
逗子駅

神武寺駅

東逗子駅

⑯Beach Muffin
桜山8-3-22 ☎046-872-5204
🍴レッドチリライス、コーヒー
FT食材：コーヒー、

ココナッツオイル

⑮カフェちょこっと(体験学習施設スマイル内)

池子1-11-2 ☎046-873-8589
・ICHI～市 🍴お弁当 ※月・土曜日

・Seedling kitchen 逗子 🍴お弁当 ※水曜日
・AID.KITCHEN 🍴お弁当 ※木・金曜日
・亀亀堂 🍴パン ※月・水・土曜日

⑰AMIGO MARKET
新宿1-5-14 ☎046-876-8588
🍴夏野菜のカレー
FT食材：カレーリーフ、カルダモン、

コリアンダー、
クミン

⑱CAFE FANDANGO
新宿4-15-19 ☎046-845-9348
🍴ポークジンジャー、タコライス、
ハンバーグ

FT食材：有機ブラック
ペッパー

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へようこそ

今年、逗子市はフェアトレードタウンに認定されて5周年を迎えます。そこで5月の
「フェアトレード月間」に合わせ、市内のお店でフェアトレードを味わえる、キャン
ペーンを実施します。

フェアトレードは、開発途上国の農家や小規模生産者や女性など立場の弱い人々の自
立を、買い物を通して支援する国際協力活動です。公正な価格で引き取り、自然や伝
統文化を大切にし、児童労働など労働環境に配慮し、生産者の顔が見える、人と人を
つなぐ貿易です。また、フェアトレードは、地域と地域を結ぶ「国際産直」運動とし
て、私たちの生活のあり方を見直すことを通して、共に地域をより良くしていこうと
するコミュニティ運動でもあります。

フェアトレードの理念である「作り手を大切に想う」気持ちは、「地元生産者を応援
したい」という地産地消の考え方と共通しています。

海を越えた遠くの生産者さんへの「ありがとう」と身近な生産者さんへの「ありがと
う」を一緒に味わってみてくださいね。

中心部(枠内)は
裏面を見てね

逗子・葉山駅

各店舗
テイクアウト・ディナー対応中！
※詳細は各店舗へお問い合わせください。

⑱

⑰
⑯

※食材の仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります
主催：逗子フェアトレードタウンの会 共催：逗子市

キャンペーン実施期間

2021年5月1日(土)～5月31日(月)
～フェアトレードから世界とつながる平和なまちづくりを～

3店舗回って逗子珈琲をGET! (抽選20名様)

２４９８６８６

郵便はがき

おそれいりますが

所定の郵便料金分

の切手をお貼り

ください。

逗子市逗子５丁目２番16号

逗子市役所 市民協働部 市民協働課行

※郵送等のほか、スズキヤ逗子駅前店サービスカウンター、陰陽洞に設置する応募BOXに投函することで応募も可能です。
※個人情報は、賞品の抽選・発送業務としてのみ使用いたします。
※応募情報に不備がある場合、賞品が届かず無効になりますので、記載事項に誤りがないかご確認ください。

食べて応援！フェアトレード×ローカル
「逗子珈琲」プレゼントキャンペーン
シールを3枚貼り以下に記入して応募すれば

「逗子珈琲」ドリップパック(4袋)当たる！(抽選20名様)

■応募締切：2021年6月4日(当日消印有効)

ご住所

お名前

フリガナ

電話番号

応募シール
貼付位置

〒 都道
府県

※マンション等は、棟、号まで詳細にご記入ください。

（ ） Googleフォームでも
応募できます！

★

★

★

★

※「あなたのフェアトレード体験」についてお聞かせください。
(○○のフェアトレード珈琲が好き、買うときに生産地を確認する、など)

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MAP
FAIR TRADE LUNCH HERE

イベント詳細
はこちらから

★：フェアトレード食品販売店

⑬

⑭ICHI～市(タパス食堂アル) ※土～火曜日
逗子6-5-9 ☎046-854-4286
🍴 ドライカレーと地産地消のサラダ
FT食材：カレーの壺

⑬OHANAYA
逗子6-5-1 1F ☎046-890-6320
🍴和歌山産本州鹿のロースト
アマゾンカカオ

FT食材：アマゾンカカオ

⑮

⑭

⑭

⑬
AMIGO 

MARKET

Beach Muffin Ginger Beach Inn

ユーコープ桜山店



⑩④

③

⑪

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩スズキヤ逗子駅前店
逗子1-4-1 ☎046-871-3315
🍴スズキヤ自家製海老グラタン
マヨネーズベーコンパン
葉山産生姜入スズキヤジャンボ生姜餃子
鎌倉腰越産小いわし唐揚
FT食材：有機コショー

