能勢町観光物産センター

大阪
エコ農産物
登録販売店

豊能町直売所「志野の里」

豊能郡能勢町平野535 072-731-2626
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
野菜類、果樹類

豊能郡豊能町余野245-1 072-703-2189
https://toyonotown.wixsite.com/shinonosato
野菜、米、農産加工品

今城塚古代歴史館前朝市
高槻市郡家新町48-8（今城塚古代歴史館駐車場）
072-674-7402（高槻市農林緑政課）
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
野菜類

（直売所・北部）

能勢町

箕面駅前ふれあいプラザ朝市
箕面市箕面6丁目2-5
阪急箕面駅前 みのおサンプラザ２号館１階
072-724-6728（箕面市農業振興課）
http://www.city.minoh.lg.jp/nousei/asaiti.html
野菜類

JA大阪北部農産物直売所
箕面市萱野2丁目6番13号 072-749-3818
http://www.city.minoh.lg.jp/nousei/asaiti.html
ほうれんそう、じゃがいも、たまねぎ、こまつな（2～12月）
白菜、だいこん、キャベツ、みずな、人参（9～12月）

JA茨木市農産物直売所「みしま館」
茨木市庄2-26-22 072-645-7100
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
野菜類

de愛・ほっこり見山の郷

豊能町

高槻市
箕面市

茨木市

道鵜・五領朝市
道鵜町公民館前 高槻市道鵜町5丁目5
五領府営住宅欅館前 高槻市五領町10
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei
/asaiti/
072-669-0506 野菜類

JAたかつき農風館
茨木市大字長谷1131 072-649-3328
野見町店 072-676-3606 高槻市野見町4-1（JAたかつき本店南）
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
野菜類、米、農産加工品（みそ、米粉パン、豆腐） かしだ店 072-688-9601 高槻市大字田能スハノ下34-2（JAたかつき樫田支店横）
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/ 野菜類、果樹類

杉スモモ生産組合

大阪
エコ農産物
登録販売店
（直売所・中部1）

交野市農業生産連合会 野菜市

枚方市杉北町1丁目1055-2（杉スモモ出荷場）
072-858-1932（杉スモモ生産組合）
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/nosei/tyokuhan.html
すもも（大石早生、レッドスター、ソルダム等）
6月下旬～7月中旬 12時～16時

交野市私部2-29-2
072-892-3001
（JA北河内交野中央支店）
季節の農産物
第2、第4木曜日9時～12時
（売切れ次第終了）

守口朝市直売所
守口市佐太中町1-6-1（JA北河内庭窪支店）
06-6901-2500
守口市大久保4-1-5（JA北河内大久保支店駐車場）
06-6901-1361
守口市淀江町1-13（JA北河内八雲ATMコーナー前）
06-6991-0422
だいこん、こまつな、季節の野菜、果実

枚方市

フレッシュ朝市
守口市大枝北町1-14（JA北河内守口八雲支店）
06-6991-0422
だいこん、こまつな、ねぎ、季節の野菜

交野市
守口市
門真市

四條畷市

JA大阪市おいで～菜 平野店
大阪市平野区平野西5-2-2 06-6702-7739
https://life.ja-group.jp/farm/market/detail?id=1442
地元の野菜や花き類など

産直市場よってって
大阪市

すみすみマルシェ
大阪市住之江区浜口1-1-13 090-1221-7589
https://www.facebook.com/sumisumimarusye/
季節野菜、ハーブティー 毎月第4土曜日

すみのえマルシェ
大阪市住之江区南加賀屋１丁目１−77 090-1221-7589
https://www.facebook.com/%E3%81%99%E3%81%BF%E3%
81%AE%E3%81%88%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B
7%E3%82%A7in%E5%A4%A7%E9%98%AA%E8%AD%B7%E
5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE-105164811447396/
季節野菜、ハーブティー 毎月第２土曜日

枚方北山店
枚方市北山1丁目23番2号
072-850-4147
ベアーズ大日店
門真市向島町3番35号ベアーズ大日B棟1階
06-6905-4741
イオンモール四條畷店
四條畷市砂四丁目3番2号イオンモール四條畷1F
なわて逸品横丁内
072-813-4147
てんしば店
大阪市天王寺区茶臼山町5-55
06-6776-8829
http://www.yottette.jp/ 野菜類（不定期）

ＪＡ大阪中河内農産物直売所 まちの駅 畑のつづき

大阪
エコ農産物
登録販売店
（直売所・中部2）

八尾店
八尾市山本南7-13-22 072-929-9030
龍華店
八尾市東太子2-1-18 072-920-4401
東大阪店
東大阪市日下町2-3-1（ＪＡ大阪中河内 旧日下貝塚支店内） 072-929-8011
長瀬店
東大阪市菱屋西1-20-13（ＪＡ大阪中河内 長瀬駅前支店内） 06-6748-0140
柏原店
柏原市大県3-4-5 （ＪＡ大阪中河内 堅下支店敷地内） 072-943-0313
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
若ごぼう1月～4月、えだまめ6月～9月、野菜類、ぶどう等季節の農産物

