


ＪＡ直売所キャンペーン　開催店舗一覧 ※営業日・営業時間は変更する場合がございます。ご来店前に店舗にご確認ください。

ＪＡ名 店舗名 住所 ＴＥＬ 定休日・休業日 営業時間

渡里地区農産物直売所「わたまる」 水戸市渡里町2929 029-231-2544 年末年始 9：00～18：00

つちっこ河和田 水戸市河和田町3008 029-254-5025 年末年始 9：00～18：00

ふれあいハウス 水戸市東前町690 029-269-5267 年末年始 9：00～18：00

グリーンハウスひぬま 東茨城郡茨城町城之内684-26 029-293-6606 9：00～17：00

酒門地区農産物直売所「フレッシュさかど」 水戸市酒門町1428-1 029-247-0055 9：00～17：00（11月～2月）

大洗地区農産物直売所 東茨城郡大洗町磯浜町8253 029-266-0831 平日9:00～17:00　土・日・祝9:00～18:00

内原地区農産物直売所「内原のめぐみ」 水戸市内原１丁目210 029-259-3666 年末年始 9：00～18：00

茨城地区農産物直売所「さくら」 東茨城郡茨城町大戸3425-8 029-219-0330 9：00～17：30（11月～2月）

長砂直売所 ひたちなか市長砂34-4 029-285-0202 11月第2水曜日、年始 9：00～17：30（11月～1月）

那珂直売所 那珂市後台2290-5 029-298-2677 11月第2水曜日、年始 9：00～17：30（11月～1月）

津田直売所 ひたちなか市津田3241-2 029-274-8311 11月第2水曜日、年始 9：00～17：30（11月～1月）

東海ファーマーズマーケット「にじのなか」 那珂郡東海村石神内宿1167-9 029-219-4147 11月第2水曜日、年始 9：30～17：30（11月～1月）

直売所「みどりの風」　 笠間市手越22-1（道の駅かさま） 0296-71-8831 第４木曜日 9：00～18：00

土からのたより 笠間市押辺2709 0299-45-8989 第1・第3水曜、12月31日～年始 9：00～17：00（11月～2月）

グリーンハウス大宮 常陸大宮市若林1832-16 0295-53-5132 毎週火曜日、年始 9：00～17：00（11月～3月）

道の駅常陸大宮「かわプラザ」農産物直売所 常陸大宮市岩崎717-1 0295-58-5055 第３木曜日(繁忙期の11月を除く) 9：00～18：00

ファミリーマートJA常陸奥久慈店 久慈郡大子町頃藤3853 0295-74-1435 6：00～23：00

直売センター｢せやの径（みち）｣ 常陸太田市大森町1183-3 0294-70-2525 毎週水曜日、12月31日～年始 8：30～17：00

常陸太田市物産センター「こめ工房」 常陸太田市大里町4401-8 0294-70-3333 毎週水曜日、12月31日～年始 9：00～16：00（10月～3月）

里美生産物直売所 常陸太田市大中町866-1 0294-82-3883 毎週水曜日、12月31日午後～年始 9：00～16：00

北茨城農産物直売所 北茨城市磯原町木皿994 0293-43-6214 年末年始 9：00～13：00

ふれあいパーク日高 日立市日高町1-7-20 0294-42-4415 12月31日～年始 8：30～12：00

みなみ直売所 日立市大和田町2222-1 0294-85-6700 毎週水曜日、年末年始 9：00～15：00

高萩農産物直売所 高萩市本町1-100-2 0293-23-8311　　 11月～3月の日曜日、年末年始 8：40～15：00

五浦農産物直売所 北茨城市大津町北町1018番地 0293-30-2122 年末年始 9：00～16：00

道の駅ひたちおおた　農産物直売所 常陸太田市下河合町1016-1 0294-33-8787 第２火曜日 9：00～18：00

日立市多賀 ゆめたが農産物直売所 日立市多賀町1-12-10 0294-33-0187 毎週日曜日、祝日、年末年始 月～金8:30～16:00　土8:30～15:00

茨城旭村 サングリーン旭 鉾田市樅山602-6 0291-37-4147 第2・4水曜日（10月～3月）、12月31日～年始 9：00～17：00（10月～3月）

ほこた ファーマーズマーケットなだろう 鉾田市飯名537-1 0291-34-8888 年始 9：30～17：30

なめがたしおさい 鹿嶋農産物直売所 鹿嶋市神向寺111番地3 0299-90-8310 年末年始 9：00～17：00

稲敷 新利根直売所 稲敷市中山4465-2 0297-87-5871 毎週火曜日、12月31日～年始 9：00～17：00(11月～2月)

