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閑静な住宅街に佇む緑溢れるスタジオ
毎⽉1⽇∼7⽇までオープンする
雑貨ショップ

①Minamicho�Terrace�

∼取り扱い店舗情報∼

絶景が楽しめる⾼台のオシャレなカフェ
事前予約必須！

フェアトレードメニュー
コーヒー

⼩坪4-12-15 0467-84-7162

②スタジオ•オーク

フェアトレード商品
ZUSHI�COFFE�

③CAFE�FANDANGO�

⼩坪2-22-14��0467-24-4075

新宿4-15-19�046-845-9348

フェアトレード⾷材
有機ブラックペッパ
ー

披露⼭公園の近くにある
オシャレなカフェ
地産地消の⾷材を使⽤



�

�

新宿1-5-14��
MARKET�046-876-8588
CINEMA�046-873-5643

④AMIGO�MARKET�
CINEMA�AMIGO

逗⼦市内唯⼀のシネマが
併設されたオシャレなカフェ
洋画に登場しそうなレトロな
雰囲気が楽しめる！
フェアトレード商品
People�treeチョコレート
チャイのベースの⾷材

⑤Beach�Muffin�

桜⼭8-3-22��
046-872-5204

フェアトレード商品
ココナッツ
コーヒー

オーガニックスイーツや
美味しいビーガンマフィン
とコーヒーの相性が抜群！



桜⼭8-1-1��046-887-0484

⑥Ginger�Beach�Inn

完全天⽇塩�TEJAKULA
インドネシアバリ島産

フェアトレード商品

カフェ併設の海⾵感じる癒しの
セレクトショップ

⑦カフェちょこっと

池⼦1-11-2��046-873-8589

フェアトレード商品
ZUSHI�COFFEE�

第⼀運動公園内にあるため、
市⺠の交流の場となる⼈気の
カフェ。内装はゆったりして
おり、ベビーカーや⾞椅⼦の
⽅でも利⽤しやすい！

⻲⻲堂
フェアトレード
チョコレートを
使⽤した天然
��酵⺟のパン



⑧ユーコープ桜⼭店

桜⼭3-6-21�
046-873-6952

フェアトレード商品
coop商品 
ペルー共和国産バナナ 
コロンビアブレンドコーヒー
スリランカ産セイロン紅茶
⼩川珈琲
有機珈琲 フェアトレード
モカブレンド

�⑨Café�La�Chatte�Ronronne

フェアトレード商品
People�Treeチョコレート
(不定期)

逗⼦2-8-8��ペジーブルマラン1階
046-870-5212

コーヒー•お料理の他に、
天然酵⺟パンやお菓⼦も
楽しめるカフェ

ユーコープのフェアトレード
バナナは⼀袋につき約4円が
労働者に還元される！



⑩スターバックスコーヒー逗⼦駅前店

逗⼦1-4-1菊池ビル1階
�046-870-6890

フェアトレード商品
イタリアンロースト

深煎りのロースト感とダークチョコレートの
ようなほのかな⽢い⾵味が特徴
イートインはメニューからコーヒー
プレスを選んで注⽂可能！

１階スズキヤ逗⼦駅前店

逗⼦1-4-1 1階スズキヤ:046-871-3351
2階スズキヤ舶来屋:046-871-8324

2階スズキヤ舶来屋逗⼦駅前店

フェアトレード商品
ZUSHI�COFFEE

フェアトレード商品
⼩川珈琲店有機珈琲モカブレンド
九⻤産業株式会社いりごま⽩
⼀番搾りごま油
S&B有機ブラックペッパー



⑪MARLOWE逗⼦駅前店
プリンやスイーツが⼤⼈気！
コーヒーやワインなど盛りだくさん！

フェアトレード商品
Original�coffee�Blend�No.1

逗⼦1-2-10��046-872-3350

⑫a�day.Zushi�

逗⼦1-2-11�046-871-8171

フェアトレード商品
zotter�チョコレート 
オーストラリア産
⾼品質なカカオ⾖を使⽤し、
⽩砂糖を⼀切使わずに粗糖や
⿊砂糖で仕上げている。

⑬Vegetable�Chinese�せろりや

フェアトレード商品
ココナッツ団⼦
フィリピン産ココナッツパウダー
ココナッツの⾹りと優しい⽢さが絶妙で、
もちもちの⾷感を楽しめる！

地元野菜を中⼼に使⽤した本格中華料理店

逗⼦1-11-6����046-854-7372

⾷卓に合う⾃然派ワインを中⼼に取り揃えているお店



⑭オーケー逗⼦店

逗⼦1-11-17���
046-874-8625

逗⼦市内の⼤型スーパ
ーフェアトレード商品
S&B有機ブラックペッパー
  有機コショー
  有機シナモン

⑮lavoro�di�mano

逗⼦7-6-20�
Zushi�small�square�1階
046-876-8307

フェアトレード商品
People�Treeアクセサリー

逗⼦モール⼊⼝にある
かわいい雑貨屋さん

⑯逗⼦�⿂勝

逗⼦7-13-23���
046-871-2302

フェアトレード商品
ZUSHI�COFFEE�

鮨•懐⽯•ふぐ料理などが
いただける⽼舗和⾷店



⑰pain�presso

⼭の根1-2-33
GAビル1階
046-845-9781

フェアトレード商品
フランスのKAOKAオーガニック
フェアトレードチョコレート
フェアトレードトートバック
KAOKAを使⽤したパン
ショコラ•ショコラ 
パン•オ•ショコラ

