
令和元年11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
(www.sunshineverdeisland.com/)

053-571-0516
オーガニックココツ油、椰子砂糖、
花蜜

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 コーヒー、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 マックスバリュ細江店
静岡県浜松市北区細江町中川字一の谷
5819-1

053-523-1661 コーヒー、チョコレート

14 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 コーヒー、チョコレート

15 マックスバリュ浜松和田店 静岡県浜松市東区和田町203-4 053-465-1920 コーヒー、チョコレート

16 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

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

18 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

19 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 コーヒー、チョコレート

20 マックスバリュ浜松飯田店 静岡県浜松市南区飯田町945 053-464-5353 コーヒー、チョコレート

21 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 チョコレート

22 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

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

24 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

25 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

26 遠鉄ストア全店 コーヒー

27 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

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

29 西友浜松有玉南店 静岡県浜松市東区有玉南町2321-1 053-476-6100 コーヒー、ワイン

30 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

31 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

32 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、砂糖

33 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

34 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、チョコレート

35 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

36 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



37 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

38 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

39 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

40 竜ヶ岩洞ショップ 静岡県浜松市北区引佐町田畑193 053-543-0108 コーヒー

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

42 ｚａｋｋａ＋ｆａｉｒｔｒａｄｅ　晴天 浜松市東区有玉南町2350-4 053-488-7788 コーヒー、紅茶、衣類など

43 源泉掛け流し薬石汗蒸房　風と月 浜松市浜北区平口2861 053-584-6193 アイスクリーム

44 舘山寺ロープウェイ乗り場売店 浜松市西区舘山寺庁1891 053-487-2121 アイスクリーム

45 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

46 ホテルクラウンパレス（売店） 浜松市中区板屋町110-17 053-452-5111 アイスクリーム

47 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、チョコソース

48 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、チョコソース

49 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、チョコソース

50 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、紅茶、ココア

51 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、紅茶、ココア

52 C-cafe 静岡県浜松市中区富塚町2114-5 053-471-1948 コーヒー

53 すき家 浜松頭陀寺店 静岡県浜松市南区頭陀寺町332-19 コーヒー

54 すき家  1国浜松卸本町店 静岡県浜松市南区卸本町103-1 コーヒー

55 すき家　浜松駅南口店
静岡県浜松市中区砂山町324-8　第一伊
藤ビル1F コーヒー

■飲食店



56 すき家　浜松鍛冶町店
静岡県浜松市中区鍛治町320-19　有楽ビ
ル1階 コーヒー

57 すき家　浜松住吉店（旧：浜松中央店） 静岡県浜松市中区住吉3-11-20 コーヒー

58 すき家　イオンモール浜松市野店
静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3
イオンモール　浜松市野ショッピングセン
ター2F

コーヒー

59 すき家 イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町2-20-24 コーヒー

60 すき家 浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町6148-1 コーヒー

61 すき家  152号浜松篠ヶ瀬店 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町1182 コーヒー

62 すき家 浜北美薗店 静岡県浜松市浜北区西美薗2519-2 コーヒー

63 すき家 浜松中田店 静岡県浜松市東区中田町509番地 コーヒー

64 すき家  152号浜北内野店 静岡県浜松市浜北区内野2691 コーヒー

65 すき家 浜松西IC店
静岡県浜松市西区湖東町字東名南5926-
2

コーヒー

66 すき家 浜松三方原店 静岡県浜松市北区三方原町795-5 コーヒー

67 すき家 プレ葉ウォーク浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地 コーヒー

68 すき家　浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町2-20-24 コーヒー

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

75 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



76 タベボラ
静岡県浜松市中央2-1-1　静岡文化芸術
大学

tabebora@gmail.co
m

コーヒー

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

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

79 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

80 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 アイスクリーム

81 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

82 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

83 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

84 杏林堂全店 チョコレート、シナモン

85 スターバックス コーヒー ザザシティ浜松店
静岡県浜松市中区鍛冶町15
ザザシティ浜松　西館

053-413-5154 コーヒー

86 スターバックス コーヒー イオンモール浜松志都呂
店

静岡県浜松市西区志都呂2-37-1 053-415-1354 コーヒー

87 スターバックス コーヒー イオンモール浜松市野店
静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-3
イオンモール浜松市野

053-468-1821 コーヒー

88 スターバックス コーヒー 浜名湖サービスエリア店
静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米61-2
東名高速道路　浜名湖サービスエリア内

053-528-1200 コーヒー

89 スターバックス コーヒー 浜松駅 新幹線ラチ内店
静岡県浜松市中区砂山町6-2
EKIMACHI　WEST（浜松メイワンエキマ店）

053-413-5070 コーヒー

90 スターバックス コーヒー 浜松新津町店 静岡県浜松市中区新津町682-1 053-468-5150 コーヒー

91 スターバックス コーヒー プレ葉ウォーク浜北店 静岡県 浜松市浜北区 貴布祢1200 053-584-2015 コーヒー

92 スターバックス コーヒー 浜松佐鳴台店 静岡県浜松市中区佐鳴台3-52-34 053-415-3051 コーヒー

93 スターバックス コーヒー 浜松半田山店 静岡県 浜松市東区 半田山4-4-25 053-432-4125 コーヒー

94 スターバックス コーヒー　浜松城公園店 静岡県浜松市中区元城町100-2 053-450-6060 コーヒー

■小売店兼飲食店



95 スターバックス コーヒー　TSUTAYA佐鳴台店 静岡県浜松市西区入野町621-1 053-445-1515 コーヒー

96 スターバックス コーヒー　浜松メイワンエキマチウエ
スト店

静岡県浜松市中区砂山町6-2EKIMACHI WEST053-450-8867 コーヒー

97 スターバックス コーヒー　浜松メイワン2階店 静岡県浜松市中区砂山町6-1 053-413-2651 コーヒー