農産物直売所「みらいっ娘（こ）」 つくばみらい市上小目223-2 0297-52-2020 毎週水曜日、年末年始 9：30～17：30（11月～1月）

農産物直売所「夢とりで」 取手市桑原242-1 0297-84-6661 毎週水曜日、年末年始 9：30～17：30（11月～1月）

農産物直売所「愛菜園」 稲敷郡阿見町若栗1901-1 029-887-8395 年末年始 9：30～18：00

みほふれ愛プラザ農産物直売所 稲敷郡美浦村宮地1211-2 029-875-6010 毎週水曜日、年末年始 9：30～18：00

下根農産物直売所 牛久市下根町787 029-870-2281 毎週水曜日、年末年始 10：00～18：00

利根農産物直売所 北相馬郡利根町中田切146 0297-61-8800 毎週水曜日、年末年始 10：00～18：00

サンフレッシュ土浦店 土浦市小岩田西1-1-11 029-821-4826 第１水曜日、年末年始 9：30～18：00

サンフレッシュ新治店 土浦市藤沢514-1 029-862-3573 年末年始 9：30～17：30（10月～3月）

サンフレッシュ霞ヶ浦店 かすみがうら市深谷3467-4 029-897-0682 年末年始 9：00～17：30（10月～3月）

サンフレッシュはすの里 土浦市木田余3140 029-846-7933 年末年始 9：30～18：00

サンフレッシュつくば店 つくば市研究学園Ｃ50街区１ 029-828-8313 年始 9：00～18：00

サンフレッシュ花野果（はなやか） かすみがうら市下稲吉2633-14 0299-37-7502 年末年始 9：30～18：00

桜農産物直売所 つくば市古来1608-1 029-857-8290 毎週水曜日、年末年始 9：00～17：00

筑波農産物直売所 つくば市北条5211-2 029-867-3310 毎週水曜日、年末年始 9：00～17：00

農産物直売所「四季の郷」 つくば市上郷1213-3 029-847-4269 毎週水曜日、年末年始 9：00～17：00

つくば市谷田部 農産物直売所「野っ食べ」 つくば市谷田部2074-1 029-836-4101 年始 9：30～17：30（10月～3月）

園部直売所「里の四季」 石岡市宮ヶ崎472-2 0299-46-6479 年始 8：30～18：00

やさと温泉「ゆりの郷」物産館 石岡市小幡1416 0299-42-4126 第2、第4月曜日（祝日の場合は翌日）、元日 10：00～21：00

柿岡直売所 石岡市柿岡3638-1 0299-44-8310 年始 9：00～18：30（11月～3月）

農産物直売所　大地のめぐみ 石岡市南台3-21-14 0299-56-5806 毎週木曜日、年末年始 9：30～18：00

産地直売所みのり 小美玉市部屋1151-7 0299-48-1307 毎週月曜日、年末年始 9：00～18：00

空のえき　そ・ら・ら　農産物直売所 小美玉市山野1628-44 0299-56-5200 年始 9：00～18：00

協和直売所 筑西市上星谷369 0296-57-9955 毎週火・土曜日、年末年始 9：00～16：00

ファーマーズマーケットきらいち結城店 結城市新福寺4丁目13-5 0296-34-1777 第３水曜日、年始 9：00～18：00

ファーマーズマーケットきらいち筑西店 筑西市西方838-1 0296-54-4831 第３水曜日、年始 9：00～18：00

やすらぎの里しもつま　農産物千代川直売所 下妻市大園木2697 0296-30-7660 第１・第３水曜日、年始 9：00～18：00（11月～3月）

旬彩やちよ　農産物八千代直売所　 結城郡八千代町若1306 0296-30-3011 第１・第３水曜日、年始 9：00～18：00（11月～3月）

道の駅ごか　農産物直売所「わだい万菜」 猿島郡五霞町ごかみらい13-3 0280-84-1089 第１・３月曜日（祝日の場合は翌日） 9：00～19：00

農産物直売所総和店 古河市女沼598-1 0280-91-1315 第１・３月曜日、12月31日～年始 9：00～18：30（11月～3月）

ポケットファームどきどき茨城町店 東茨城郡茨城町下土師高山1945 029-240-7777 毎週水曜日、年始 9：30～17：30

ポケットファームどきどきつくば牛久店 牛久市猪子町967-1 029-879-8800 毎週水曜日、年始 10：00～17：30（土・日・祝9：30開店）
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