JAカード5％割引・ポイント還元制度対象のJA直売所一覧（2019年11月現在）
キャッシュレス・消費者還元制度に参加、また参加予定のJAカード割引対象の直売所店舗を
掲載しています（2019年11月1日時点）。
店舗によっては、一時的にクレジットカード等の決済がご利用いただけない場合がありますので、
ご利用時に店舗でご確認ください。またポイント還元制度対象店舗については、経済産業省の
下記ホームページからご確認いただけます。
https://cashless.go.jp/consumer/

北海道・東北エリア
都道府県
北海道

青森

岩手

宮城
秋田

山形

対象店舗
農産物直売所あさがお永山店
農産物直売所あさがお神楽店
ホクレン農業協同組合連合会 ホクレンくるるの杜
芽室町農業協同組合 めむろファーマーズマーケット愛菜屋
石狩市農業協同組合 ＪＡいしかり地物市場とれのさと
四季彩館
特産物直売センター「林檎の森」
「道の駅」ひろさきサンフェスタいしかわ
アップルハウスかあさんの店
産直センターひらかアグリアス
尾上特産物直売所
フルーツショップ浪岡
まるっと新鮮館
母ちゃんハウスだぁすこ
母ちゃんハウスだぁすこ沿岸店
北上産地直売所あぜみち
ＪＡ岩手ふるさと菜旬館
ＪＡ岩手ふるさと産直来夢くん
江刺ふるさと市場
南部営農経済センター産直所 花牛米菜
ＪＡ加美よつば 直売所 愛菜ハウス
湖東のやさい畑
ＪＡあきた白神農産物直売所みょうが館
ＪＡグリーン中央店
道の駅おが
道の駅うご端縫いの郷
ほっといん鳥海
生産物直売所菜らんど
しゅしゅえっと まるしぇ
農産物直売所ひまわり
百彩館物産所
ＪＡ産直おおだいこ
ドラゴンフレッシュセンター
道の駅みねはま おらほの館
アグリランドひな産直センター
アグリランド産直センター
おばね産直館はいっと
道の駅尾花沢花笠の里ねまる
ＪＡ山形おきたま亀岡愛菜館

北海道・東北エリア（続き）
都道府県
山形

福島

対象店舗
ＪＡ山形おきたま長井愛菜館
ＪＡ山形おきたま南陽愛菜館
ＪＡ山形おきたま米沢愛菜館
ＪＡ山形おきたま米沢東愛菜館
ＪＡ山形おきたま米沢南愛菜館
ＪＡやまがたおいしさ直売所紅の蔵店
ＪＡやまがたおいしさ直売所南館店
ＪＡやまがたおいしさ直売所落合店
食彩工房いちご畑
産直んめ農マルシェ
もんとあ～る のぞみ店
もんとあ～る 駅前店
もんとあーる白山店
よってけポポラ
ＪＡ会津よつば「いいでの四季駅前店」
ＪＡ会津よつば「いいでの四季喜多方店」
ＪＡ会津よつば「まんま～じゃ」
ＪＡ会津よつば「旬菜館」
ＪＡ会津よつば「食彩館うまかんべ」
ＪＡ会津よつば「南会津ふるさと物産館」
ファーマーズマーケットみりょく満点物語
みりょく満点物語矢祭店
みりょく満点物語矢吹店
ファーマーズマーケットいがっぺ
ふぁせるたむら
旬の庭久留米店
旬の庭大槻店
新鮮やさい館好間店
新鮮やさい館谷川瀬店
新鮮やさい館平窪店

関東エリア
都道府県
茨城

対象店舗
ファーマーズマーケットなだろう
農産物直売所野っ食べ
ＪＡつくば市 桜農産物直売所
ＪＡつくば市 筑波農産物直売所
ＪＡつくば市農産物直売所 四季の郷
ＪＡやさと「里の四季」園部直売所
やさと農協 柿岡直売所
ゆりの郷物産館
農産物直売所「みらいっ娘」
農産物直売所「夢とりで」
ＪＡ茨城むつみ 農産物直売所総和店
道の駅ごか 農産物直売所
サングリーン旭
やすらぎの里しもつま農産物千代川直売所
旬彩やちよ 農産物八千代直売所
こめ工房
にじのなか

