フェアトレードシティくまもと ショップ一覧
店名・取扱フェアトレード商品

住所・連絡先

中央区
熊本市中央区南坪井町1-17

チョコレート、焼き菓子、カレー、雑貨等

096 221 9326

■ オリンガ ヘアサロン (販売）

熊本市中央区水道町9-28 八木ビル2F

チョコレート、ドライフルーツ、黒糖製品、調味料

096 326 2225

■ キヨタ ジュエラーズ (販売） ＊冬季のみ

熊本市中央区上通町7-3

チョコレート

096 324 1010
熊本市中央区上通町2-4
びぷれす熊日会館 B1F
096 327 2278
熊本市中央区黒髪3丁目3番10号
男女共同参画センターはあもにい内

■ 熊日プレイガイド (販売） ＊冬季のみ
チョコレート

■ カフェまいぺーす (販売） ＊冬季のみ
チョコレート

096 345 2550

■ 熊本市現代美術館ミュージアムショップ (販売）
タグアナッツペンダント

熊本市中央区大江本町6-24

ポロシャツ、コーヒー、チョコレート、ドライフルーツ他

096 362 3776

■ 熊本肥後椿化粧品 (販売）

熊本市中央区北千反畑町4-23

コーヒー、チョコレート、マスゴバド糖、ココナッツオイル他

■ COCOZZA（ココッツア） (飲食）
■ シェルパ (販売）
コーヒー

コーヒー、紅茶

■ PLAZA 熊本店 (販売） *冬季のみ
チョコレート

■ ホットマン熊本鶴屋店 (販売）
フェアトレード原料を使用したタオル

■ Whole Square (販売）
チョコレート

■ 南阿蘇珈琲ショップ大江 (飲食・販売）
コーヒー

■ もったいない食堂 (販売） ＊冬季のみ
チョコレート

■ らぶらんど (販売）
コーヒー、紅茶、チョコレート、衣料品、雑貨他

■ Link Café (飲食・販売）
コーヒー、紅茶、チョコレート、その他小売食品、雑貨など

熊本市中央区上林町3-33 2F
096 323 3551
熊本市中央区上通町2-2 New-S B1F
096 278 7177
熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店本館5F
096 356 2111
熊本市中央区上通町9-13トーカンマンション1F
096 353 3441
熊本市中央区大江5-2-11
096 371 7807
熊本市中央区桜町1-3
096 351 0151
熊本市中央区新屋敷1-9-7
096 362 4130
熊本市中央区花畑町4-18
096 359 4992
熊本市中央区手取本町6-1鶴屋東館B1F

