【A案】フェアトレードマップ
カフェ、雑貨、食品店、etc.

名古屋市内 約

200店

掲載!

（A2:594mm×420mm）

TAKE FREE!

0 店舗名
枇杷島
住所
営業時間／お休み
電話番号

S
MUJI

主な取扱商品（アイコン）

58

ファッション・雑貨
二ツ杁
西枇杷島
イートインあり

中区栄 3-16-1 松坂屋名古屋店 本館地下 2F
10：00 ‒ 20：00 ／松坂屋名古屋店に準ずる

平安通

タイムレスコンフォート
オーガニック＆ナチュラル 栄店

19

052-932-8271

大曽根

54

4 ほほほ

052-251- 0471

ノリタケの森

亀島

MUJI

8 ドリーム

中村区役所

名古屋

ミッドランドスクエア

S

MUJI

ナナちゃん人形

052-231-0350

S

S

納屋橋

S

46

御園座

グローバルゲート

S

45

名古屋市美術館
若宮大通

中区丸の内 3-20-17 KDX 桜通ビル
11：00 ‒19：00 ／年末年始

あ

052-950-7721

お

大須観音

20

16

ラ フーズコア納屋橋

今池

27

21

13

中区栄 1-2-49 テラッセ納屋橋 2F
10：00 ‒ 22：00
052-212-3711

64

42

12

5

39

40

池下
MUJI

41

久屋大通庭園フラリエ

17
S

烏森

無印良品 名古屋名鉄百貨店

上前津

S

052-588-5860

路

吹上

イオングループ

鶴舞

19
鶴舞公園
山王通

名古屋高速

中区新栄 2-27-12 加藤コーポ新栄 1F
〈月・水・木〉
17：00‒23：00〈金・土〉17：00‒24：00
〈日〉14：00 ‒ 21：00 ／火曜

道路

名古屋市内のイオン15店舗、
マックスバリュ
35店舗、カフェランテ3店舗で取り扱い

3
15

イオンナゴヤドーム前店

号

12 BAL TERRA（バルテラ）

舞線
鉄鶴
地下

山王

高速道

道
国

052-737-7739

名古屋

東区矢田南 4 -102-3
9:00 ‒ 23:00

052-725-6700

052-262- 6171

名古屋市内のフェアトレード商品取扱店舗数はこの３年で、
２５０から約３６０店舗へ増加。市内小学校給食１２万食に
フェアトレード食材が提供され、フェアトレードの認知度も
高まっています。
マップ掲載店は、皆さまの情 報提 供によるフェアトレード
取扱店に加え、
「 地球とのフェアトレード」の理念に基づき、
障害のある方々の手がける商品、
地域内で行われているフェア

13 Relier（ ルリエ）

19 Mond（モーント）

中区新栄 2-39-26 2F
13：00 ‒ 17：00 ／水、木、金曜

25 マジックマーマ

中区千代田 3-6-19
8：00 ‒ 17：00 ／水、第 1・3 木曜

052-253-5917

西区幅下 1-6-2
11：00 ‒17：00 ／土、日、祝日

052-253-5917

052-564-9777

37 【ベーカリー】ワークショップすずらん

31 イトウコーヒー 本店
東区泉 1-7-25
10：00 ‒19：00／土・日曜（第3土曜は17：00まで）

052-962-3541

北区大曽根 1-6-23
10：00 ‒18：00 ／日曜

052-915-9672

43 Glocal CAFE（グローカルカフェ）
中村区則武 1-21-3
11：00 ‒23：00 ／月曜

052-446-6694

49 【ヘアサロン】Curely（キュアリー）
中村区名駅南 1-20-27
10：00‒21：00（土・日・祝日は19：00まで）／
月、第2・3 火曜

052- 414-6641

限りがあるため約２００店となりました。詳細な店舗情報は、

FTNNのホームページでご確認いただけます。

55 NPO 法人ポパイ アトリエ・ブルート

61 喫茶伊那谷
北区上飯田南町 2-17
7：00 ‒17：00 ／日曜

北区長喜町 3-5-2
8：30 ‒17：30 ／土、日曜

052-915-3037

052-508-9035

14 公益財団法人 名古屋 YWCA

20 MODECO

中区新栄町 2-3
10：00‒20：00（月・金土曜は17：00まで）／日曜

中区大須 2-30-7 2F
11：00 ‒ 19：00 ／不定休

052-961-7707

052-253-8800

26

ホテルナゴヤキャッスル
ティーラウンジ ウィンザー
西区樋の口町 3-19
9：00 ‒ 21：30 ／無休
052-521-2121

32 べべのおそうざい
東区泉 2-1-28 ヴィアーレストリア１Ｂ
11：00 ‒ 23：00 ／年始、月に1 度メンテナンス
休業日あり

052-938-4555

38

アフリカ雑貨＆カフェギャラリー
バオバブの木
北区柳原 1-26-2 ワタベビル 102
10：00 ‒20：00 ／火・木曜の午後、金曜
090-8339 -1708