関東エリア（続き）
都道府県
茨城

栃木

群馬

対象店舗
みどりの風
めばえ
長砂直売所
津田直売所
土からのたより
那珂直売所
空のえき そ・ら・ら
産地直売所みのり
大地のめぐみ
サンフレッシュはすの里
サンフレッシュ花野果
サンフレッシュ霞ヶ浦店
サンフレッシュ新治店
サンフレッシュ土浦店
下根農産物直売所
水郷つくば農協 直売所愛菜園
美浦村地域交流館内農産物直売所
利根農産物直売所
ＪＡ水戸 グリーンハウスひぬま
ＪＡ水戸 ふれあいハウス
ＪＡ水戸 酒門地区農産物直売所
ＪＡ水戸 上中妻地区農産物直売所
ＪＡ水戸 大洗地区農産物直売所
ＪＡ水戸 渡里地区農産物直売所
ＪＡ水戸 内原地区農産物直売所
ＪＡ水戸茨城地区農産物直売所
ポケットファームどきどき茨城町店
ファーマーズマーケットきらいち結城店
ファーマーズマーケットきらいち筑西店
協和直売所
ポケットファ－ムどきどきつくば牛久店
井頭フレッシュ直売所
益子フレッシュ直売所
真岡フレッシュ直売所
友遊直売所
南河内グリーンセンター
グリーンセンター農産物直売所
のぎ松原大橋直売所
よらっせ桑農産物直売所
国分寺農産物直売所
石橋農産物直売所「四季彩」
野木直売所
まちの駅新・鹿沼宿物産館
森友直売所スマイル館
奈佐原直売所
あんあん弥生店
あんあん葉鹿店
ファーマーズマーケット菜果な花
沢田直売所
はにわの里直売所
ふれあいの郷

関東エリア（続き）
都道府県
群馬

埼玉

対象店舗
農産物直売所まゆっ娘
食彩館もみじ平店
食彩館本店
グル米四季菜館群馬八幡駅前店
グル米四季菜館筑縄店
グル米四季菜館中居店
まちなか直売所フレッシュベジたか
からか～ぜ
からか～ぜたまむら店
からか～ぜまゆの郷
農畜産物直売所あかぼり店
農畜産物直売所あずま店
百菜館
道の駅上野
広沢直売所
ＪＡ前橋市産直ゆうあい館
全農ぐんま 花木流通センター
ＪＡグリ－ン農産物直売所
ふじ娘館
九合直売所
城西の杜直売所
ＪＡ北群渋川農産物直売所
農産物直売所ふれあい食彩館
農産物直売所ぽんぽこ
ＪＡ利根沼田農産物直売所
直売所食彩の森
新座農産物直売センター
和光農産物直売センター
ふれあいセンター久保島店
ふれあいセンター江南店
ふれあいセンター妻沼店
ふれあいセンター大里店
ふれあいセンター箱田店
グリーンショップ草加
べに花の郷若宮直売所
安行農産物直売所
三室ぐるめ米ランド
四季彩館
大久保ぐるめ米ランド
大宮ぐるめ米ランド
地場物産館桜国屋
尾間木ぐるめ米ランド
木崎ぐるめ米ランド
与野ぐるめ米ランド
横瀬農産物直売所
皆野農産物直売所
荒川農産物直売所
小鹿野農産物直売所
秩父農産物直売所
羽生農産物直売所
加須農産物直売所

