
機密性２情報 地産地消担当者限り

直売所一覧表（愛媛県）

No 市町村名 直売所名 住所 系列 備考

1 松山市 JA全農えひめ 野菜・果
物売場

松山市一番町3-1-1（三越松山店地
下１階）

JA インショップ

2
ＪＡえひめ中央ハトマー
ト北条(インショップ) 松山市北条辻445-3 JA インショップ

3 Ａコープ　ハトマート山
越店(インショップ)

松山市山越2丁目664－1 JA インショップ

4 JAえひめ中央　太陽市
（おひさまいち）

松山市千舟8丁目128番地1 JA

5 JAオアシス青空市場 松山市高井町 JA

6 ＪＡ松山市　石井青空市松山市東石井7-3-5 JA

7 ＪＡ松山市　小野青空市松山市水泥町842番地 JA 月･水･金・土曜

8 ＪＡ松山市　福音寺青空
市

松山市福音寺町44番地3 JA 日・火・木・土曜

9 いーふぁーまーず 松山市三津３丁目4-33 いーふぁーまーず

10 いーふぁーまーず道後店 松山市道後湯之町17-14 いーふぁーまーず

11 いーふぁーまーず東長戸店 松山市東長戸1-4-25 いーふぁーまーず 年中無休（1/1店休）

12 いーふぁーまーず姫原店 松山市姫原2-4-28 いーふぁーまーず

13 いーふぁーまーず保免西店 松山市保免3丁目11-23 いーふぁーまーず 年中無休（1/1店休）

14 いーふぁーまーず松江店 松山市松江町5-38 いーふぁーまーず

15 ぎんこい市場 松山市湊町4－8－3 ぎんこい市場運営協議会 毎日（正月休み）

16 浄瑠璃　菜菜市 松山市浄瑠璃町1001番地 浄瑠璃菜菜市毎日

17 太陽市 松山市千舟町8丁目128番地１ JAえひめ中央　組合員の運営委員会 毎日

18 ときめき水都市松山天
山店

松山市天山3丁目6-10

19 にこにこ市 松山市大浦 JA 毎日

21 ひめゆり日曜市 松山市一番町 日曜のみ

22 ふるさと産直火曜市 松山市大街道 大街道中央商店街 第２、４火曜日

23 堀江ふれあい市 松山市堀江町甲1388番地１ JA松山市堀江支所 月・水・金曜

24 まぁ・どんな朝市 松山市南高井町 まぁ・どんな 第１日曜日

25 またきてや新鮮市 松山市北条辻445－3 またきてや新鮮市 毎日

26 まつちかタウン 松山市湊町 愛南町みしょうMIC 毎日

27 松山生協　石井店(イン
ショップ)

松山市北土居町630-16 JA インショップ

28 松山生協久米店産直ｺ ﾅーｰ 松山市南久米町264－2 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

29 松山生協斎院店産直ｺ ﾅーｰ 松山市南斎院町1071－2 （株）松山生協店舗営業日に準ずる
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30 松山生協椿店産直ｺｰﾅー 松山市古川南1丁目14－30 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

31 松山生協西雄郡店産直ｺー ﾅー 松山市土居田町604 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

32 松山生協西余戸店産直ｺー ﾅー 松山市余戸中4丁目16－17 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

33 松山生協久枝店産直ｺ ﾅーｰ 松山市西長戸町916 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

34 松山生協堀江店産直ｺ ﾅーｰ 松山市堀江町甲1413-1 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

35 松山生協三津店産直ｺ ﾅーｰ 松山市古三津2丁目18－27 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

36 松山生協余土店産直ｺ ﾅーｰ 松山市余戸東4丁目3－5 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