JRの線路沿いにあり、通いたく
なるほど美味しいパンが勢ぞろい！

⑱1階 ⽯⾅そば 
 2階 HALAL�RESTAURANT�

⼭の根1-1-31�
1階�046-871-5822�
2階�046-874-5335�

フェアトレード⾷材
1番搾りごま油 
有機ホールトマト⽸
ダージリンティー 
ココナッツオイル
有機ブラックペッパー

1階•2階共にバングラディッシュ出⾝の
そば職⼈さんのお店で、どちらも注⽂可能！



20�AID.KITCHEN�

逗⼦1-6-27
ピアーズビル1階
046-871-3801

�

フェアトレード商品
コーヒー
チョコレート 

19��カルディコーヒーファーム逗⼦店
フェアトレードコーヒーの種類が
豊富で、店員さんに好みを伝える
と、ピッタリのコーヒーを選んで
くださった！

逗⼦1-8-15⽥村ビル1階
046-815-0340

フェアトレードメニュー
グリーンカレー 
ココナッツのまろやかさとスパ
イスの相性が抜群なカレー
フィリピン産
ココナッツオイル 
ココナッツミルク

ヘルシーでオシャレなお惣菜•
お弁当屋さん
イートインスペースもあり！



21セブンイレブン逗⼦7丁⽬店

22�Seedling�kitchen逗⼦�

逗⼦7-1-57
046-872-5051

フェアトレード商品
カカオ73%ハイカカオ
チョコレート

銀座通り⼊⼝交差点の⽬
の前にある利⽤しやすい
コンビニエンスストア

フェアトレードメニュー
紅茶
ランチドリンクの中から
のみ選択可能

逗⼦5-4-29
046-876-9878

三浦半島で採れた野菜を中⼼に
使⽤した健康的なお料理は
⾊彩豊かで⽬でも楽しめる！
おいしいマフィンもおすすめ！



23�陰陽洞

逗⼦6-2-5�
046-873-7137

 

フェアトレード商品
チョコレート
ナッツ
ドライフルーツ
コーヒー
紅茶
砂糖
ハーブ
スパイス その他多数

オーガニックな⾷材店で、⾷の安全
と環境に優しい商品を取り扱ってい
る。
フェアトレード商品も品揃えがとて
も豊富！店員さんがとても親切で、
商品の説明や、選ぶ時にアドバイス
をくださるので、学びのある買い物
をすることができる！



使⽤したフェアトレード商品
陰陽洞
�ハニーココナッツ
Nハーベスト
有機シナモンパウダー
coop桜⼭店
バナナ

使⽤したフェアトレード商品
スズキヤ
九⻤産業��⼀番搾りごま油
  ���������いりごま⽩

家庭でできる！アレンジレシピ
シナモンとココナッツ⾹る
バナナのフレンチトースト

pain�pressoさんの
おすすめのバケットを使⽤

ごまの⾹ばしい⾹り豊かなしらす丼

フレンチトーストのお供に
フェアトレードコーヒーも
いかがですか？

逗⼦市でとれるおいしい
しらすと相性抜群！

優しい⽢みで、お料理に使⽤しても
美味しくできました！



⼀部引⽤させていただいた写真

表紙の写真:逗⼦フォト 
     �33番 逗⼦マリーナより引⽤

逗⼦市公式ホームページ
市内フェアトレード商品取り扱い店舗マップ
店舗により⼀部の写真を引⽤

逗⼦市2022年
⾷べて応援！フェアトレード×ローカル
ランチキャンペーンマップ
店舗により⼀部の写真を引⽤

写真について
使⽤した写真は、訪問させていただいた際に
撮影させていただいたものが中⼼です。



 この度は、突然の訪問、お電話にも関わら
ず、温かく迎え⼊れてくださり、たくさんの
お店様にご協⼒いただきましたことを
⼼より感謝申し上げます。
逗⼦の⽅々の優しいお⼼遣いに、感謝の
気持ちでいっぱいです。

以前よりフェアトレードについて関⼼を持ち
⾃⾝の探求活動として学んでまいりました。
実際に逗⼦市内のお店様の⽅々にお話しを
伺えたことで、机上は知り得ないであろう
新たな発⾒や知識を得ることができました。
フェアトレードタウンとして⼀丸となり、
活動されている皆様の姿を拝⾒し、逗⼦の
学⽣としてフェアトレードについて学ぶ
機会をいただけましたことを誇りに思います。

私もより良い未来を築いていく⼀員として
⼀歩踏み出す勇気をいただきました。
今後、この貴重な経験を胸に、国際理解に
ついての学びを深めてまいります。
重ねて厚く御礼申し上げます。

聖和学院髙等学校Y.O