熊本市中央区新屋敷1-14-30

■ 鑑真食堂

熊本市中央区安政町5-26紅蘭亭ビル1F

096 354 3381

■ ソルトファーム 塩工房 (販売）

■ private lodge café&diner (飲食）

■ LUSH熊本鶴屋百貨店（販売）
石鹸など

熊本市中央区上通町10-7 1F

チョコレート

チョコレート、紅茶など

■ CORE HOUSE

096 356 2111
096 352 7197
熊本市水道町

コーヒーなど

熊本市中央区中唐人町29

塩胡椒、紅茶、カレースパイス他

■ ダイニングカフェ彩 (飲食）
コーヒー

■ YMCAフィランソロピー協会 (販売） ＊冬季のみ
チョコレート

096 355 4140

東区

熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所14F
096 328 2954

■ ORANGE CAFE (飲食・販売）

熊本市中央区新町1-3-8

■ ｵｰｶﾞﾆｯｸはぁと くまもと有機の会の店 (販売）

096 353 6397

■ 蔦屋書店熊本三年坂店 文具コーナー (販売）
コーヒー、チョコレート

熊本市中央区安政町1-2
096 212 9111

■ DECORARE（デコラーレ） (販売）

熊本市中央区水道町1-9 長安寺ビル1F

コーヒー、紅茶、ハーブティー、チョコレート他

096 355 8152

■ DELICES DES DELICES （デリス・デ・デリス） (販売）
コーヒー、紅茶、チョコレート、ドライフルーツ他

熊本市中央区上通町6-23長崎書店ビル1F
096 311 2688

■ 天粧 (販売） ＊冬季のみ

熊本市中央区東子飼町3-5

チョコレート

096 343 4043

■ Tomi's Shortbread House （ﾄﾐｰｽﾞ･ｼｮｰﾄﾌﾞﾚｯﾄﾞ･ﾊｳｽ）

コーヒー、チョコレート、焼き菓子

住所・連絡先

096 387 1039
096 362 9585

■ セレクトショップ LOTUS (販売）

■ フェアトレード共生Café (飲食・販売）

096 345 1161
熊本市中央区水前寺6-27-4

コーヒー、紅茶、モリンガティー

コーヒー、紅茶、チョコレート、カレースパイス等

熊本市中央区上通町2-3 3F
096 356 5377

■ くまもと未来ネット (販売）

■ ナチュラル＆ハーモニー ピュアリー (販売）

店名・取扱フェアトレード商品

中央区

■ UMU（ウーム） (販売）

フェアトレードチョコレートを原料とするブラウニー

※掲載店舗の情報は2021年1月現在のものです。各店にて取り扱われている商品の種類は、季節または各店の都合により変更となる場合もございます。
※商品のお問い合わせ等は各店へお願いいたします。
※ここに掲載する店舗は、掲載許可を得た店舗のみ記載しています。

(販売）

熊本市中央区妙体寺町8-1ｱｲﾋﾞｰｺﾃｰｼﾞ1F
096 345 5517
熊本市中央区中唐人町15
096 323 1551
熊本市中央区大江2-5-1 熊本学園大学14号館 2F
096 364 5162

コーヒー、チョコレート
コーヒー

■ CARA a CARA（カーラ・カーラ） (飲食）
コーヒー

■ くまもと障害者労働センター (販売）
チョコレート

■ 園鮨 (飲食）
コーヒー、紅茶

■ TAKATA PAPER PRODUCTS （販売）
バナナペーパー製品（便せん、カレンダーのオーダー受注など）

■ D-BOY SARAH 健軍店 （美容室サービス提供・飲食・販売）
コーヒー、チョコレート、雑貨他

■ 畑まるごとマーケット 有機生活 (販売）
チョコレート、ナッツ他

熊本市東区長嶺南3丁目2-12
096 387 8161
熊本市東区湖東2-1-3
096 367 3500
熊本市東区長嶺南1丁目5-23
096 201 4625
熊本市東区長嶺南1丁目5-40
096 382 8601
熊本市東区画津町重富638-77
096 379 8250
熊本市東区戸島西7丁目6-24
096 200 8770
熊本市東区東野1-9-1
096 367 4506
熊本市東区佐土原2-4-20
096 365 3910

店名・取扱フェアトレード商品

住所・連絡先

西区
■ カフェギャラリー黎明 (飲食・販売）
ゴマ、チョコレート、フェアトレードのゴマを使用した料理提供

熊本市西区河内町河内725-1
096 276 1577

南区
■ ｳｴﾙﾈｽｽｸｴｱｰ和楽 田園キッチン (販売）
チョコレート、財布・バッグなどやぎ皮製品など

■ 更紗空木 (販売）
チョコレート、重曹、リップクリーム、布ナプキンなど

■ Shu-Warm (販売）
コーヒー、チョコレート、黒糖、クッキーなど

■ パン・焼き菓子＆ハンドメードショップ めりめろ (販売）
フェアトレード原料を使用したパン、焼き菓子など

■ 御幸病院売店 (販売）
財布

熊本市南区御幸笛田町字西宮前1202
096 370 2244
熊本市南区田井島1-10-16 コハマビル2F
096 370 9123
熊本市南区砂原町168-1
096 227 4776
熊本市南区鳶町2-9-7
096 320 2003
熊本市南区御幸笛田6丁目7-40
096 378 1166

北区
■ 大人のための絵本空間 ちっくたっく (販売）
コーヒー、紅茶、雑貨など

■ くわのみ荘 (販売）
チョコレート

■ ナチュラルコーヒー （飲食・販売）
コーヒー、ココナッツオイル、花の蜜など

■ 日本フェアトレード委員会 (販売）
コーヒー、紅茶、チョコレート

■ PATISSERIE ikushiro. KUMAMOTO
フェアトレード原料を使用したスイーツ、オーダーケーキ

熊本市北区楠木1丁目23-8
096 337 1567
熊本市北区鹿子木町405
096 245 1567
熊本市北区下硯川町1045-9
096 245 4555
熊本市北区鹿子木町98-4
096 245 4545
熊本市北区植木町平井577
090 9296 0342