37 道の駅風和里 松山市大浦119 道の駅 毎日

285 ㈱内子フレッシュパーク
からり高砂店

松山市高砂町2丁目2-12 ㈱内子フレッシュパークからり 毎週木曜日

286
㈱内子フレッシュパーク
からり椿店 松山市東石井町７丁目701 ㈱内子フレッシュパークからり 毎週火曜日

38 今治市
Ａコープ　いまばり愛彩
店(インショップ) 今治市別宮町9丁目1-27 JA インショップ

39 Ａコープ上浦「彩菜」 今治市上浦町井口5311-1　Ａコープ
上浦

JA 毎日

40 ＪＡ女性部朝市 今治市上島町弓削下弓削 JA

41 ＪＡ女性部朝市 今治市伯方町木浦甲1681-1　Ａ
コープ伯方横

JA

42 ＪＡ吉海ふれあい市
今治市吉海町幸新田256-1　Ａコー
プよしうみ横隣 JA 土曜のみ

43 青空市 今治市伯方町 月２回

44 朝倉ふれあい市 今治市朝倉下甲977-7 朝倉ふれあい実行委員会 第1.3日曜日

45 彩菜きて屋愛彩店（Ａコープ愛彩内） 今治市別宮9丁目 ＪＡ越智今治本部 毎日

46 臼坂ふるさと交流館 今治市朝倉下甲977-7 朝倉生活研究協議会 毎日

47 上浦特産無人市 今治市上浦町 無人

48 上浦ふれあい屋台市 今治市上浦町大字井口9180-2多々 羅しまなみ公園 道の駅 毎日

49 上浦ふれあい屋台市
多々 羅しまなみ公園

今治市上浦町井口9180-2 道の駅 H10補助事業

50 がんこ市 今治市菊間町浜1141 ＪＡ 毎週火、木、土

51 キラキラ市 今治市大西町星の浦海岸 市内農業者（女性） 月２回、日曜日

52
コープ今治(インショッ
プ) 今治市馬越町4-9-5 JA インショップ

53 湖畔の里ふれあい市 今治市玉川町龍岡下乙18 湖畔の里農家毎月曜休館

54 ｻｲｺﾛﾊﾟﾝ工房麦の穂 今治市玉川町

55 彩菜今治店 今治市別宮町9-1-27 JA

56 さいさいきて屋 今治市中寺279-1 JA 毎日
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57 さいさいきて屋今治店 今治市別官町9-620-1

