
逗子駅

神武寺駅

東逗子駅

⑳AMIGO MARKET
新宿1-5-14 ☎046-876-8588
🍴夏野菜のカレー、チャイ
FT食材：コショウ、紅茶

⑲ICHI～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：ゴマ

すべてのお弁当に
FTのゴマを使用！→

㉑CAFE 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

⑮亀亀堂
販売は⑭カフェちょこっと のみ
☎046-845-9348
🍴チョコパン
FT食材：チョコレート、

シナモン

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6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。

㉑

⑳
⑰

※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
※「FT」は「フェアトレード」を便宜上略した言葉です
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

2022年5月1日(日)～5月31日(火)
～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～
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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

⑱

⑱OHANAYA
逗子6-5-1 1F ☎046-890-6320
🍴和歌山県産本州鹿のロースト
FT食材：アマゾンカカオ

⑰Beach Muffin
桜山8-3-22 ☎046-872-5204
🍴いちじくのマフィン、コーヒー
FT食材：コーヒー、

ココナッツオイル

⑭⑮

⑲

⑲

⑱
AMIGO 

MARKET

Beach Muffin Ginger Beach Inn

ユーコープ桜山店

⑯

⑭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 ※水・土曜日

“ZUSHI COFFEE”も販売中！

⑯BAKE IT!
沼間1-6-29 ☎080-7588-2258
🍴レモンと芥子の実のパウンドケーキ、

ケニヤ山の紅茶のゼリー
FT食材：ケニヤ山の紅茶

⑯



⑤⑥④

⑦

⑧

⑩

⑪

⑫

⑬

⑪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

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！→

⑦AID.KITCHEN
逗子1-8-15 田村ビル1F
☎046-815-0340
🍴グリーンカレー
FT食材：ココナッツミルク

⑥スズキヤベーカリー(スズキヤ逗子駅前店)

逗子1-4-1 ☎046-871-3315
🍴マヨネーズベーコン、

ほうじ茶あんぱん
FT食材：コショウ

⑬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

⑨

京急逗子・葉山駅

⑤スズキヤ逗子駅前店
逗子1-4-1 ☎046-871-3315
🍴湘南の浜だより～2色のかますフライ弁当～、

スズキヤ自家製海老グラタン
FT食材：コショウ

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

③pain presso
山の根1-2-33 GAビル1F
☎046-845-9781
🍴パン・オ・ショコラ、

ブリオッシュ クレーム
FT食材：チョコレート

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：一番搾りごま油、

有機ホールトマト缶

⑫ Maresco～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

⑩Seedling kitchen 逗子
逗子5-4-29 ☎046-876-9878
🍴畑のわっぱ、大地ランチセット、

海ランチセット
FT食材：紅茶

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
13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！

将来は逗子の定番お土産に⁉
～市民が作ったフェアトレード”ZUSHI COFFEE”～

逗子在住の有志によって、企画・開発されたドリップパックのコーヒーです。
国際フェアトレード認証(FLO)を取得した、コーカサン組合の生豆を使用。
以前は中間業者に安く買い取られ、コーヒー相場に飲み込まれそうになりましたが、
FT支援により再建され、力を合わせて自慢のコーヒーを作っています。

６種類のパッケージは、市民アーティスト達が逗子らしさをデザインしました。

現在、青い鳥(逗子市役所内)、陰陽洞、TAC21、紡氣、
スズキヤ逗子駅前店、舶来屋、Seedling kitchen 逗子、
逗子 魚勝、逗子アリーナ、逗子市観光協会にて好評販売中。

ぜひお買い求めのうえ、味わってみてください！
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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

陰陽洞

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★

★
マーロウ

逗子駅前店

セブンイレブン
逗子７丁目店 ★

③

⑧トラットリア ア・ターヴォラ
逗子2-6-22 ☎046-871-0150
🍴スパゲティ 長井産地鯵と鎌倉産

ズッキーニのトマトソース、
パンナコッタ

FT食材：ケニア山の紅茶
※5/19(木)～5/31(火)提供

⑨TRATTORIA LA VERDE
逗子2-10-3 ☎046-871-2439
🍴ラ・ヴェルデ風しらすのピッツァ、

紅茶
FT食材：ダージリンティー

FT食材販売
店舗リストは
こちらから→


