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眺望一番　ひしの直売所 小諸市菱平312 野菜 7～10月 あり

軽井沢発地市庭農産物直売所 軽井沢町発地2564-1 野菜 6～11月 http://karuizawa.hotchi-ichiba.com

浅間自由市場直売所「浅間のかおり」小諸市御影新田493‐1 野菜・果樹 4～11月 あり
https://www.facebook.com/asamac
itizen

佐久穂町農産物直売所 佐久穂町高野町720-6 野菜・果樹 通年

丸子町農産物直売加工施設
あさつゆ

上田市丸子御岳堂54-1
（県道８２号線沿い　総合体育館近く）

野菜 通年
http://www.asatsuyu55.com/portal
/modules/iframe/index.php?id=17

ゆらり市
東御市和3875-1
（県道７９号線（サンライン）の上段、湯楽里館に隣接）

野菜 通年
http://www.tomi-
kosya.com/bussan/bussan.html

道の駅　雷電くるみの里
東御市滋野乙4524-1
県道７９号線（サンライン）の鞍掛信号機の近く

野菜 通年 http://raidenkurumi.jp/

マルシェ国分 上田市国分８０ 野菜 通年
http://www.ja-
shinshuueda.iijan.or.jp/tyokubaijo/

やさい俱楽部直売所 上田市下室賀2347-7 野菜・花等
7月～11月

(8：30～13：00)
あり

http://gt.kouryu.or.jp/detail/20203/
10259.html

室賀温泉ささらの湯　農産物直売所 上田市上室賀1232-1 野菜・果樹 通年
http://www.city.ueda.nagano.jp/nos
ei/tanoshimu/onsen/sasara/choku
bai.html

たてしな自由農園茅野店 茅野市米沢3905-1

たてしな自由農園原村店 諏訪郡原村上里18101-1

米沢地場農産物直売所協議会
みどり市

茅野市米沢3777-1 野菜、果樹 通年 あり http://midoriichi.com/

道の駅「信州蔦木宿」 諏訪郡富士見町落合1894-1 野菜、米 通年 あり http://www.tsutakijuku.jp/

キッチンガーデンたぎり 上伊那郡飯島町飯島48-5 米、大豆、そば、ねぎ 通年 http://www.tagiri-nousan.jp/

道の駅　花の里いいじま 上伊那郡飯島町七久保2252 くだもの、野菜 通年 あり http://hananosato-iijima.jp/

大芝高原味工房 上伊那郡南箕輪村2358-5 米・くだもの 通年 http://oshiba.jp/ajikobo/

生活菜園 飯田市名古熊2189-1 野菜、果樹 通年 http://tsk-s.net/

麻績の里 飯田市座光寺2193-32 野菜、果樹 通年

およりてファーム 飯田市飯田市鼎東鼎281（JAみどりの広場内） 野菜、果樹 通年
http://www.ja-
mis.iijan.or.jp/directsales/store.php

上田
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南信州
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信州高森産直組合「旬彩館」 下伊那郡高森町出原321－1 野菜・果樹 通年 あり
http://www.janis.or.jp/users/andou
/syunsai2.htm

牛牧直売会　牛牧あんしん市場 高森町牛牧390-2 果樹 通年

りんごの里 飯田市育良町1-2-1 野菜 春～秋

たかぎ農村交流研修センター 喬木村喬木1440-１ いちご 通年 http://www.takagi-nkkc.jp/

ひまわり市場 平谷村252 野菜 通年 あり
http://hiraya-
himawarinoyu.com/ichiba.php

うるぎふるさと館組合 下伊那郡売木村543-1 米 通年
http://www.urugi.jp/db/miyage/pos
t-25.htm

ショッピングひさわ農産物直売所 下條村陽皐２００６－１ 野菜 通年 http://shop-hisawa.jimdo.com/

あなん食彩館 阿南町富草４１６９－１ 野菜 通年

木曽 道の駅農林産物生産出荷組合 長野県木曽郡木曽町日義4730-3 米、野菜、果樹 ４～３月 あり www.michinoeki-kisokoma.jp

Ｖｉｆ穂高 安曇野市穂高有明7751-1 野菜、米、果樹 通年 http://www.vif-hotaka.jp/

ほりがね物産センター 安曇野市堀金烏川2696 野菜、米、果樹 通年 あり http://horigane.or.jp/

直売所「まんだらの庄」 筑北村坂井6291 米、野菜 通年

安曇野スイス村ハイジの里 安曇野市豊科南穂高5566-1 米、野菜、果樹 通年
http://www.ja-
azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/ha
iji/


寄って停まつかわ直売所 北安曇郡松川村細野5375-1 米 通年 http://suzumushi.jp/yottetei/

かぼちゃやま農場 北安曇郡松川村3363-80 米 通年
http://www.i-turn.jp/kabochayama-
noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-
omigiri.html