44 グレインズ
中村区大正町 2-26-1
11：00 ‒15：00 、18：00 ‒22：00（ 18:00 以降は
完全予約制）／月、日、祝日

052-720-6616

50 名身連第二ワークス・第二デイサービス
中村区中村町 7-84-1
8：45 ‒17：00 ／祝日、年末年始

56 NPO 法人ポパイ オリーブ

052- 413-5811

052-913-2250

北区城東町 7-152
10：00 ‒17：00 ／日・祝日、第 5 土曜

052-981-2846

MAP 外

15 伏見ミリオン座

21 ヨナワールド

中区錦 2
【 2019 年 4 月移転オープン】

中区栄 5-21-9
／
10：00 ‒15：00（水曜は14：30まで）
土、日、祝日

052-251-4778

27 自然の薬箱
千種区今池 1-2-7 健康文化館
〈月〉11：00 ‒15：00
〈火・木〜日〉11：00 ‒ 21：00 ／水曜

052-734-3037

22 brasserie&cafe müsik（ムジ―ク） 28 夢茶や（ムチャや）

中区大須 3-25-31
10：30 ‒ 19：30 ／第 1・3 水曜（祝日営業）
052-242-0088

33 熊野屋
東区赤塚町 7
11：00 ‒ 18：00 ／月、日、祝日
052-931-8301

39 【エステサロン】hankachi /beauty 45 益久染織研究所
千種区仲田 2-16-6-201
10：00 ‒18：00 ／日曜
052-731-8631

中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート2F
11：00 ‒20：00（年末年始を除く）
052-485-8568

51 カフェはとおか

発行

NPO法人フェアトレード名古屋ネットワーク（FTNN）

ホームページ http://www.ftnn.net
Eメール staff.ftnn@gmail.com

17 チチカカ大須店

中区松原 2-10-7
〈火〜土〉
11：30-23：30（日曜のみ17：00まで）
／月曜（祝日の場合は翌平日）

052-323-0024

23 喫茶ニュー・ポピー

中区大須 3-38-13 キクヤビル 1F
11：00 ‒ 20：00 ／無休

西区那古野 1-36-52
8：00 ‒22：00 ／無休

052-252-5355

18 認定 NPO 法人アイキャン
一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を
受けています。

