
令和3年2月現在

マップ
掲載番号

店舗名 住　所 電話番号 取扱産品名

1 酒＆FOODかとう 静岡県浜松市西区神ヶ谷町7873-1 053-485-3536
コーヒー、チョコレート、ワイン、オ
リーブオイル、紅茶

2 オーガニックハウス　あさのは屋 静岡県浜松市北区初生町379-4 053-436-2313
コーヒー、チョコレート、砂糖、ドライ
フルーツ

3 ビオ・あつみ エピスリー浜松 静岡県浜松市中区砂山町1168 053-456-5550
コーヒー、チョコレート、ドライフルー
ツ

4 静岡文化芸術大学　生活協働組合
静岡県浜松市中区中央2-1-1
静岡文化芸術大学内

053-453-5702 コーヒー、チョコレート、紅茶

5 株式会社　豆乃木 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2128-2 053-569-2981 コーヒー生豆など

6 SUNSHINE VERDE ISLAND ネット販売のみ ココナッツオイルなど

7 イオン浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 053-468-1600 コーヒー、チョコレート、ジャム

8 イオン浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号 053-415-1100 コーヒー、チョコレート

9 イオン浜松西店 静岡県浜松市西区入野町6244-1 053-449-2611 コーヒー、チョコレート

10 マックスバリュ東海浜松葵西店 静岡県浜松市中区葵西3-25-1 053-439-9150 チョコレート、バナナ

11 マックスバリュ東海浜松助信店 静岡県浜松市中区助信町6-12 053-475-2650 チョコレート

12 マックスバリュ浜松三方原店 静岡県浜松市北区東三方町130-5 053-430-0515 コーヒー、チョコレート

13 マックスバリュ浜松立野店 静岡県浜松市南区立野町97-1 053-426-2700 チョコレート

14 マックスバリュ浜北店 静岡県浜松市浜北区沼175-1 053-587-0511 コーヒー、チョコレート

15 マックスバリュ浜北中瀬店 静岡県浜松市浜北区中瀬1685-1 053-588-3558 コーヒー、チョコレート、バナナ

16 マックスバリュ浜松住吉店 静岡県浜松市中区住吉2-5-1 053-473-1607 コーヒー、チョコレート

品切れ、仕入れを取りやめている可能性もありますので、詳しいことは、各店舗に確認いただけますようお願いします。

浜松市フェアトレード商品取扱店　一覧



17 マックスバリュ浜松早出店 静岡県浜松市中区早出町850 053-464-3355 チョコレート

18 ザ・ビッグ浜松萩丘店 静岡県浜松市中区萩丘4-5-1 053-475-6501 コーヒー

19 ユーコープミオクチーナ小豆餅店 浜松市中区小豆餅3-2-34 053-473-5520 バナナ、コーヒー、紅茶

20 ユーコープ富塚店 浜松市中区富塚町2030-1 053-474-6331 バナナ、紅茶

21 ユーコープさんじの店 浜松市南区参野町46 053-441-8787 バナナ、コーヒー、紅茶

22 ユーコープ佐久間店 浜松市天竜区佐久間町佐久間2344-1 053-965-0616 バナナ

23 Aコープ引佐店 浜松市北区引佐町井伊谷2067-1 053-542-0910 コーヒー

24 遠鉄ストア13店 コーヒー

25 西友上浅田店 静岡県浜松市中区上浅田1-8-7 053-451-6811 コーヒー

26 西友浜北店 静岡県浜松市浜北区平口2861 053-584-2222 コーヒー、紅茶

27 西友浜松有玉南町店 静岡県浜松市東区有玉南町2321-1 053-476-6100 コーヒー

28 西友浜松船越店 静岡県浜松市中区船越町26-10 053-466-6111 コーヒー

29 オーガニック　たま屋 静岡県浜松市中区名塚町188-3 053-443-9193
コーヒー、チョコレート、ココナッツオ
イル

30 Honey coco sweets 静岡県浜松市西区古人見町709 053-489-9760
スィーツ、ココナッツシュガー、コー
ヒー

31 菓子巧房ほほえみ 静岡県浜松市中区蜆塚3-17-8 053-451-2255 コーヒー、チョコレート

32 キャピタルコーヒー 静岡県浜松市中区砂山町320-2 053-457-5454 コーヒー

33 カルディコーヒーファームイオンモール浜松志都呂
店

静岡県浜松市 西区志都呂2-37-1　イオン
モール浜松志都呂1F

053-415-1197 コーヒー、チョコレート

34 カルディコーヒーファーム浜北店
静岡県浜松市浜北区貴布祢1200プレ葉
ウォーク浜北内 1F

053-585-7116 コーヒー、チョコレート

35 カルディコーヒーファーム浜松市野店
静岡県浜松市 東区天王町字諏訪1981-3
イオンモール浜松市野 1F

053-468-1868 コーヒー、チョコレート

36 カルディアコーヒーファーム　ラフレ初生店
静岡県浜松市 北区初生町626-1ラフレ初
生　1F

053-436-2190 コーヒー



37 チチカカ浜松市野店
静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3
イオンモール浜松市野2F