あづみの市場 北安曇郡松川村5744-4 米 通年

道の駅白馬 北安曇郡白馬村21462-1 米 通年
http://hakubakousha.com/index.ph
p/michino-eki

南信州

北ｱﾙﾌﾟｽ

松本

http://www.janis.or.jp/users/andou/syunsai2.htm#
http://www.janis.or.jp/users/andou/syunsai2.htm#
http://www.janis.or.jp/users/andou/syunsai2.htm#
http://www.takagi-nkkc.jp/#
http://www.takagi-nkkc.jp/#
http://hiraya-himawarinoyu.com/ichiba.php#
http://hiraya-himawarinoyu.com/ichiba.php#
http://hiraya-himawarinoyu.com/ichiba.php#
http://www.urugi.jp/db/miyage/post-25.htm#
http://www.urugi.jp/db/miyage/post-25.htm#
http://www.urugi.jp/db/miyage/post-25.htm#
http://shop-hisawa.jimdo.com/#
http://shop-hisawa.jimdo.com/#
http://www.michinoeki-kisokoma.jp/#
http://www.michinoeki-kisokoma.jp/#
http://www.vif-hotaka.jp/#
http://www.vif-hotaka.jp/#
http://horigane.or.jp/#
http://horigane.or.jp/#
http://www.ja-azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/#
http://www.ja-azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/#
http://www.ja-azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/#
http://suzumushi.jp/yottetei/
http://suzumushi.jp/yottetei/
http://www.i-turn.jp/kabochayama-noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-omigiri.html#
http://www.i-turn.jp/kabochayama-noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-omigiri.html
http://www.i-turn.jp/kabochayama-noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-omigiri.html
http://www.i-turn.jp/kabochayama-noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-omigiri.html
http://hakubakousha.com/index.php/michino-eki
http://hakubakousha.com/index.php/michino-eki#
http://hakubakousha.com/index.php/michino-eki#
http://www.michinoeki-kisokoma.jp/
http://www.i-turn.jp/kabochayama-noujyou-ringo-ichigo-momo-soba-omigiri.html
http://hakubakousha.com/index.php/michino-eki
http://suzumushi.jp/yottetei/
http://www.janis.or.jp/users/andou/syunsai2.htm
http://horigane.or.jp/
http://www.mitake-gourmet.com/index.html
http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/products/


平成30年10月現在

地区名 直売所・店名 住所
エコファーマー
認定農産物
（販売品目）

販売時期
エコファーマー
専用コーナー

直売所ホームページ
（URL)

エコファーマーが生産した農産物を販売している直売所

うえまつ農産物直売所
長野市上松3-1-2
（県道37号線上松信号近く）

野菜、果樹等 通年
http://www.ja-
nagano.iijan.or.jp/products/

長沼農産物直売所アグリながぬま 長野市大字穂保274-1（アップルライン沿い） 野菜、果樹等 通年
http://www.ja-
nagano.iijan.or.jp/products/

グリーンスマイル農産物直売所
長野市篠ノ井杵淵字大門西472-2
（Ａ・コープファーマーズ南長野店内）

野菜、果樹等 通年
http://www.ja-
grn.iijan.or.jp/tyokubai/

JA須高りんご部会高山支部
直売所

上高井郡高山村大字高井528-1
（JA須高高山共撰所）

りんご
８月下旬～
12月中旬

あり http://www.sawayaka-ringo.jp/

地場産品直売所いっさっさ 信濃町柏原1260-4（道の駅しなの内） 野菜、果樹等 通年 あり
http://www.dia.janis.or.jp/~tenbou/f
armers_store/farmers_store.html

牟礼農林産物直売所
（ぴーちロードムーちゃん）

飯綱町大字平出2955-1
(主要地方道長野荒瀬原線　三本松信号近く）

野菜、果樹等 ４月～12月 あり

飯綱町さみず農産物直売所
さんちゃん

飯綱町大字倉井2891-4
（北信五岳道路沿い）

野菜、果樹等 ４月～１月 あり http://sanchans.com/

横手直売所　四季菜 飯綱町大字柳里628-1 野菜、果樹等 ４月～12月 あり
http://www.valley.ne.jp/~mureson/c
hokubai/chokubai.html

さんさん市場 小川村高府2415-1（道の駅おがわ内） 野菜 ３月～12月

小柳農園直売所 中野市大字草間1541-4 米 通年
http://koyanaginouen.com/koyanagi
-many/75.html

ＪＡ中野市
農産物産館　オランチェ

中野市草間1543-5 野菜・果実 通年

長野

北信
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JA日野農産物直売所 中野市新野　（JA中野市日野事業所前） 野菜・果実
4月中旬
～12月末

信州中野いきいき館 中野市吉田519 野菜・果実 通年 http://www.applecity.co.jp/ikiiki/

塩崎農園直売所
飯山市大字飯山1572
(上越自動車道・豊田飯山ICから車で8分)

りんご
8月中旬

～11月中旬
http://shiozakinouen.com/

道の駅　「北信州やまのうち」
　野菜くだもの市

山ノ内町大字佐野393-2
(上信越自動車道信州中野ＩＣから国道２９２号線沿い)

果樹・野菜 通年
http://www.town.yamanouchi.nagan
o.jp/michinoeki/index.html

アップルファーム志賀 山ノ内町大字佐野３９７－１３ ぶどう・りんご ７月～１２月 http://applefarm-shiga.com

信州新湯田中温泉　朝市 山ノ内町湯田中駅前 果樹・野菜 ５月～１１月

たかやしろ
木島平村大字上木島2548-1
(国道403号線　木島平スキー場入り口)

米 通年

食彩市場　たる川
木島平村大字上木島5691-1
(県道38号線沿い　コメリ木島平店前)

米 通年

道の駅　ファームス木島平
木島平村大字上木島38-1
（国道403号線　蛭川橋交差点付近）

米・野菜 通年 http://www.farmus.jp/

湯のさと市 下高郡野沢温泉村大字豊郷5043-3 野菜 ６月～１１月

北信
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道の駅　信越さかえ
　栄村物産館　またたび

栄村3746-1
(国道117号線沿い)

米 通年 http://www.matatabi.info/index.html
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