千種区千種 2-16-13 イオンタウン千種 1F
10：00 ‒ 22：00 ／イオンタウン千種に準ずる

北区鳩岡 1-1-5 めいほく鳩岡の家
8：30 ‒14：00 ／土、日、祝日
052-911-0055

成城石井

名古屋市内10 店舗で取り扱い
名古屋セントラルガーデン店

57 NPO 法人ポパイ モーヤーコ

63 珈琲 門
東区橦木町 1-15 橦木ビル 1F
8：00 ‒18：30（土・祝日のみ9：00〜）／日曜

西区又穂町 1-64
8：30 ‒17：30 ／土、日曜

千種区高見 2 - 2 - 43
10：00 ‒23：00 ／不定休

052 - 759 - 4110

052-559-0759

052-508-6970

東区芳野 3-13-2 後藤ビル 1Ｆ
〈水・金・土曜のみ〉9：30 ‒16：00、それ以外は貸室

052-931-8909

34 フェアトレード＆エコショップ オゾン
東区東大曽根町 40-6
10：00 ‒18：00 ／火、水曜
052-935-8738

40 美容室アリガト
千種区仲田 2-18-23
10：00 ‒20：00（土・日・祝日は19：00まで）／
月、第 2・3 火曜

052-761-7723

46 モリバコーヒー名駅南店
中村区名駅南 1-23-20
ダイワロイネットホテル名古屋駅前
6：30 ‒22：30（土・日は7：00〜）／無休

0120-070-140

52 ソーネおおぞね
北区山田 2-11-62 大曽根住宅 1 棟 1F
6：30 ‒20：00 ／火曜

052-910-1004

58 CONNETTA（コネッタ）

64 親子カフェ「もんもの木」

西区鳥見町 3-22-1 2F
10：00 ‒19：00 ／水曜
052-523-6177

千種区仲田 2-12-21
〈月・水・木・金〉
11：30 ‒16：00
〈土〉
10：00 ‒12:30／火・日曜

052-825-7155

ＦＴＮＮ会員（個人・団体）募集中！

■

イオンタウン千種店

CosmeKitchen

16 コメ兵

フェアトレードタウンなごやを私たちと一緒に応援しませんか。登録はホームページから。

名古屋市内12 店舗で取り扱い

62 ホロス健康センター

北区中丸町 1-1 中丸団地第三 101.103.104
9：00 ‒17：30 ／土、日曜

※掲載した情報は、2018年12月現在の内容です。

２０１９年１月発行

カルディコーヒーファーム

052-734-5255

な取り組みの商品、有機無農薬・自然・天然素材、地産地消の
素材を活かした商品を扱う販売店、飲食店も掲載。紙面に

無印良品

名古屋市内の無印良品15店舗で取り扱い

中村区名駅 1-2-4
名鉄百貨店本店 メンズ館 6Ｆ
10：00 ‒ 20：00 ／名鉄百貨店に準ずる

万松寺

城線

浜松市もフェアトレードタウンとなりました。

S

千種

広小路通

41

MUJI

鉄名

名古屋市は2番目の認定都市です。２０１８年までに、逗子市、

久屋大通公園

18

22

中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館地下2F
〈水・木〉
18：00‒24：00〈金・土・日〉イベントに準ずる
／月、火曜

1

ユニーグループ

名古屋市内のアピタ8店舗、ピアゴ7店舗、
ピアゴ ラ フーズコア9店舗で取り扱い

S

フェアトレードの催事を不定期で開催

地下

ものフェアトレードタウンがあり、日本では熊本市に次いで

3 4

S

11

新堀川

黄金

11 Live&Lounge Vio

フェアトレードタウンに認定されました。
世界では２,１００以上

2

錦通

S

名古屋三越栄店

29

新栄町

地下鉄東山線

14

矢場町

大須観音

線
なみ

栄

S

S

大須通

２０１５年、市民の草の根で始まった活動が実り、名古屋市が

MUJI

ナディアパーク

白川公園

堀川

10 パタゴニア名古屋

オアシス21

S

052-249-3420

車道

地下鉄
桜通線

ささしまライブ

サンシャインサカエ

中区栄 3-29-1
名古屋パルコ西館地下 1F
10：00 ‒ 21：00 ／名古屋パルコに準ずる

千種公園

桜通

MUJI

S

名古屋四季劇場

高岳

号

44

052-954-6860

47

フェアトレードタウンなごや宣言の地

久屋大通

名古屋市科学館

48

JICA中部

中区三の丸 2-4-1 愛知県西庁舎10F
8：45 ‒ 17：00 ／土、日曜

S

国道

愛知県職員生活協同組合 西庁舎10F売店

10

S

49
9

31

LUSH

名古屋市内2 店舗で取り扱い
名古屋パルコ店

S

S

建中寺

19

ヤマザキマザック美術館

8 15

伏見

30
32

名古屋テレビ塔

桜天神社

モード学園スパイラルタワーズ

S

中区錦 2-13-24 伏見地下街
10：00 ‒ 17：00 ／日、祝日

7

052-264-8099

文化のみち二葉館

央本線

JRセントラルタワーズ

S

中区栄 3-29-1
名古屋パルコ西館地下 1F
10：00 ‒ 21：00 ／名古屋パルコに準ずる

JR中

052-203-4545

フェアトレード(Fair Trade)：開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、
生産者の持続的な生活向上を支える仕組み／エシカル（ethical）
：思いやりのある・未来に優しい・
倫理的な／サスティナブル（sustainable）
：持続可能な／オーガニック(organic)：有機無農薬

国際センター

S

四間道

名古屋パルコ店

徳川美術館

号

中区錦 1-2-1 三井住友海上名古屋ビル 1F
8：30 ‒ 17：00 ／土、日、祝日

外堀通

丸の内

大名古屋ビルヂング

S

63

愛知県庁

本町通

7 NPO 喫茶 カフェ アイリス

23

JRゲートタワー

43

33

名古屋市内 4 店舗で取り扱い

名古屋市市政資料館

9

円頓寺商店街

THE BODY SHOP

徳川園

名古屋市役所

市役所

名古屋高速道路

JPタワー名古屋

ナゴヤドーム

愛知縣護國神社

KITTE名古屋
S

S

森下

国
道

中村日赤

052-910-0307

東大手

久屋大通

052-212- 8164

25

北区名城 1- 4-1 tonarino
8：00 ‒ 22：00 ／不定休

28

名鉄 瀬戸 線

清水
尼ケ坂

金シャチ横丁（宗春ゾーン）

大津通

中区三の丸 1-2 金シャチ横丁義直ゾーン内
10：30 ‒ 18：00 ／不定休
（名古屋城に準ずる）

6

名古屋ルーセントタワー

幹線
道新
東海

6 なごみゃ 金シャチ横丁店

名古屋能楽堂

伏見通

本陣

36

名城公園店

ナゴヤドーム前矢田

金シャチ横丁（義直ゾーン）

速道路

中区栄 5-12-32 栄サンライズビル 1F
10：00 ‒ 20：00 ／年始

38

名古屋城

名古屋高

線
本
道
海
東
R
J

5 【花屋】種から根っこと葉っぱ

名城公園

S

浅間町
トヨタ産業技術記念館

名古屋市でフェアトレードを推進するNPO法人フェアトレード名古屋
ネットワーク
（ FTNN ）が、フェアトレード、オーガニック、サスティナ
ブルな商品を扱う店を調査。
より多くの人に知ってほしいと、
フェア
トレード案内マップを制作しました。
いつもマップをカバンに忍ばせて、いつでもエシカルな消費者に！