053-546-2554 ワンピース、トップス

38 AFCの森 浜松市中区砂山町320-2  053-457-6533 チョコレート

39 ｚａｋｋａ＋ｆａｉｒｔｒａｄｅ　晴天 浜松市東区有玉南町2350-4 053-488-7788
コーヒー、紅茶、衣類、チョコ、調味
料など

40 工房いもねこ 浜松市南区薬師町170 053-545-5687 マスコバド糖を使用したフィナンシェ

41 ココス　浜松高林店 静岡県浜松市中区高林5-8-15 053-478-0220 コーヒー、紅茶

42 ココス　浜松西塚店 静岡県浜松市東区西塚町113 053-411-0808 コーヒー、紅茶

43 ココス　浜松雄踏店 静岡県浜松市西区雄踏1-1-3 053-597-0271 コーヒー、紅茶

44 ジョ リーパスタ  浜松中沢店 静岡県浜松市中区中沢町8-22 053-412-7501 コーヒー

45 ジョリーパスタ  浜松西インター店 静岡県浜松市西区湖東町5739-5 053-484-3065 コーヒー

46 すき家 全店 コーヒー

47 牛庵  浜松中央店 静岡県浜松市東区和田町793-2 053-468-0029 コーヒー、紅茶

48 はま寿司  浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町6150-1 053-445-0090 コーヒー

49 はま寿司  浜松天王店 静岡県浜松市東区天王町1981-4 053-411-5900 コーヒー

50 はま寿司  浜北店 静岡県浜松市浜北区平口215-1 053-584-1015 コーヒー

51 はま寿司  浜松西IC店 静岡県浜松市西区湖東町6013-1 053-430-1050 コーヒー

52 熟成焼肉いちばん  浜松志都呂店
静岡県浜松市西区志都呂一丁目40番33
号

053-445-2995 コーヒー、紅茶

53 ビッグボーイ  浜松有玉店 静岡県浜松市東区有玉南町572-1 053-432-5155 コーヒー、紅茶

54 タベボラ コーヒー

55 Anny coffee 静岡県浜松市東区中野町17-1 053-581-9777 コーヒー

56 いっぷく処　共 静岡県浜松市西区庄内町945 053-548-7381 コーヒー



57 いもねこショップ 静岡県浜松市東区天竜川町1044-1 053-589-3080 マスコバド糖を使用したフィナンシェ

58 カフェレストラン 花の散歩道
静岡県浜松市西区舘山寺町195
　 はままつフラワーパーク

053-487-0511 コーヒー豆

59 鴨江珈琲 静岡県浜松市中区三組町139-8 053-571-2759 コーヒー豆

60 まるたけ堂珈琲 静岡県浜松市中区佐鳴台4-28-26 053-440-8765 コーヒー豆

61 雑貨カフェいもねこ 静岡県浜松市南区芳川町320 053-589-3080
マスコバド糖を使用したフィナン
シェ

62 杏林堂22店 シナモン

63 スターバックス コーヒー 13店舗 コーヒー

64 オンセブンデイズ富塚店 中区富塚町439-1 475-7772 チョコレート

65 渥美ゴザ屋 中区鴨江1－31-15 452-0710 コーヒー

66 GEORGE'S　サーラプラザ浜松店 東区西塚町200 463-8180 チョコレート

67 カフェモルニ 中区住吉2-14-29 476-6309 コーヒー豆

68 WILL　COFFEE＆ROADSTERS 中区田町329-17 456-0717 コーヒー

69 ラトリエテンポ 中区蜆塚2-16-5 452-8770 コーヒー、チョコレート

70 スマテリアジャパン ネットのみ
ｃｏｎｔａｃｔ＠ｓｍ
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ｐ
バッグ

71 カフェTiPi 西区入野町19954-743 080-2627-7397コーヒー

72 蒔石窯パン工房シェーブル 西区古人見町1475-1 485-7138 コーヒー

73 やまこう 東区将監町16-13 090-7696-3497コーヒー、チョコレート

74 ノルディックデリ 北区都田町2858 428-3520 コーヒー

75 ドロフィーズカフェ 北区都田町2858 525-9001 コーヒー



76 シェリーズキッチン 中区南浅田2-17-8 589-4000 コーヒー

77 PLAZA浜松メイワン店 中区砂山町6-1 457-4108 チョコレート

78 エブリビックデー有玉南店 東区有玉南町1954-1 475-8929 チョコレート

79 かきこや生鮮市場　早出店 中区早出町1737 411-4777 コーヒー

80 九州屋浜松 中区砂山町6-1 457-4846 コーヒー

81 フィールハミング 中区新津町709-1 462-2116 コーヒー

82 フィールフィルタウン 中区小豆餅4-14-31 420-2116 コーヒー

83 フィールみのりタウン 中区早出町1012-3 411-2116 コーヒー

84 フィール　初生店 北区初生町707-1 430-0022 コーヒー等

85 フィール　入野店 西区入野町6045-1 401-4410 コーヒー

86 MEGAドン・キホーテ浜松三方原店 東区半田山５-36-1 0570-061-501 コーヒー

87 クリエイトS・D浜松浜松曳馬 中区曳馬3-1-2 411-1020 コーヒー

88 クリエイトS・D浜松浜松上島 中区上島4-29-8 478-7371 コーヒー、チョコレート

89 クリエイトS・D浜松浜松天王 東区天王町981-1 423-0781 コーヒー

90 クリエイトS・D浜松浜松和田 東区和田町104-1 411-2261 コーヒー

91 クリエイトS・D浜松浜松新橋 南区新橋町151 444-5121 コーヒー

92 クリエイトS・D浜松浜松高林 中区高林1-4-30 478-0181 コーヒー

93 ウェルシア浜松西店 南区西町673 444-5105 コーヒー

94 ウェルシア浜松初生店 北区初生町1255-2 430-1789 コーヒー

95 ウェルシア三方原店 北区三方原町387-1 430-6116 コーヒー



96 スギ薬局浜松住吉店 中区住吉4-15-1 525-8580 コーヒー

97 スギ薬局横須賀店 浜北区横須賀287-1 424-6111 コーヒー

98 スギ薬局西ヶ崎店 東区西ヶ崎町1072-1 589-4373 コーヒー

99 スギ薬局浜松飯田店 南区飯田町681-1 411-3555 コーヒー