58 しまなみの駅御島 今治市大三島町宮浦3260 道の駅 毎日

59 てんこ森市場 今治市玉川町 JA

60 なかよし直売所 今治市小鴨部

61 にこにこ市 今治市波方町小部　漁業 生活研究ｸ゙ﾙー ﾌ゚、漁協 毎月第2日曜日

62 農産物直売所 今治市宮窪町

63 ふれあい市 今治市大西町 JA 月２回

64 フレッシュ会 今治市大西町 水日のみ

65 宮窪の百笑市 今治市宮窪町 月１回

66 もきたて市 今治市玉川町龍岡葛谷 生活研究ｸ゙ﾙ ﾌーﾟ 土曜日

67 宮窪の漁師市 今治市宮窪町 月１回

68 上浦特産無人市 今治市上浦町盛港、多々 羅温泉 �みのり会 毎日

69 ＪＡ女性部朝市 今治市伯方町木浦甲1681-1Ａコープ伯方支所 ＪＡ越智今治女性部伯方支部 土曜日

70 マリンオアシスはかた 今治市伯方町叶浦 (株)しまなみ 毎日

71 農産物直売所 今治市宮窪町宮窪4820 有志 毎日

72 道の駅「よしうみいきいき館」 今治市吉海町名4520-2 道の駅 毎日、H9補助事業

73 JA吉海ふれあい市 今治市吉海町幸新田 JA吉海ふれあいｸﾗﾌ゙ 土曜日

74 宮窪の漁師市 今治市宮窪町宮窪 漁師市実行委員会 第1日曜日

75 ときめき水都市今治喜
田村店

今治市喜田村3-1-33 JA

77
ときめき水都市今治郷
店 今治市郷本町1-2-15 JA

79 さいさいきて屋 今治市上徳乙287-1

80 農村交流館「マーレ・グ
ラッシア」

今治市大三島町 H12補助事業

82 今治湯ノ浦温泉 今治市長沢甲２５２番地２ 道の駅

83 ときめき水都市今治馬
越店

今治市馬越町4-9-5 JA

84 伯方S・Cパーク 今治市伯方町叶浦甲1668-1 道の駅

85 ときめき水都市今治鳥
生店

今治市北鳥生町3-3-14 JA

86 宇和島市 ＪＡえひめ南特産品セン
ターみなみくん

宇和島市栄町港2丁目600-10 JA

87
農林水産直売・食材提
供供給施設「だんだん
茶屋」

宇和島市遊子2323-3

88 津島颪部ふれ愛市 宇和島市津島町
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89 よんさいや 宇和島市津島町岩松 ＪＡ女性部津島支所 月曜日～土曜日

90 やすらぎの里てんやわ
んや市

宇和島市津島町高田甲830-1
津島やすらぎ
の里（南レク

㈱）
第１・第３月曜日以外

91
道の駅・みなとオアシス
きさいや広場 宇和島市弁天町1丁目318-16 道の駅

92 三浦青空市場 宇和島市三浦東2832-7 松本照雄 日・水・木曜日

93 みまの清良市 宇和島市三間町宮野下863 三間町商工会第２日曜日

94
道の駅「みま」コスモス
館 宇和島市三間町務田180-1 道の駅 火曜日以外

95 キーちゃん広場 宇和島市保田甲678

96 吉田きなはいや 宇和島市吉田町沖村甲６１２－１ ㈲南四国ファーム年始休以外毎日営業

97 きなはいや三万石 宇和島市吉田町西小路126-2 ㈲南四国ファーム火曜日～日曜日

98 私の自信作
宇和島市伊吹町甲912番地２ フジ
グラン北宇和島店内 インショップ

99 サンサンスマイル
宇和島市桜町2-35 サンシャイン宇
和島内 インショップ

100 吉田あぐり夢市 宇和島市吉田町立間-2266 JA 第２・第４金曜日

101 吉田本丁朝市 宇和島市吉田町本丁 吉田町商工会第４日曜日

102 愛菜市 宇和島市桜町2-35 サンシャイン宇
和島内

103 八幡浜市 八日市 八幡浜市新町商店街 �やわたはま八日市委員会 毎月8日

104 日の浦市 八幡浜市五反田

105 JAにしうわ特産ｾﾝﾀｰ 八幡浜市江戸岡1-12-10 JAにしうわ 毎日

106 駅なか浜っ子産直市
八幡浜市江戸岡1丁目11-5(JR八幡
浜駅）

NPOみかんの花咲くまち 定休日（月）

107 川上共選直売所 八幡浜市川上町川名津 JAにしうわ 11月～5月上旬

108 がいな市
八幡浜市五反田1-5-1　（Aｺー ﾌ゚や
わたはま） JAにしうわ 毎週木曜日

109 あさぎり市（八幡浜） 八幡浜市松柏 JA

110 やわたはま旬彩市 八幡浜市新町（新町ドーム） �やわたはま旬彩市実行委員会 毎月第3日曜日

111 保内ふれあい市
八幡浜市保内町宮内2-91-1（JAグ
リーン）

保内ふれあい市実行委員会 毎月第１日曜日

112 新居浜市 ときめき水都市　新居浜金子店（ｺー ﾌ゚えひめ新居浜金子店内） 新居浜市一宮町2-6-57 ときめき水都市運営委員会 年始3日、地方祭以外

113 うずい市 ＪＡ新居浜市大生院支所 大生院営農推進会 土曜日

114 コープ金子(インショッ
プ)

新居浜市一宮町2-6-57　（0897-
32-5006）

JA インショップ

115 サンフラワー新居浜店 新居浜市宇高町1丁目 クドウグリーンテック（有） 夏季のみ火曜休

116
コープ山根(インショッ
プ)

新居浜市西連寺町2-6-30　（0897-
41-6561） JA インショップ

117 マイントピア別子 新居浜市立川町707-3 道の駅
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118 あかがね市四季彩広場 新居浜市田所町３－６３ あかがね市部会年始3日、お盆、地方祭以外