名城公園

26

栄生

中区栄 3-6-1 ラシック6F
11：00 ‒ 21：00 ／ラシックに準ずる
052-259-6552

34

37

tonarino

スターバックスコーヒー
名古屋市内56 店舗で取り扱い

S

24

E T H I CAL

35
S

052-259-6298

E

白壁フランテ
東区白壁 5-8
10：00‒22：00（日曜は9：30〜）／元旦

名古屋高速道路

東枇杷島

中区栄 3-6-1 ラシック地下 1F
11：00 ‒ 21：00 ／ラシックに準ずる

A I NABL

名古屋市内のヤマナカ（10店舗）、フラ
ンテ（ 7 店舗）、チャレンジハウス（木場
店）の一部店舗で取り扱い

号

62

浄心

LUSH

フェアトレードのバラ
「アフリカローズ」の取り扱いは木・金・土

ST
SU

ヤマナカグループ

52

志賀本通

THE BODY SHOP

映画館

052-262-9987

3

53

黒川

CosmeKitchen

花

中区栄 3-7-103
10：00 ‒18：00 ／日曜

千種区稲舟通 1-39
10：00 ‒ 21：00（日曜は 9：30〜）／第 3 水曜
052-781-8625

国
道

2 【花屋】MilkyWay（ミルキーウェイ）

コープ本山

環状線

イオン

コミュ二ティスペース・施設

名古屋市内7 店舗で取り扱い

上飯田

61

ラ フーズコア
（ユニーグループ）

コスメ
国道126号

コープあいち

55

59

コープあいち

食品

052-264-3860

志賀公園

ヤマナカグループ

（MAP内にマークのみ表示があります）

51

無印良品

成城石井

チェーン展開企業

N

56

スターバックスコーヒー

KALDI

1 FAR EAST BAZAAR 名古屋松坂屋店

57

庄内通

庄
内
川

GAN I C

下小田井

チェーン展開企業
（MAP内アイコン）
名鉄
犬山
線

Fair
Trade
Town
Nagoya
Map
OR

MAPについて

中、
東、
西、
北、
中村、
中川、
千種区

フェアトレードタウンなごやマップ

中区大須 3-5-4 矢場町パークビル 9F
〈火〜土〉
10：00 ‒19：00 ／月、日曜

052-253-7299

24

ヘルシングあい、ナチュラル＆
オーガニックカフェ ププキッチン
西区城西 2-15-13
10：00 ‒18：30 ／不定休
052-602-5930

29 コメダ珈琲店 葵店
東区葵 3-12-23
6：00 ‒ 23：00 ／無休

052-936-0158

30 フェアトレードショップ 風”ｓ 正文館店
東区東片端町 49 正文館書店本店 2Ｆ
12：00 ‒18：00 ／月曜

052-932-7373

35 みのや北村酒店
東区矢田 1-5-33
〈平日・日曜〉8：30‒22：00〈土・祝日〉9：00‒20：00
／無休

052-722-0308

41 KITCHEN ARAGUSA
千種区春岡 1-4-13
11：30 ‒ 14：30 、17：30 ‒ 21：00 ／日、祝日

052-763-2504

36 子育て支援のNPOまめっこ 遊モア柳原 42 名古屋シネマテーク
北区柳原4-2-3
9：30 ‒14：30／第1・3木曜、第2・4土曜

052-915-5550

千種区今池 1-6-13 今池スタービル 2F
上映時間内

052-733-3959

47 フェアビーンズ なごや地球ひろば店
中村区平池町 4-60-7
JICA 中部 1Fなごや地球ひろば内
11：00 ‒18：00 ／月曜（祝日の場合翌平日）

070-6412-3279

48 クリばこ
中村区名駅南 2-11- 42 1F
9：00 ‒18：00 ／土、日曜

052-485-9410

53 茶食 ぼちぼち
北区上飯田南町 5-60
7：30 ‒15：30 ／日、祝日

052-911-5188

54 喫茶ぽれぽれ
北区大曽根 4-17 - 23 イトーピア大曽根 1F
7：00 ‒17：00 ／日曜

052-981-8120

59 Cafe ままみーら

Cosme Kitchen Beauty、
Cosme Kitchenで取り扱い
Biople by CosmeKitchen
中村区名駅 1- 1 - 3
タカシマヤゲートタワーモール B1F
8：00 ‒ 21：00 ／
タカシマヤゲートタワーモールに準ずる