関東エリア（続き）
都道府県
埼玉

千葉

対象店舗
騎西農産物直売所
行田農産物直売所
北川辺農産物直売所
グリーン・マルシェ
グリーンマルシェ２
ＪＡ花園農産物直売所
あおぞら館直売所
アグリパーク上里
かみかわ館直売所
こだま館直売所
美里万葉の里直売所
さくらファーム
滑川農産物直売所
吉見農産物直売所
小川農産物直売所
川島農産物直売所
都幾川農林産物直売所
東松山農産物直売所
東秩父農産物直売所
鳩山農産物直売所
嵐山農産物直売所
岩槻農産物直売所
久喜農産物直売所
菖蒲グリーンセンター
ＪＡふかや グル米ハウス
ＪＡふかや 川本農産物直売所
ＪＡふかや 男衾農産物直売所
ＪＡふかや 用土農産物直売センタ－
グリーンスパいすみ
農産物直売所「ふなっこ畑」
ＪＡグリーン鴨川
ＪＡグリーン館山
ＪＡきみつ 味楽囲おびつ店
ＪＡきみつ 味楽囲さだもと店
袖ヶ浦市農畜産物直売所 ゆりの里
ＪＡ緑の風 山武店
ＪＡ緑の風 成東店
ＪＡ緑の風 大網店
ＪＡ緑の風 東金店
五井Ａマート
姉崎グリーンマート
農産物直売所果彩菜ちはら台店
ＪＡ成田市農産物直売所酒々井店
ＪＡ成田市農産物直売所宝田店
農産物直売所とれたて産直館印西店
農産物直売所とれたて産直館栄店
農産物直売所やおぱぁく
ＪＡ千葉みらい農産物直売所「しょいか～ご」千葉店
しょいかーご習志野店
ＪＡ長生農産物直売所ながいき市場
ＪＡ長生農産物直売所一宮店

関東エリア（続き）
都道府県
千葉

東京

対象店舗
グリーンハウス ゆりのき店
グリーンハウス 勝田台店
ＪＡ富里市産直センターひよし館
ＪＡ富里市産直センター旬菜館
マインズショップ狛江店
マインズショップ神代店
マインズショップ西府店
マインズショップ多磨店
マインズショップ調布サウスゲートビル店
マインズショップ調布店
府中特産品直売所
経済センターマイム
五日市ファーマーズセンター
秋川ファーマーズセンター
日の出経済センターぐりむ
羽村市農産物直売所
自然派やさい直売所ベジ・ベジ
瑞穂経済センター
福生支店直売所
かすみ直売センター
グリーンセンター
古里経済店舗
小曽木経済店舗
アグリハウスさかい
アグリハウスまちだ
アグリハウスみなみ
アグリハウス忠生
アグリハウス鶴川
ファーマーズショップ「にりん草」
石神井地区アグリセンター
総合園芸センター「ふれあいの里」
大泉地区アグリセンター
板橋地区アグリセンター
練馬地区アグリセンター
葛飾元気野菜直売所
農産物直売所あだち菜の郷
農産物直売所えどちゃんショップ
ファーマーズセンター みのーれ立川
農産物直売所みどりっ子昭島店
農産物直売所みどりっ子村山店
農産物直売所みどりっ子仲原店
ＪＡ東京みらい 清瀬支店
ＪＡ東京みらい 東久留米支店
ＪＡ東京みらい 東村山支店
国分寺ファーマーズ・マーケット
三鷹緑化センター
小金井ファーマーズ・マーケット
小平ファーマーズ・マーケット
武蔵野新鮮館
ファーマーズマーケット 荻窪
ファーマーズマーケット千歳烏山

関東エリア（続き）
都道府県
東京

神奈川

対象店舗
ファーマーズマーケット二子玉川
ＪＡ東京みなみ「みなみの恵み」
稲城経済店
東京南農業協同組合 七生支店
東京南農業協同組合 多摩支店
日野経済店
ＪＡ八王子 園芸センター
ＪＡ八王子 経済センターふれあい市場
ＪＡ八王子 経済センター川口
小笠原父島支店直売所
ＪＡかながわ西湘農産物直売所朝ドレファーミハルネ店
ＪＡかながわ西湘農産物直売所朝ドレファーミ成田店
すかなごっそ
あふり～な伊勢原店
あふり～な比々多店
ＪＡあつぎグリ－ンセンタ－
夢未市
湘南農業協同組合営農経済部営農販売課あさつゆ広場
あぐりんずつくい
はだのじばさんず
ベジたべーな
ＪＡ津久井郡 藤野園芸センタ－