119 東田えびす市 新居浜市東田一丁目1230番地の1 JA

120
ＪＡ東予園芸　新居浜直
売所 新居浜市船木甲2419番地 JA ほぼ毎日

121 コープ神郷(インショッ
プ)

新居浜市松神子1-1-33　（0897-
45-0317）

JA インショップ

122 ゆらぎ館 新居浜市別子山村 H9補助事業

123
ときめき水都市新居浜
金子店 新居浜市一宮町2-6-57 JA

124 ときめき水都市新居浜
喜光地店

新居浜市喜光地町2-6-3 JA 年始3日、地方祭以外

125
ときめき水都市新居浜
店 新居浜市西の土居町2丁目12-28 JA 年始3日、地方祭以外、土日のみ

126 ときめき水都市新居浜
西原店

新居浜市西原町3丁目甲1410-1 JA 年始3日、地方祭以外、土日のみ

127
ときめき水都市新居浜
中萩店 新居浜市中萩町1-37 JA 年始3日、地方祭以外、日曜のみ

128
ときめき水都市新居浜
多喜浜店 新居浜市又野1丁目2-20 JA 年始3日、地方祭以外、月２回

129 西条市 東予園芸農業協同組合
直販所

西条市丹原町田野上方462 JA

130
JＡ西条ときめき水都市
本店 西条市神拝甲487-4 JA 土日のみ

131 周ちゃん広場 西条市丹原町池田290番地 JA １１月のみ

132 ときめき水都市武丈店 西条市大町98 JA 日曜のみ

133
田野女性部ふれあい直
売所 西条市丹原町高松1514-1 JA 日曜のみ

134 小松オアシス 西条市小松町新屋敷乙22-29 道の駅 土曜のみ

135 河原津ふれあい市場 西条市河原津干拓入口

136 周越ふれあい直販所 西条市実報寺

137 東予ﾌｧー ﾏ ｽーﾞマーケット西条市北条 H3補助事業

138 多賀日曜市 西条市三津屋南

139 日野農園直販所 西条市吉田

140
ＪＡ周桑田野女性部ふ
れあい直販所 西条市丹原町

141 西山もみじ市 西条市丹原町

142 にこにこ市 西条市来見 H12補助事業

143 本谷広場直販所 西条市河之内

144 あいちゃんの店 西条市壬生川

145 百笑市 西条市丹原町

146 クドウグリーンテック 西条市安知生西の窪 無人
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147 石鎚ふれあいの里 西条市