052 - 566 - 6112

西区城北町 3-108
8：00 ‒17：00 ／月、日曜

裏面

052-718-6174

郊外店

MAP

60 ひょうたんカフェ

（Biopleのみ

）

コメダ珈琲店
コメダ珈琲店では、生産地の課題解決を

中村区砂田町 2-15
9：30 ‒17：00 ／土、日、祝日

支援するサステナブルなコーヒー豆を

052-485-4535

使用したブレンドコーヒーを提供開始
MAP 外

※本マップ掲載は葵店のみ

No.09̲2019.01.08

【A案】フェアトレードマップ
矢田

（A2:594mm×420mm）

川

2
名 古 屋 第二環 状 自 動 車 道

香流川
名古屋

S
MUJI

第二環

茶屋ヶ坂

明徳公園

藤が丘

車道

9

7

リニモ

塩釜口

フェアトレードタウンなごやでは、
「地球とのフェアトレード」
を推進しています。

本郷

自由ヶ丘
上社

3

地下

平和公園

1

植田

鉄名

地下

城線

一社

5

本山

8

星ヶ丘

S

3

地下鉄

東山線

天白

舞線

川

S

4

8

6

平針
赤池

MUJI

途上国に対して「フェアトレード」という言葉を、国内での立場の

2

国道

天白公園

号

東山動植物園

名古

千種、名東、
守山区

屋高

8 ゾンネガルデン

山線

愛知カンツリー倶楽部

052-703-4469

052-789-0555

Meisters Backstube かきぬま
5 （マイスターズバックストゥーベカキヌマ）

9 ココス 名東よもぎ台店

千種区桜が丘 58
9：30 ‒18：30 ／木、隔週日曜

千種区日和町 3-32 コーポ大松 1F
11：00 ‒ 21：00（日・祝日は19：00まで）／
水、第 3 火曜

052-763-5671

天白区平針 2-1601 第二須賀ビル１F
11：30 ‒18：00（ランチ11：30 ‒14：00L.O.）
／月、火曜

052- 808-9810

5

天白区井口 2-903
10：00 ‒19：00 ／夏季、年末年始

052-769-1700

8 まめでの ベジスイーツ & cafe

Kogomi
天白区原 2-3501 おがわビル 1F
11：00 ‒20：00 ／水曜

1 あいのう流通センター天白店

名東区よもぎ台 1-11０2
7：00 ‒ 24：00 ／無休

052-781-3353

4

天白区

名東区一社 2-162
10：00 ‒19：00 ／木曜

植
田
川

千種区星が丘元町 15-5
星が丘テラス ザ・キッチン／元日
10：00 ‒20：00

1 kafe Ayam（カフェアヤム）

（ビッグテントアプローチ）」の方法で、まちぐるみでフェアトレード
タウン運動を実践しています。

号東

4 るるビオ・エピスリー星が丘

八事日赤

に対してまで、フェアな取引の視野を広げ、
「Big Tent Approach

名古屋市農業センター
delaふぁーむ

速2

052-805-1115

イタリア料理 Waina（ワイナ）
名東区牧の里 1310
17:30 ‒22:00 ／毎週火、
11：30 ‒15:00、
第 2 水曜

052-801-5993

052-703-8017

MAP 外

千種区星が丘元町 16-50
10：00‒20：00（カフェレストランは7：30 ‒
23：00）／元日

千種区東山元町 3-70 東山動植物園内
9：00 ‒16：50／月曜
（祝日の場合は翌平日）

052-734-6189

守山区上志段味東谷 2110
9：00‒16：30／毎週月曜（祝日の場合は翌平日）

天白区焼山 1-313
10：30 ‒19：00（月曜のみ 18：30まで）／
月末セール直後の月曜

052-736-3344

052-781-1266

フェアトレードラベルの有無に関わらず、多様なフェアトレードの
あり方を包み込む「大きなテント」方式をとるということ。大きな

7 旬楽膳 地アミ店

千種区新池町 4-95
11：00 ‒17：00（土曜のみ 18：00‒22：00
も営業）／月、隔週火曜

3 らくらくエコショップ
天白区植田西 3-1302
10：00 ‒18：00 ／土、日、祝日
052-807-7222

名東区若葉台 14０2
〈ショップ〉
10：00 ‒20：00
〈ランチ〉
11：00 ‒14：00／元日〜3日

052-782-0138

052-760-3071

野並

2

相生山

鳴子北

神沢

MUJI

線
道本
東海
JR

鳴海

7

八熊 通

桜山

名

古

屋

本

国
線

道

国道23号

天白、緑区
1 自然工房 満和里（マナリ）
緑区神沢 2-1806-2
10：30 ‒18：30 ／第 1・3 土、日、祝日
052-878-1021 、090-7021-1674