甲信越・北陸エリア
都道府県
新潟

富山

対象店舗
あるるん畑
ＪＡふれあい市「よれっしゃ・こいっちゃ」
ＪＡにいがた南蒲ただいまーと
ひすい食彩館
あぐりぱーく八色
四季味わい館
農産物直売所なじら～て関原店
農産物直売所なじら～て東店
四季彩館ベジぱーく
ＪＡ新潟みらいファーマーズ・マーケットいっぺこ～と
いくとぴあ食花キラキラマーケットＪＡ新潟市直売所
花夢里にいつ
ふれあい逢菜館
ＪＡ柏崎農産物直売所愛菜館
ＪＡ北越後農産物直売所
うおぬま百菜花ん
あおばの里ほほえみ館
村の駅菜っちゃん新湊店
村の駅菜っちゃん太閤山店
道の駅 となみ野の郷
なのはな農業協同組合農産物直売所
みな穂農業協同組合あいさい広場
あぐりっち佐野店
アグリプラザ東
ＪＡグリーンひみ
まんなか市場
みのり館

甲信越・北陸エリア（続き）
都道府県
石川

福井

山梨

長野

対象店舗
能登おおぞら村穴水
能登おおぞら村輪島
ＪＡグリーンはくい
ＪＡグリーン加賀「元気村」
ＪＡグリーン金沢
ほがらか村崎浦店
ほがらか村本店
ほがらか村野田店
ＪＡ根上根上屋
志賀町農産物直売所みちのえき旬菜館
グリーンセンターすず
ＪＡあぐり
ＪＡのお米屋さんえちゃけな
道の駅こまつ木場潟
道の駅めぐみ白山ＪＡ直売所
ＪＡグリーンかほく
農産物直売所おくのといち
ＪＡグリーンわかばの里
織姫の里なかのと
ＪＡグリーン能美能美の市
よらんかいねぇ広場
ＪＡグリ－ン松任
ファーマーズマーケットきららの丘
農産物直売所ゆりいち
アグリらんど 喜ね舎 愛菜館
ＪＡフルーツ山梨 フルーツ直売所
ＪＡフルーツ山梨ファーマーズマーケット
フルーツ直売所 勝沼店
道の駅なるさわ 物産館
い～なとうぶ
い～なとうぶ昭和
農産物直売所たべるＪＡ（じゃ）んやまなし
ＪＡ南アルプス市道の駅しらね農産物直売所
安曇野スイス村ハイジの里
アグリながぬま農産物直売所
うえまつ農産物直売所
農産物直売所千曲川
ファーマーズガーデンやまべ
道の駅あおき
ファーマーズガーデンあかしな
ファーマーズガーデンうちだ
ファーマーズガーデンやまがた
畑の彩り館きろろ
食彩館
農産物直売所「アルプス一番」
ＪＡ上伊那 ファ－マ－ズあじ～な
新鮮市場ききょう

東海エリア
都道府県
岐阜

静岡

対象店舗
よってみーないび
よってみーな大野
よってみーな池田
道の駅池田温泉農産物直売所
ＫＯＭＥ米ＨＯＵＳＥ本荘店
おんさい広場はぐり
おんさい広場鷺山
おんさい広場真正
糸貫農産物販売所
ファーマーズマーケット
ファーマーズマーケット海津店
ファーマーズマーケット垂井店
ファーマーズマーケット中川店
ファーマーズマーケット中部店
ファーマーズマーケット南濃店
ファーマーズマーケット養老店
えなグリーンセンター
恵那北グリーンセンター
恵南グリーンセンター
中津川グリーンセンター
あいら伊豆農協いで湯っこ市場
いで湯っこ市場
ファーマーズマーケットほうせん館
あさば新鮮市
ふくの市
みなみ市場
月見の里ひろば
見付どっさり市
森の市
天竜 山の市
磐田南部どっさり市
ミナクル菊川店
ミナクル大城店
新鮮安心市場さすが市
ファーマーズ御殿場
ＪＡ三島函南直売所フレッシュ錦田店
ＪＡ三島函南直売所フレッシュ函南店
ＪＡ三島函南直売所フレッシュ北上店
土の市直売場
グリーンセンター
あさはたじまん市
しづはたじまん市
ブランドショップじまん館
南部じまん市
まんさいかん焼津
まんさいかん静浜
まんさいかん島田
まんさいかん藤枝
長田じまん市
北部じまん市