148 大洲市 長浜町物産直売所あら
せ市

大洲市白滝甲1426-2 JA 無人

149 おおずまちの駅「あさもや」 大洲市大洲649-1 （株）おおず街なか再生館 年末休

150 無人市 大洲市河辺町植松（JA河辺支所前) ふるさと市生産出荷組合 毎日、水土のみ

151 河辺ふるさとの宿 大洲市河辺町三嶋134 ふるさとの宿 第2・4月曜日定休､12/29～1/3休、インショップ

152 しらたきの里 大洲市白滝甲269-2 しらたきの里 1/1～1/3、H4補助事業

153 ゆずりは　だんだん市 大洲市菅田町宇津 JA 木曜定休日、土日のみ

154 野菜直売所　だんだん市 大洲市菅田町菅田 野菜直売所　だんだん市 木曜定休日、お盆、年末年始

155 おいで屋 大洲市長浜町出海201 出海地区物産出荷組合 土日のみ、12/31～1/3休、H7補助事業

156 姫祭市（きさいいち） 大洲市長浜町櫛生乙235先 櫛生地区物産出荷組合 12/31午後～1/4休、土日のみ

157 しおさい市 大洲市長浜町今坊甲521-11 JA 12/31午後～1/4休、土日のみ

158 あらせ市 大洲市長浜町白滝 あらせ市出荷組合 12/31午後～1/3休

159 粟津　祇園市 大洲市八多喜町甲194-5 祇園市組合 月曜定休日、土日のみ

160 サン・あぐり 大洲市東大洲１１２２ サン・あぐり直売組合 月曜定休日、土日のみ

161 愛たい菜 大洲市東大洲１702-1 愛たい菜出荷者協議会 1/1～1/4休

162 鹿野川荘 大洲市肱川町

163 にこにこ無人市 大洲市肱川町宇和川 大和グループ 毎日

164 道の駅｢清流の里ひじかわ｣ 大洲市肱川町宇和川3030 道の駅 1/1のみ休、水土のみ

166 あさぎり市 大洲市東大洲1489 JA H7補助事業

167 栗津祇園市 大洲市八多喜町194-5 JA

168 伊予市 なかよし市 伊予市市場127-1 Ａコープいよ 毎日

169 ごしきの里 伊予市大平 ごしきの里 土、日

170 びわ葉茶直売所 伊予市上唐川 唐川びわ葉茶生産研究会 毎日

171 輝市 伊予市上三谷 輝市 土、日

172 町家 伊予市米湊827-4 まちづくり郡中毎日

173 �ﾌｧー ﾏー ｽ゙ ﾏー ｹｯﾄいよっこら 伊予市下吾川北野511-1 ｱｲﾊﾟｯｸｽ 毎日(火曜除く）

174 わくわく市 伊予市中山町出淵2-145-3 Ａコープなかやま、H11補助事業 JA

175 ふるさと市 伊予市中山町中山丑173-2 ふるさと市運営協議会、H10補助事業 毎日

176 クラフトの里 伊予市中山町中山子271 （有)栗の里なかやま 毎日
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機密性２情報 地産地消担当者限り

No 市町村名 直売所名 住所 系列 備考

177 しあわせ市 伊予市中山町中山子271 しあわせ市運営協議会 毎日

178 ふたみ 伊予市双海町高岸甲2326 道の駅

179 ゆうきの里 伊予市双海町大久保甲1234-1 石田　末廣、H5補助事業 毎日

180 夕焼けぴちぴち市 伊予市双海町串甲3670-8 夕焼けぴちぴち市 土、日

181 シーサイド公園練り製品コーナー 伊予市双海町高岸甲2326 上灘漁協女性部加工部 毎日

182 特産品センターふたみんＣ 伊予市双海町高岸甲2326 （有)シーサイドふたみ 毎日

183 夕やけ市 伊予市双海町高岸甲2326 菜の花グループ 毎日（月曜除く）

184 いよっこう 伊予市下吾川北野511-1 JA 月１回

185 ＮＯ　ＳＯＮ 伊予市宮下 H8補助事業

186 なかよし市 伊予市市場 JA 火曜のみ

187 輝市 伊予市上三谷530-1 月１回

188 特産品ｾﾝﾀｰふたみんＣ伊予市双海町

189 伊予ごしきの里 伊予市大平 月２回

190 栗の里公園 伊予市中山町

191 花の森ホテル 伊予市中山町

192
なかやま特産品セン
ター 伊予市中山町中山丑１７３－２ 月１回

193 こみなと朝市 伊予市米湊 カラーベジタルグループ 火、金

194
手づくり交流市場「町
家」 伊予市米湊８２７番地４ 月２回

195 四国中央市 JAうまジャジャうま市 四国中央市中之庄町1684-4 JA 月１回

196 「霧の森」コテージ 四国中央市新宮町 インショップ

197 ＪＡうま　ふれあい市 四国中央市金生町下分2550-2 JA H8補助事業、毎週水・
土･日曜日

198 JA東予園芸宇摩支部
直売所「楽しみ市」

四国中央市土居町入野79 JA 月１回

199 あけぼの 四国中央市新宮町

200 おいでや市 四国中央市妻鳥町1121 JA 日曜のみ

201 熊福 四国中央市妻鳥町2243-1 (有)熊野養鶏 水曜日定休

202 コープ土居(インショッ
プ)