3

2
1号

湾岸

六番町
自動

車道

熱田

1

緑区南大高 2-204
〈モーニング〉9：30 ‒11：00〈ランチ〉11：
00 ‒15：00〈
、ショップ〉9：30 ‒16：00
（月曜
は15：00まで）
／日曜

052-629-7271

6 カフェ＆カレー さいさい

熱田神宮
国道

1 白鳥庭園茶寮 汐入
熱田区西町 2-5
9：00 ‒16：45 ／毎週月曜（祝日の場合は
翌平日）、年末年始

090-1416-1573

天白区野並 3-225-1 サーナ野並 1F
11：00 ‒18：00 ／火、日、祝日

052-899-3399

7 自然派倶楽部 MAMA ʼ s

052-681-8928

緑区東神の倉 3-3511
〈金・土・日曜のみ〉
11：00 ‒18：00

052-878-3833

2

緑区鳴海町向田 209
〈火〜土〉
11：30 ‒17：30〈日〉9：00 ‒17：00／
月曜

052-623-0660

8 スズサン
緑区有松 3026
11：00 ‒17：00 ／日曜

052-693-9624

名古屋学院大学
カフェ＆ベーカリー マイルポスト
熱田区大宝 2-4-45
10：00 ‒15：00 ／土、日、祝日
052-683-0451

3 オーガニックカフェ38 みつばち
熱田区森後町 1-14
11：30 ‒18：00 ／月、日、祝日

052-880-8038

4

緑区有松 2624
ショップ〈月・火・木〉
12：00 ‒18：00〈金・土〉
13：00‒23：00／水、日、祝日
バル
〈金・土〉
18：00‒24：00
（金曜は19：00〜）