東海エリア（続き）
都道府県
愛知

三重

対象店舗
グリーンセンター 十四山店
グリーンセンター 津島店
ふれあい広場赤羽根店
ふれあい広場渥美店
おかざき農遊館
グリーンセンター長瀬
はいらっせぬかた
ふれあいドーム岡崎
幸田 憩の農園
道の駅 藤川宿
瀬戸グリーンセンター
長久手グリーンセンター
東郷グリーンセンター
日進園芸センター
尾張旭グリーンセンター
尾張旭産直センター
豊明フレッシュセンター
豊明西部産直センター
ＪＡひまわり グリーンセンター一宮
ＪＡひまわり グリーンセンター音羽
ＪＡひまわり グリーンセンター豊川
サンテパルクふれあいのＭｏｒｉ
グリーンセンターしんしろ
こんたく長篠
東栄直売所
産直センター岩倉店
産直センター扶桑店
ＪＡ海部東 グリーンプラザ
株式会社ＪＡあぐりパーク食彩村
ＪＡファーマーズマーケット 吉田方店
ＪＡグリーン 西春日井
アグリマルシェ はるひ
とれたて市ひぞっこ
ほのぼの市場
ほほえみかん
ＪＡ三重中央ふれあいマーケットいちし
いなべっこ
四季菜 下野店
四季菜 常磐店
四季菜 西部店
四季菜 大矢知店
四季菜 内部店
四季菜 日永店
四季菜 尾平店
米ひろば 大山田店
米ひろば額田店
きっする黒部
農産物直売所スマイル多気店
農産物直売所スマイル明和店
鳥羽マルシェ
ＪＡグリーン津店

東海エリア（続き）
都道府県
三重

対象店舗
みどりの交差店
ＪＡ鈴鹿 果菜彩 稲生店
ＪＡ鈴鹿 果菜彩 亀山店
ＪＡ鈴鹿 果菜彩 鈴鹿店

近畿エリア
都道府県
滋賀

京都

大阪

兵庫

対象店舗
おうみんち野洲店
ファーマーズ・マーケット おうみんち
滋賀近江琵琶湖へきてかーな
田舎の元気や１号館
ＪＡこうか ここぴあ
ＪＡこうか 花野果市貴生川店
ＪＡこうか 花野果市石部店
花野果市 水口店
草津あおばな館
東びわこ農業協同組合ファーマーズマーケットやさいの里
東びわこ農業協同組合ファーマーズマーケットやさいの里あいしょう館
東びわこ農業協同組合ファーマーズマーケットやさいの里二番館
東びわこ農業協同組合ファーマーズマーケット美浜館
農産物直売所．ゆめまる館
アトリオ
農産物直売所井手店
農産物直売所京田辺店
農産物直売所山田荘店
農産物直売所祝園駅前店
農産物直売所田原店
農産物直売所八幡店
農産物直売所木津店
「彩菜館」綾部店
「彩菜館」西舞鶴店
「彩菜館」東舞鶴店
ファーマーズマーケット たわわ朝霧
丹後やさい館きちゃりーな
農産物直売所城陽店
愛彩ランド
みしま館
農産物直売所またきて菜
おいで～菜 平野店
こーたりーな
畑のつづき 松原店
畑のつづき 長瀬店
畑のつづき 天美店
畑のつづき 東大阪店
畑のつづき 柏原店
畑のつづき 八尾店
畑のつづき 龍華店
あすかてくるで 羽曳野店
あすかてくるで 河内長野店
ＪＡ大阪北部農産物直売所
フレッシュ・モア大久保駅前店
フレッシュモア 西明石店

近畿エリア（続き）
都道府県
兵庫

和歌山

対象店舗
フレッシュモア 大久保店
美菜恋来屋
ファーマーズマーケットたじまんま
ＪＡハリマ 食彩館 伊和の里
ふれすこ社店
ふれすこ西脇店
ＪＡ加古川南ファーマーズ尾上
ＪＡ加古川南ファーマーズ平岡
ＪＡ加古川南ファーマーズ野口
味土里館直売所
ＪＡ丹波ひかみ とれたて野菜直売所
御食菜采館 洲本店
かさい愛菜館
サンパティオ おの ゆぴか店
サンパティオおの
三木みらい館
にじいろふぁ～みん
ふぁ～みんＳＨＯＰいなみ
ふぁ～みんＳＨＯＰかんき
ふぁ～みんＳＨＯＰ魚住
ふぁ～みんＳＨＯＰ高砂
ふぁ～みんＳＨＯＰ二見
ふぁ～みんＳＨＯＰ播磨
ふぁ～みんＳＨＯＰ八幡
ベジ－ズ館
ＪＡありだファーマーズマーケットありだっこ
とれたて広場
ファーマーズマーケットＯＩＮＡＣＩＴＹ
ファーマーズマーケットめっけもん広場
フレッシュマート特産品直売所
ほんまもんふるさと産地直売所
ＪＡ紀南 ファーマーズマーケット紀菜柑
やっちょん広場