店名・取扱フェアトレード商品

住所・連絡先

店名・取扱フェアトレード商品

住所・連絡先

店名・取扱フェアトレード商品

住所・連絡先

スーパー・チェーン店
■
■
■

イオン熊本中央店 (販売）

熊本市中央区大江4-2-1

コーヒー、チョコレート、ジャム

096 366 2121

カルディファーム 蔦屋書店熊本三年坂店 (販売）

熊本市中央区安政町1-2 1F

コーヒー、チョコレート

コーヒー、チョコレート

096 312 1688
熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません1F
096 377 5255
熊本市中央区桜町3-10
SAKURA MACHI KumamotoB1F
096 360 1021

グリーンコープ生協くまもと桜木店 (販売）

熊本市東区花立4丁目9-33

コーヒー、紅茶、チョコレート、マスゴバド糖、バナナなど

096 360 1021

グリーンコープ生協くまもと清水店 (販売）

熊本市北区麻生田1丁目2-2

コーヒー、紅茶、チョコレート、マスゴバド糖、バナナなど

096 338 4601

グリーンコープ生協くまもと長嶺店 (販売）

熊本市東区長嶺南3丁目2-12

コーヒー、紅茶、チョコレート、マスゴバド糖、バナナなど

096 385 8800

グリーンコープ生協くまもと 平成さくら通り店 (販売）

熊本市南区馬渡1丁目9-5

コーヒー、紅茶、チョコレート、マスゴバド糖、バナナなど

096 379 3919

スターバックスコーヒー 熊本インターチェンジ店 (飲食・販売）

熊本市東区神園町1-1-6

コーヒー

096 388 5311

スターバックスコーヒー 熊本大江店 (飲食・販売）

熊本市中央区大江3-2-33

コーヒー

096 366 2177

スターバックスコーヒー 熊本シャワー通り店 (飲食・販売）

熊本市中央区下通2-3-1 ｴｽｷｭｰﾋﾞｯｸ

コーヒー

096 312 5755

スターバックスコーヒー 熊本New-S店 (飲食・販売）

熊本市中央区上通町2-3-1 New-S 2F

コーヒー

096 327 5077

スターバックスコーヒー 蔦屋書店熊本三年坂店 (飲食・販売)

熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通1F

コーヒー

スターバックスコーヒー ゆめタウンはません店 (飲食・販売）

096 312 1901
熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません 1F

コーヒー

096 214 3011

生協くまもとコープ尾上 (販売）

熊本市東区尾ノ上4丁目17-35

コーヒー、紅茶、チョコレート

096 368 4466

生協くまもとコープ春日 (販売）

熊本市西区春日7-27-60

コーヒー、紅茶、チョコレート

096 322 5533

COCO's小峯店 (飲食・販売）

熊本市東区小峯2-2-103

コーヒー、紅茶、ココア

096 273 8774

COCO's上代店 (飲食・販売）

熊本市西区上代2-2-7

コーヒー、紅茶、ココア

096 342 6647

サンリブシティくまなん (販売）

熊本市中央区平成3-23-30

コーヒー

096 370 1111

サンリブ清水店 (販売)

