です。子どもたちと雄勝町の未来を応援します。

Donations go to the activities of Moriumius
Located in Ogatsu-cho, Ishinomaki-shi in Miyagi prefecture (an area 
that was severely damaged by the 2011 earthquake), Moriumius is 
an educational facility that provides experiential learning opportu-
nities. Through various programs and interactions with the 
environment, children learn how people and nature can coexist in 
sustainable harmony. Together with these children, Moriumius 
supports the future of Ogatsu-cho.

コルミッコの編みぐるみは
すべて手編みです
プロジェクトに賛同いただいた方々によるワークショップから
生まれた手編みのコルミッコたち。だから同じコルミッコは世
界にひとつもありません。小さいの、大きいの、ぼさぼさ頭、
くりくりの目、曲がった鼻、赤いの、白いの、しましまの……。
あなたのお気に入りを見つけて下さい。お買い上げ下さった
ひとつひとつのコルミッコが、東北の支援へと繋がります。

Kolmikko dolls are all handmade 
These unique crocheted and stuffed kolmikko dolls are all 
handmade, created in a workshop by supporters of the 
project. No two kolmikko are alike: small ones, big ones, 
ru�ed-hair ones, ones with big round eyes or crooked 
noses, red ones, white ones, striped ones — we hope you 
find a favorite! The purchase of each kolmikko contributes 
toward supporting the children of Tohoku.

Supported by Axel Japan 

http://moriumius.jp/



kolmikko for charity

Follow the instructions 
below to get your Kolmikko

コルミッコのご購入方法です
コルミッコは１個 2,000円（税込み）です

　（お気持ちをプラスして、3,000円でも！ 5,000円でも！）

Please pay a minimum of JPY 2,000 (including tax) for your Kolmikko 
(you can pay JPY 3,000, JPY 5,000 or any other amount you wish to go toward charity).

1.
お好きなコルミッコが
見つかったら、
フロント横ポストまで
お持ち下さい
After you find your favorite 
Kolmikko, bring it to the post 
near the Front Desk. 

2.
お支払いを
ポストに入れて下さい
Please put your payment 
to the post.
おつりのご用意はございません。
フロントにて両替をお願いいたします
The Front Desk does not have change.  
Please ask a desk clerk 
if you need help changing money.

3.
さあ、もうこれで
あなたのコルミッコ！
Now you have 
your own Kolmikko! 

コルミッコのお尻に結んであるリボンの数字がシリアル番号です。このシリア
ル番号と同じ数字のコルミッコカードをポスト横のフォルダーから探して下さ
い。よろしければそのカードにお名前と連絡先（e-mailのアドレス、またはご住
所）をご記入いただき、お金といっしょにポストに入れて下さい。これからのコル
ミッコのお知らせなどを送らせていただきます。
※個人情報は上記目的以外に使用することはありません。

A serial number is printed on the ribbon tied to the backside of each Kolmikko. 
Search the folder beside the post for a Kolmikko card with the same serial  number. 
If you would like, write your name and contact information (e-mail address or 
residence address) on the card.  Place the card, along with the amount paid, in the 
post.  We will send you the latest information about Kolmikko. 
• We will not use your personal information for any other purpose.  