②HALAL RESTAURANT
山の根1-1-31 2F ☎046-874-5355
🍴カレーランチセット、ミルクティー
FT食材：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

すべてのメニューにFT食材を使用！→

⑧逗子 魚勝
逗子7-13-23 ☎046-871-2302
🍴地魚塩焼、地蛸唐揚
鎌倉野菜とジャコのサラダ

FT食材：塩

⑦Maresco～Sapore di mare～
逗子7-3-49 1F-B
☎046-827-7020
🍴地野菜としらす 有機トマトソースの
スパゲッティ

FT食材：有機ホールトマト缶

⑥サンサンゴゴ
逗子5-4-35 ☎046-897-0814
🍴沖縄やさいそば、デラックス沖縄弁当
FT食材：有機ブラックペッパー

⑫TRATTORIA LA VERDE
逗子2-10-3 ☎046-871-2439
🍴地ダコのトマト煮～ルチアーナ風～
紅茶

FT食材：カモミールティー、
アールグレイティー

⑫

京急逗子・葉山駅

⑤Seedling kitchen 逗子
逗子5-4-29 ☎046-876-9878
🍴タンドリーチキングリル、紅茶
FT食材：カレーペースト、

セイロンティー、
アールグレイティー

⑨

②

④せろりや
逗子1-11-6 ☎046-854-7372
🍴ココナッツカスタード団子
旬野菜と小エビのあっさり塩炒め

FT食材：ココナッツパウダー

③AID.KITCHEN
逗子1-8-15 田村ビル1F
☎046-815-0340
🍴グリーンカレー、
ダージリンポーク(紅茶豚)

FT食材：ココナッツミルク、
ダージリンティー

①石臼そば
山の根1-1-31 1F ☎046-871-5822
🍴みそきゅうり、焼鳥、盛りそば
FT食材：有機ホールトマト缶、

一番搾りごま油

⑪トラットリア ア・ターヴォラ
逗子2-6-22 ☎046-871-0150
🍴スパゲッティ 長井産地鯵と旬の地野菜
トマトソース

FT食材：ケニア山の紅茶
※5/13(木)～5/25(火)提供

⑨Caffe di Mottene ※10:00～14:30
逗子1-5-1 ☎046-874-7009
🍴亀亀堂のチョコパン
FT食材：チョコレート

市役所

〒

フェアトレード食品はどこで買えるの？

逗子市内でフェアトレード食品を取り扱っているお店は、全部で
14店舗。★印のお店で買うことができますよ。

取り扱っている食材は定番のコーヒー・紅茶やチョコレートだけ
でなく、塩・コショウやシナモンパウダーといった調味料や、ト
マト缶やココナッツオイルなど、少し変わった商品も。

フェアトレードメニューを味わった後は、
その料理に使われたフェアトレード食材を
買ってみよう！

フェアトレード商品をちょこっと紹介

テジャクラの塩（御塩屋）
インドネシア、バリ島北部の美しい村テジャクラで、機械も火も使わず職人さんの手仕事でつくられた
「生」の海塩です。御塩屋（ごえんや）はこの伝統が続くように職人さんとじっくり話し合い適正な取引を
されています。

カレーの壺（プレス・オールターナティブ）
生産者は、「スリランカを世界一のスパイス基地にしたい！」と奮闘するマリオさん。20年以上マリオさん
はスパイス農家への技術指導などを行い、農家が誇りを持って高品質なスパイスを生産できるように取り組
んでいます。

ケニア山の紅茶（アフリカン・スクエアー）
ケニアの小規模農家の方々が農薬を使わずに大切に育てた紅茶です。CTC製法で作られBP1という粒の一番
大きな茶葉です。豊かなコクと旨味がありミルクとの相性は抜群です。

ごま（九鬼産業）
日本で消費されているごまは99.9％が外国産。ごまは暑く乾燥した地域でよく育ち、原産国はアジア、中南
米、アフリカなどです。九鬼産業ではニカラグア共和国のDelCampo農協より素材の味を活かした香り高い
ごまを提供しています。フェアトレードにより、ごま農家は適正な賃金に加えて、飲み水を貯めるタンクな
どを購入することができました。

★

★★
★

★

★

ロータリー

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MAP
FAIR TRADE LUNCH HERE

①

スズキヤ逗子駅前店
(応募BOX)

陰陽洞
(応募BOX)

オーケー逗子店

a day.

スターバックス
逗子駅前店

カルディコーヒー
ファーム逗子店

図書館

小学校

セブンイレブン
逗子駅前店★

★Caffe di Mottene

★
マーロウ
逗子駅前店

セブンイレブン
逗子７丁目店 ★