熊本市北区麻生田3-1-1

コーヒー

096 337 5555

カルディファーム ゆめタウンはません店 (販売）
コーヒー、チョコレート

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

カルディファーム サクラマチ店 (販売）

■ ジョリーパスタ上熊本店 (飲食・販売）
コーヒー、紅茶、ココア

■ ジョリーパスタ上水前寺店 (飲食・販売）
■
■
■

熊本市西区上熊本2-14-1

熊本市中央区上水前寺2-23-26
096 387 3755

ジョリーパスタ熊本インター店 (飲食・販売）

熊本市東区御領8-4-81

コーヒー、紅茶、ココア

096 213 9112

ジョリーパスタ南高江店 (飲食・販売）

熊本市南区南高江3-1-60

コーヒー、紅茶、ココア

096 320 4675

すき家熊本秋津店 (飲食・販売）

熊本市東区沼山津3-1-11

コーヒー、紅茶、ココア

0120 498 007
熊本市中央区新市街7番25号
第二新世界会館ビル1F
0120 498 007

コーヒー、紅茶、ココア

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

096 212 3302

コーヒー、紅茶、ココア

■ すき家熊本新市街店 (飲食・販売）

■

■
■
■
■
■

すき家熊本田井島店 (飲食・販売）

熊本市南区田迎町大字田井島208番

コーヒー、紅茶、ココア

0120 498 007

すき家野中店 (飲食）

熊本市西区野中一丁目6番12号

コーヒー、紅茶、ココア

0120 497 007

すき家熊本東バイパス店 (飲食・販売）

熊本市東区下南部3-17-71

コーヒー、紅茶、ココア

0120 497 007

すき家熊本藤崎店 (飲食・販売）

熊本市中央区妙体寺町2-1

コーヒー、紅茶、ココア

0120 497 007

すき家熊本四方寄店 (飲食・販売）

熊本市北区四方寄508-6

コーヒー、紅茶、ココア

0120 497 007

はま寿司佐土原店 (飲食・販売）

熊本市東区佐土原2-7-73

コーヒー、紅茶、ココア

096 214 6000

マックスバリュ内坪井店 (販売）

熊本市中央区内坪井町1-83

コーヒー、チョコレート

096 356 2331

マックスバリュくらし館国府店 (販売）

熊本市中央区国府3丁目28-32

コーヒー、チョコレート

096 375 7380

マックスバリュ サンロードシティ熊本店

熊本市東区東町3丁目3-3

コーヒー、チョコレート

096 331 5422

マックスバリュ新託麻店 (販売）

熊本県熊本市東区小山2丁目13番60号

コーヒー、チョコレート

096-292-7742

マックスバリュ熊本北店 (販売）

熊本市北区津浦町31-10

コーヒー、チョコレート

096 328 1500

マックスバリュ新戸島店 (販売）

CORE HOUSE

コーヒー、チョコレート

096 368 1108

マックスバリュ田崎店 (販売）

熊本市西区田崎字下寄380

コーヒー、チョコレート

096 324 6077

マックスバリュ長嶺店 (販売）

熊本市東区長嶺南3丁目1-25

コーヒー、チョコレート

096 387 0505

マックスバリュ西熊本店 (販売）

熊本市南区島町3丁目1-1

コーヒー、チョコレート

096 211 7366

マックスバリュ御幸笛田店 (販売）

熊本市南区御幸笛田4丁目4-10

コーヒー、チョコレート

096 370 3011

マックスバリュCOCOSA B1 (販売）

熊本市中央区下通1丁目3-8

コーヒー、チョコレート、ジャム

096 370 3011

HalloDayさくらの森店 (販売）

熊本市東区桜木6-6-1

コーヒー

096 363 8610

HalloDay長嶺店 (販売）

熊本市東区長嶺西1-5-1

コーヒー

096 387 0812

HalloDay南熊本店 (販売）

熊本市中央区南熊本3-5-1

コーヒー

096 363 8610

マルショク薄場店 (販売）

熊本市南区島町3-11-48

コーヒー

096 358 7500

マルショク江津店 (販売）

熊本市東区江津4-4-1

コーヒー

096 334 0390

マルショク健軍店 (販売）

熊本市東区若葉4-4-1

コーヒー

096 368 3101

マルショク子飼店 (販売）

熊本市東区御領1丁目8-48

コーヒー

096 380 6466

マルショク保田窪店 (販売）

熊本市中央区保田窪1-2-51

コーヒー

096 381 8300

マルショク武蔵ヶ丘店 (販売）

熊本市北区武蔵ヶ丘5-12-1

コーヒー

096 337 1811

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ゆめタウンはません店 (販売）

熊本市南区田井島1丁目2-1

コーヒー、チョコレート、スパイス

096 334 1625

ゆめマート帯山店 (販売）

熊本市中央区三郎1-1-3

スパイス

096 384 4711

ゆめマート田崎店 (販売）

熊本市西区田崎2丁目5-1

チョコレート

096 366 7064

ゆめマート新外店 (販売）

熊本市東区新外2-6-6

スパイス

096 214 7711

ゆめマート龍田店 (販売）

熊本市北区龍田8-15-75

スパイス

096 338 2204