中国エリア
都道府県
鳥取

島根

対象店舗
地場産プラザわったいな
ＪＡグリーンさかいみなと
ＪＡグリーンはま
ＪＡ鳥取中央 ハワイ夢マート
ＪＡ鳥取中央直売店 あぐりポート琴浦
ＪＡ鳥取中央直売店 楽市楽座
ＪＡ鳥取中央直売店あぐりポート琴浦２号店
旬鮮プラザ 満菜館
旬鮮プラザよってみたい菜
ＪＡグリ－ン 愛菜館（直売所）
ＪＡグリ－ン西部
まちなか アスパル
グリ－ンセンタ－ はしま店
グリ－ンセンタ－ ひろせ店
なかうみ菜彩館

中国エリア（続き）
都道府県
岡山

広島

山口

対象店舗
ＪＡあしん広場
ＪＡ岡山 一本松直売所
ＪＡ岡山 農産物直売所 はなやか牛窓店
ＪＡ岡山 農産物直売所 はなやか長船店
ＪＡ岡山はなやか一宮店
ＪＡ岡山はなやか瀬戸内店
ＪＡ岡山はなやか中央店
ＪＡ岡山はなやか津高店
ＪＡ岡山はなやか東店
ＪＡ岡山はなやか南店
ＪＡ岡山西 井原直売所
ＪＡ岡山西 鴨方直売所
ＪＡ岡山西 玉島直売所
ＪＡ岡山西 金光直売所
ＪＡ岡山西 児島直売所
ＪＡ岡山西 菅生直売所
ＪＡ岡山西 里庄直売所
道の駅みやま公園直売所
ＪＡまにわ直売所「きらめきの里」
ＪＡ岡山西 メルカ－ト果菜館
ＪＡ岡山西 山手直売所
ＪＡ岡山西 船穂直売所
ファ－マ－ズマ－ケット「サンサンくめなん」
みち停「あさひ」
燦燦つやま
早島町直売所
津山市地産地消センタ－ サンヒルズ
道の駅 久米の里 活菜館
ＪＡ呉グリーンセンター
農彩館五日市ファーマーズマーケット
おいしい旬館となりの農家高屋店
おいしい旬館となりの農家黒瀬店
ふれあいたかた産直市
ＪＡ産直ふれあい市場
マロンの里交流館
やっさふれあい市場三原店
やっさふれあい市場本郷店
ゆめさくら朝どり市
東城きんさい市
ＪＡ交流ひろば「とれたて元気市となり農家店」
ＪＡ交流ひろば「とれたて元気市広島店」
ええじゃん尾道 向島店
ええじゃん尾道 尾道店
ＦＡＭ′Ｓキッチンいわくに
あぐりプラザおふく
いただきま～と下関東部店
いただきま～と川中店
とれたて満菜
ふれあいどころ４３７
ふれあいらんど萩
菜さい来んさい！下松店

中国エリア（続き）
都道府県
山口

対象店舗
菜さい来んさい！光店
菜さい来んさい！三田川店
菜さい来んさい！新南陽店
菜さい来んさい！徳山東店
菜さい来んさい！北部店
新鮮館サンパークあじす店
新鮮館厚南店
直売所みとう
島の恵み本店
遊気百菜館