052-621-0027

9 mado café
緑区有松 924
12：00 ‒16：00（週末のみ自然食ランチ）／
月、火、水曜

050-7516-6632

4 Be Wood shop
昭和区山手通 2-7-1
10：00 ‒18：00 ／水曜

052-834-3301

のぬいぐるみを作っています。ぬいぐるみを、女性たちが適正な

倉田：もともとカンボジアのコショウは世界中で評判がよかった。

収入を得られる価格で販売することが、
収入につながっています。

戦後の再興に向けて始動した頃、
運よく戦火を免れた、
当時の農作物

デザインの改良も指導。
最近では、
名古屋の高校の文化祭などで

の貿易統計資料が見つかりました。復活させようと読み始め、私が

委託販売なども好評です。

取り組めそうな農作物としてコショウがあった。それからですね。
松 井：この 地 域 で初のフェアトレ ード マップはアイキャン が

でした…。当 時 は、静 岡まで 含む東 海 エリア で 10 0 ほどしか

持続可能な発展を支える。モノポリーではいつかは行き詰ってしまい

ありませんでした。

ますから。
「僕はコショウ農家になりたいんだ！」と最近話してくれた

松井：今回の調査では、名古屋市内で360店舗となりましたよ。

子どもがいます。フェアトレードの精神が、未来の子どもたちの将来

吉田：若い世代が取り組むようになったことで「フェアトレード」

も支えるのだと思うと、うれしくなりますね。

という言葉が浸透したと感じています。

昭和区台町 2-27
8：45 ‒18：30 ／無休
052-853-6085

総合リハビリセンター

瑞穂運動場西

名古屋市瑞穂
公園野球場

瑞穂運動場東

15 珈琲豆のイヅツヤ

10 小川珈琲 名古屋南店
南区豊田 4-9-47 アピタ名古屋南店 1F
10：00‒21：00／アピタ名古屋南店に準ずる

052-691-0048

瑞穂区日向町 2-29-1
10：00‒18：30／日曜（月・火曜が祝日の場合は
休み）

052 - 831- 4324

昭和区菊園町 2-30-1
10：30 ‒18：30（土、日、祝日は17：30まで）
／不定休

052-852-0081

7 自然食 BIO
昭和区塩付通 4-19
9：30 ‒18：30 ／木曜
052-842-5010

Cafe La Bonbonniere
8 （ラボンボニエール）

昭和区隼人町 6-12 小林ビル 1F
10：00 ‒18：00 ／月曜

052-833-5400

9 CAZAN 珈琲店 本店
昭和区台町 2-19
7：30 ‒20：00 ／無休

052-853-3015

加藤万里さん

青柳信弥さん

社会福祉法人名古屋市身体障害 者福祉連合会（名身連）

愛知県日進市で、
フェアトレード＆オーガニックコーヒー豆

所属、FTNN 理事。施設の利用者がつくる自主製品など、

専門販売店【Aoyagi Coffee Factory】経営。FTNN理事、

チョコレートや紅茶、コーヒーといった食品から、
ぬいぐるみなどのファブリックアイテムまで、

「フェアトレード商品」はさまざまです。

日進市商工会青年部所属。2017 年からは、日進市でコー
ヒー豆の栽培を始める。

松井：私たちの団体が掲げるスローガン「地球とのフェアトレード」

松井：青柳さんは、
「 国際フェアトレード認証ラベル」を取得された

において欠かせないのが「国内でのフェアなトレード」。障がい者が

コーヒーの販売会社を経営されていますね。

生産に携わった産品を正当な価格で取引することも含みます。加藤

青柳：国際フェアトレード認証ラベルは、
その原料が生産されてから、

さんが所属する障がい者支援施設での取り組みを具体的に教えて

輸出入、加工、製造工程を経て「国際フェアトレード認証製品」として

いただけますか。

完成品となるまでの各工程で、国際フェアトレードラベル機構が

加藤：名身連（社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会）では、

定めた厳しい基準が守られていることを証明するラベルです。その

縫製や印刷による名古屋みやげの制作を行っています。大須の店

基準には、原材料の保管方法や、価格の保証なども含まれ、各過程を

や熱田神宮の「ついたち市」、中村公園の豊国神社参道で行われる

細かく記録し、管理します。最近はこのラベル付きの商品が普及。消

「九の市」などで販売しています。障がい者支援施設が請け負う
「軽

費者の皆さんには、ラベルあり＝フェアトレード商品、ということが

作業」
は、
単価が安いものが多く、
自主製品については、
公正な価格を

MAP 外

6 カフェニコリ

国際フェアトレード認証の
商品を広める

瑞穂区役所

15
5 MOUNTAIN COFFEE BEANS SHOP

やりがいを生む
「国内フェアトレード」

販売に携わる。

実現するため、
商品開発にも取り組んでいます。

11 チョコレートカフェ クオレ
中川区荒子 1-113
9：30‒20：00（日・祝日は19:00まで）／月曜

0120-93-6448

12 とだがわ陽だまり館

ヒーの販売が評判ですね。

世界共通で
使われるラベル

そうですね。

青柳：企業の販促用にコーヒーを使ってもらいたいと商品化したも

加藤：縫製部門は4、5人が携わっています。難しい曲線や分厚い布を

のです。小ロットでも対応していることから、高校の文化祭などでの

縫うことのできる人がいれば、まっすぐにミシンで縫うところを担当

販売も近年増えました。フェアトレードの商品を、実際に買ったり飲

する人もいます。障害があっても、働くことが彼らにとっては、社会と

んだりといったきっかけづくりが大事ですよね。認証ラベル商品を取

つながっているという意識を高め、やりがいや生きがいを生み出して

り扱う者として、フェアトレード名古屋ネットワークに協力したいと

います。海外の途上国との取引が主なフェアトレードの活動ですが、

いう思いがあり、団体主催のイベントにも積極的に関わってきまし

FTNNと手を取って一緒に活動することを通して、すべての人が支え

た。5月のフェアトレード月間ほか、年に数回イベントを開催し、普及

あう社会の実現につながっていると信じています。

に取り組んでいます。こうしたイベントを通じて、フェアトレードの輪

052-302-5545

13 RIGHTS（ライツ）
国際
フェアトレード
認証ラベル

14 ららぽーと名古屋 みなとアクルス
港区港明 2-3-2
10：00 ‒21：00 ／不定休
052-651-3400

世界
フェアトレード
連盟保証ラベル

商品パッケージに見られるさまざま

がさらに広まってくれることを期待します。

名身連

名古屋の名所が描かれたトート
バッグ、ミニポーチ

CCSコーヒー

名古屋の方言をデザインに
あしらったティーバッグタイプ
のコーヒー。

アイキャン

フィリピンのお母さん団体「SPNP」
のくまの ぬ いぐるみ 。表 面 の 布 は
オーガニックコットン素材

ZOOBOGATE
東山動植物園オリジナル「フェルトぬ
いぐるみ」。JICA（国際協力機構）の
一村一品運動によるキルギス共和国
からのフェアトレード商品。
「フェアト
レードタウンなごや応援ロゴマーク」
承認第一号。

クラタペッパー

ブラックペッパ ー 、ホワイト
ペッパー、完 熟 ペッパー

なラベル。
フェアトレード商品である
ことが証明されたアイテムには上図
のようなラベルが表示されています。
表示がないものも多いですが、
買い物

MAP 外

松井：オリジナルの絵柄をパッケージに印刷したフェアトレードコー

松井：障がいのレベルや得意不得意に応じて作業を分担されている

翌平日）、年末年始

南区前浜通 7-1-2
6：00 ‒22：00 ／水曜

一目で分かってもらえると思います。

CHECK!