めぐみちゃん農園
八尾市教興寺7－123 072-941-6165
八尾若ごぼう（葉ゴボウ）1月中旬～3月末、
えだまめ6月中旬～7月末

自然派直売所

ＪＡグリーン大阪

東大阪市

八尾市桜ケ丘2丁目218番地 072-992-5565
スィートコーン6月～7月、さといも12月～1月、
たまねぎ4月～5月、さやえんどう4月末～7月初旬、
かぼちゃ7月～10月、にんじん5月～6月

八尾市

ＪＡグリーン大阪フレッシュクラブ
本店
東大阪市荒本1-5-50 06-6747-1831
吉田店
東大阪市島之内2-9-21 072-960-1831
東花園店
東大阪市吉田6-2-45 072-965-8318
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
季節の農産物

柏原市

三野郷支店の朝市
八尾市山本町北7丁目2-29
072-998-9913
楠根支店の朝市
東大阪市川俣本町7-30
06-6744-8171
英田支店の朝市
東大阪市吉田本町1丁目2-58 072-961-1066
盾津支店の朝市
東大阪市古箕輪1丁目3-55
072-962-0506
新庄支店の朝市
東大阪市新庄2丁目6-6
06-6744-8451
加納支店の朝市
東大阪市加納2丁目13-20
072-964-8323
意岐部支店の朝市
東大阪市御厨6丁目3-30
06-6782-7853
荒本支店の朝市
東大阪市荒本西4丁目5-2
06-6781-0553
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
季節の農産物

JA大阪中河内農産物直売所 まちの駅 畑のつづき

大阪
エコ農産物
登録販売店

松原店 松原市上田5-10-35
072-290-7091
天美店 松原市天美南3-13-15 072-349-6760
（JA大阪中河内 旧天美南支店）
https://www.ja-osaka-nakakawachi.or.jp/agri/direct.html
「まったら愛っ娘 松原育ち」の野菜

松原市

（直売所・南河内）

羽曳野市

産直市場よってって 羽曳野店

サバーファーム直売所にこにこ市場
富田林市甘南備2300 0721-35-3502
（富田林市農業公園サバーファーム駐車場）
http://www.savor-farm.or.jp/
米、みかん（11月～3月）、
たまねぎ（4～6月）

羽曳野市蔵之内751-1 072-950-1147
http://www.yottette.jp/
野菜類（不定期）

富田林市

ＪＡ大阪南農産物直売所「あすかてくるで」

千早赤阪村

朝採り四季菜市場
河内長野市上原西町15-1
（風の湯 河内長野店）
0721-50-0282
http://www.tsurukameoe.co.jp/kazenoyu/
米、野菜、果物等

河南町

河内長野市

河内長野店 河内長野市高向1218-11
（道の駅 奥河内くろまろの郷）
0721-52-3733
羽曳野店 羽曳野市埴生野975-3
（道の駅 しらとりの郷・羽曳野）
072-957-8318
https://www.jaosakaminami.or.jp/asukatekurude/
米、野菜、いも類、果物

道の駅かなん
南河内郡河南町神山523-1 0721-90-3911
http://www.osaka-michinoeki-kanan.jp/
みかん、米、トマト等

アグリかわちながの
河内長野市本多町4-8
（ＪＡ大阪南河内 長野支店敷地内）
0721-53-6001
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/
soshiki/17/1970.html
きゅうり、トマト、みかん、古代米など

千早赤阪村農産物直売所
千早赤阪村東阪18-1 0721-72-1271
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/kanko/2_4/2/366.html
みかん（10月～翌年２月）

ハーベストの丘農産物直売所「またきて菜」

大阪
エコ農産物
登録販売店
（直売所・泉州）

堺市南区鉢ヶ峯寺2036-1 072-296-9926
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
軟弱野菜（しゅんぎく、こまつな、しろな）、ねぎ、トマト、
なす、きゅうり、えだまめ、みかん、かき、いちじく

堺市

鉢ヶ峯フラワー農園コスモス館
堺市南区鉢ヶ峯寺2846 072-290-0505
https://toyonotown.wixsite.com/shinonosato
軟弱野菜（しゅんぎく、こまつな、しろな）、ねぎ、トマト

岸和田市

ＪＡいずみの農産物直売所「愛彩ランド」

和泉市

岸和田市岸の丘町3-6-18 072-444-8002
https://www.ja-izumino.or.jp/
米、野菜、果物等

泉佐野市

道の駅「いずみ山愛の里」
和泉市仏並町398-1 0725-92-3888
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/
水稲、野菜

葉菜の森
和泉市大野町973-3 0725-99-3333
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti
お米、柑橘、野菜

阪南市
岬町

産直市場よってって

ＪＡ大阪泉州農産物直売所Ｒｉｚｕｍｉｅ「こーたりーな」
泉佐野市松風台3-1-1 072-458-0070
http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/asaiti/ 野菜類

泉佐野店
阪南店
道の駅みさき店

泉佐野市俵屋345
阪南市和泉鳥取770-1
泉南郡岬町淡輪5654-3
(道の駅みさき 夢灯台内)
ビバモール和泉中央店 和泉市唐国町3-17-56
（ビバモール和泉中央内1階）
http://www.yottette.jp/

野菜類（不定期）

072-458-1147
072-470-1147
072-494-1117
0725-53-4741

