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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 started in 2015. 

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。

コルミッコの売り上げは
寄付されます
コルミッコの売り上げの一部は、2011年の東日
本大震災で被害にあった東北や子どもたちの未
来に向けての活動、また被災地の支援や社会
貢献活動を行うボランティア団体などに寄付さ
れます。

Charity for children
Part of the sales from Kolmikko will be donated to the Tohoku region, which 
has been affected by the 2011 Great East Japan Earthquake, to activities for 
improving the future of the children, and to volunteer groups that are 
supporting the disaster-stricken areas or engaging in philanthropic activities 
there.

MORIUMIUS
MORIUMIUS is an educational complex 
for �rst-hand learning located in Ogatsu 
Town, Ishinomaki City, Miyagi Prefec-
ture. Here, children can learn how to 
lead sustainable lives within a natural 
environment through various hands-on 
experience programs, and by interacting 
with others.

モリウミアス
モリウミアスは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
たちが自然の中で様々な体験プログラムや人との交
流を通して、サスティナブルに生きる力を学ぶ場所
です。

Hands On Tokyo
The Hands on network, Points of Light, is 
the largest volunteer organization in the 
world, with over 208 Action Centers in 37 
countries worldwide. The only Action 
Center in Japan is Hands On Tokyo. Both 
people from Japan and people from other 
countries collaborate to contribute to the 
local community as well as to deliver a 
broad range of services. 

ハンズオン東京
日本を含む世界37カ国208の活動拠点を持つ世界
最大のボランティアネットワーク、ポインツ・オブ・ライ
ト財団の日本唯一の活動拠点が、ハンズオン東京。
日本人と外国人が協力して、幅広い地域貢献活動
などを行っています。

Ashinaga
Ashinaga is a non-profit organization 
headquartered in Tokyo, Japan that 
provides educational funding and 
psychological support to children who 
have lost one or both guardians, as well 
as to those whose guardians suffer from 
serious disabilities. 

あしなが育英基会
病気や災害、自死（自殺）などで親を亡くした子どもた
ちや、親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもた
ちを物心両面で支える民間非営利団体です。

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 in Tohoku and other areas.

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、東北を始めとする様々な支援に繋がります。

http://moriumius.
jp/en/

http://www.handsontokyo.
org/en/home

https://en.ashinaga.org/

Main Recipients 主な寄付先

 

Kolmikko’s 
Donation Record
これまでの寄付実績

For 2016 – 500,000 yen　
Donation recipient: MORIUMIUS
2016年 500,000円　
寄付先：「MORIUMIUS〈モリウミアス〉」

For 2018 – 899.503 yen　
Donation recipient: MORIUMIUS, 
Hands On Tokyo and Ashinaga
2018年 899,503円　
寄付先：「MORIUMIUS〈モリウミアス〉」
「ハンズオン東京」、「あしなが育英会」

For 2017 – 500,000 yen　　
Donation recipient: MORIUMIUS
2017年 500,000円　
寄付先：「MORIUMIUS〈モリウミアス〉」
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