港区春田野 2-3204
9：00 ‒16：30 ／毎週月曜（祝日の場合は

MAP 外

わいん商 アン・ベロ

松井：どうしてコショウだったのですか？

しました。協会を立ち上げて情報を共有しあうことが、カンボジアの

「フェアトレード認証ラベルのないフェアトレード商品」の

MAP 外

3 LaLa natural

手作業でクマ
。
メンバーは全員子どもをもつお母さんで、
「SPNP」

情報が不足していました。初めて作ったのが10 年前。1年がかり

八事

MAP 外

2 ギャラリー雅

タス 」に 暮らす 女 性 で 構 成 され るフェアトレ ード生 産 団 体

全カンボジア協会は2018年11月に発足
倉田：COｒAAは2006年に、

MUJI

名古屋市博物館

1号

熱田、
昭和、
瑞穂、
南、
港区

緑区南大高 2-701 よってって横丁 1F
10：00 ‒15：00 ／土、日曜

届ける必要がある。だから、栽培から販売まで行っています。

古屋のフェアトレードと未来」
というテーマで語ってもらいました。

八事山興正寺

神宮前

白鳥庭園

豊明

5 カフェ&レストランにんじん

一つとして立ち上げたのが、フィリピン最大のごみ処分場「パヤ

裏面

神宮西

前後

学校建設や生計向上等の事業を行っています。生計向上事業の

高く売りたい。そのためには仲介業者を通さず、エンドユーザ―に

8

6

名古屋国際会議場

MUJI

伊勢

いりなか

名古屋市立大学病院

瑞穂通

南大高

鉄

川名

高線

名

が、今では世界中に取引先ができました。現地の農家は出来るだけ

マネージャー。
FTNN理事。DJとして活動する顔を持つ。

4

金山

速3号大

5 6

日比野

8

吉田：アイキャンは、
フィリピンの貧困層への生活向上を目指して

名古屋駅西にあるゲストハウス【GLOCAL CAFE】

八事日赤

名古屋高

有松

大高緑地

ティアとして行きました。現在に至るまでは大変なこともありました

聞き手／ 松井陽介

御器所

9 5

通
大津

4

ているフェアトレードの活動について聞かせてください。

マップ発行にあたり、さまざまなフィールドで活動する4人に、
「名

翌平日）

東別院

左京山
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倉田：カンボジア紛争後の復興の力になりたいと、1992 年にボラン

できる身近な社会貢献。なのに、商品をどこで買えるのかという

名古屋市農業センター内 売店
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フィリピンへの生活支援に取り組んで約10 年。フィリピンで行っ

にも尽力されているそうですね。
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松井：吉田さんは、認定 NPO 法人「アイキャン」の活動を通じて

販売まで一貫して取り組んでいます。

吉田：フェアトレードに配慮した商品を購入することは個人が

FTNN＝NPO 法人フェアトレード名古屋ネットワーク
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松井：倉田さんはカンボジアを拠点として活動。コショウの栽培から
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に携わる。

2008 年に制作。作ろうと思ったきっかけは？

天白区天白町平針黒石 2872 - 3
9：00 ‒16：30 ／毎週月曜（祝日の場合は
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本笠寺
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速都

伏見通

鶴里

屋高

堀川

相生山緑地

名古

たちや、
紛争地における平和構築、
学校建設・再建の活動

新堀川

山王
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道

地下鉄桜通線

天白公園

桜本町

訪れる。2013 年愛知県に、妻・由紀さんが日本支社を設立。
1年の大半をカンボジアの農園で過ごす。

松井：カンボジアでは、
「 カンボジアオーガニック農業協会」
（ 略称

052-848-3433
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勤務。フィリピンで路上生活を余儀なくされる子ども

COrAA、コーラ）で理事長を、
「全カンボジアコショウ協会」の発足

MAP 外

3 旬菜カフェ おてあて

2009 年から、認定 NPO 法人「 ICAN 」
（ アイキャン）に

パー】経営。1992 年NGO「JIRAC」に参加してカンボジアを

ことを理想とします。

天白区中平 1 - 501
11：00 ‒19：00 ／月、日曜

052-800-3533

吉田文さん

テントの中で、さまざまな団体や組織が手をつなぎ、共に成長する

6 トライバルアーツ

2 ヘルシーメイト焼山店

10 東谷山フルーツパーク

6 星が丘テラス

2 ZOOBOGATE（ズーボゲート）

フェアトレードは
本来あるべき社会の形

カンボジア初のオーガニックコショウ専門店【クラタペッ

弱い方々への仕事の創出、
地域内の活性化、
身近な伝統や自然環境

7
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名古屋大学

1. 途上国との貿易としてのフェアトレード
2. 国内・地域内でのフェアなトレード
3. 地球の自然に対してのフェアなトレード

原
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東山公園

猪高緑地
植田川
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鉄鶴

貧困の国々の
今と未来を支える
倉田浩伸さん

国道153号
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状自動

茶屋ヶ坂公園

未来を創るあなたの行動
「地球とのフェアトレード」

愛知カンツリー倶楽部

時の参考に。

Aoyagi Coffee Factory
国 際フェアトレード 認証ラベル
付きのメキシコ産コーヒー豆
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