四国エリア
都道府県
徳島

愛媛

高知

対象店舗
ふれあい産直市
ＪＡ夢市場
ＪＡ大津松茂 農産物直売所えがお
ＪＡグリーンアグリ板野
ＪＡグリーンどなりマルシェ
ＪＡ美馬ふれあいセンター
ひまわり農産市 鴨島店
ひまわり農産市 川島店
めぐみの里
ファーマーズマーケットいよっこら
おいでや市
ジャジャうま市
太陽市
特産品センター みなみくん
たいき産直市「愛たい菜」
フレッシュ一本松
さいさいきて屋
彩采サイコー直売所
道の駅みま
道の駅どんぶり館青空
周ちゃん広場
あかがね市四季菜広場
みのりちゃん市場
水都市本店
ＪＡれんげ市場
ＪＡ東予園芸 産直楽しみ市
ＪＡ高知県かざぐるま市
ＪＡ高知県風の市
コスモス ふれあい市
土佐くろしおとさっ子広場かわうそ店
土佐くろしお農業協同組合村営とさっ子広場

九州・沖縄エリア
都道府県
福岡

対象店舗
ＪＡ糸島 産直市場 伊都菜彩
ＪＡむなかた 農産物直売所「ほたるの里」
ゆめ畑 春日店

九州・沖縄エリア（続き）
都道府県
福岡

佐賀

長崎

熊本

対象店舗
ゆめ畑 太宰府店
ゆめ畑 大野城店
ゆめ畑 那珂川店
旬菜ひろば とまと
ＪＡ福岡京築 京築恵みの郷ゆくはし店
ＪＡ福岡京築 採れたて市場美夜古勝山店
ＪＡ福岡京築 築東ふれあい市
ＪＡ福岡京築 椎田ふれあい市
苅田直売所
築城ふれあい市
豊前ふれあい市
博多じょうもんさん花畑市場
博多じょうもんさん周船寺市場
博多じょうもんさん入部市場
博多じょうもんさん福重市場
博多じょうもんさん曰佐市場
農産物直売所「よらん野」
にじの耳納の里 まんてん市場
愛菜館
来てみんね かながわ
ＪＡ産直 「街かど畑」
ＪＡ産直 「土の香きんりゅう」
ＪＡ産直 「土の香なべしま」
ＪＡからつ 唐津うまかもん市場
ＪＡ産直「うちの畑」
産直市場五島がうまい
壱岐市農業協同組合アグリプラザ四季菜館
壱岐市農業協同組合島の駅壱番館
グリーン東彼新鮮市場
産直かやぜ
農産物直売所産直かやぜ
ふれあい市日並
グリ－ンセンタ－
じげもん長与直売所
びわっちファ－ム 太陽の郷
ふれあい市 時津店
ふれあい市 住吉店
ふれあい市 新大工店
ふれあい市 大浦店
ふれあい市 東長崎店
道の駅 夕陽が丘そとめ
ファーマーズマーケットでこぽん
ＪＡ阿蘇小国郷よかとこ朝どり市
四季彩一の宮
ＪＡ直売天草とれたて市場
きくちのまんま 菊池店
大津とれたて市場
農産物市場菊陽店
農産物市場合志店
農産物直売所 ｉ－きらめき築山店

九州・沖縄エリア（続き）
都道府県
熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

対象店舗
農産物直売所 ｉ－きらめき六田店
サンサンうきっ子下北店
宇城彩館
ＪＡかもとファーマーズマーケット夢大地館
とれたて市場 嘉島店
とれたて市場益城店
とれたて市場花立店
グリーントップ本渡〔資材〕
氷川町竜北物産館
ＪＡおおいた 陽だまり
オアシス春夏秋冬
ふれあい市場安心院店
ふれあい市場四日市
豊後高田グリーンセンター
道の駅えびの
わちどんが村式部の里
ＪＡ児湯農畜産物直売所
ＪＡ西都いっちゃが広場
ＪＡ日向八菜館ひゅうが店
産直おすず村
あっど／いぶすきみのり館
ＪＡそお鹿児島ファーマーズマーケットそお太くん市場
おいどん市場与次郎館
ＪＡおきなわ西原支店 経済課
あがりはま市場
あたらす市場
ちゃんぷる～市場
ニライ市場
はい菜！やんばる市場
ファーマーズマーケットいとまんうまんちゅ
ファーマーズマーケットやえやまゆらてぃく
ファーマーズマーケット南風原くがに市場
ゆんた市場
宜野湾ファーマーズマーケットはごろも市場
菜々色畑
（2019年11月1日時点）