四国中央市土居町入野668-1 JA H16補助事業

203 とれたて市場 四国中央市三島中央

204 レモンハウス 四国中央市金生町山田井 (有)参鍋養豚 日曜日定休

205 脇製茶場 四国中央市新宮町馬立 (有)脇製茶場 年始3日以外
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機密性２情報 地産地消担当者限り

No 市町村名 直売所名 住所 系列 備考

206 楽しみ市 四国中央市土居町入野79 直販部会楽しみ市 ほぼ毎日

207 三日市 四国中央市三島中央本町

208 切山にこにこ市 四国中央市金生町山田井切山 切山にこにこ市運営委員会 第２日曜日

209 選っていかん会 四国中央市豊岡町 JA

210 土居ふれあい市 四国中央市土居町

211 日曜朝市 四国中央市川之江町 H8補助事業

212 霧の森青空市かほり 四国中央市新宮霧の森駐車場 道の駅 毎週日曜日

213 西予市
あけはまシーサイドサン
パーク株式会社　はま
湯他

西予市明浜町高山大早津海岸前
あけはまシー
サイドサン

パーク株式会
定休日：火

214 きちゃんない屋市 西予市明浜町 土日祝日のみ

215 きなはい屋しろかわ 西予市城川町下相１００８－１ 道の駅 常設

216 とれたて市 西予市野村町野村１２号６３４の１ のむらとれたて市部会 常設

217 どんぶり館　青空市 西予市宇和町稲生１１８番地 株式会社　どんぶり館 定休日:月(祝祭日の場合翌日)

218
野村町農業公園　ほわ
いとファーム 西予市野村町野村１６号３８３－１

株式会社　野
村町地域振興

センター
定休日:木

219 百姓百品　健康ひろば 西予市野村町野村１２－１０（乙亥
の里　施設内）

百姓百品株式会社 定休日:木、H1補助事業

220 宝泉坊売店 西予市城川町高野子42-1 宝泉坊売店運営協議会 常設

221 ほーむめーど 西予市城川町 土日のみ

222 みかめ海の駅　潮彩館 西予市三瓶町朝立1-438-287 三瓶ホールデング株式会社 定休日：水

223 みかめびんびん市 西予市三瓶町 みかめびんびん市実行委員会 第３日曜日

224 もうもうバザール 西予市野村町 野村町中央商店街振興会 ８日

225 れんげ市場 西予市宇和町坂戸654-1 JA 月１回、定休日：第３水

226 産地形成促進施設 西予市城川町

227 西予市特産品販売店
「れんげの里」

西予市宇和町卯之町３丁目２９７番
地

228
西予市野村農業公園
「ほわいとファーム」 西予市野村町野村１６－３８３－１ 月２回

229 土居家 西予市野村町 月２回

230 法泉坊ロッジ新館 西予市城川町
H5補助事業（久万高原
駅）

231 東温市 JAグリーンえひめ 東温市北野田平松345 JA 火曜休み

232 あるね屋（重信屋） 東温市野田２丁目486 土日祝日のみ

233 川上青空市 東温市北方2883-1 H10補助事業

234 北吉井ふれあい市 東温市横河原188-2
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機密性２情報 地産地消担当者限り

No 市町村名 直売所名 住所 系列 備考

235 さくら市場 東温市北方甲2081-1 さくら市場出荷者協議会 第4水曜休み

236 ふれあい市みうち 東温市則之内2800-5 ふれあい市みうち H1補助事業、毎日

237 ふれあい広場 東温市横河原1295-1 ふれあい広場日曜・祝日休み

238 松山生協川上店産直ｺ ﾅーｰ 東温市南方1706－1 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

239 もったいない屋 東温市志津川字法篠道甲1912-2 土日祝日のみ

240
松山生協　川上店(イン
ショップ) 東温市南方1706-1 JA インショップ

241 上島町 いわぎ物産センター 上島町岩城1427番2　岩城港務所
内

インショップ

242 海の駅「おいでんさい」 上島町弓削下弓削1037-1 ふるさと交流館水曜休

243 ログハウス弓削 上島町弓削下弓削甲1990 インショップ

244 ふれあい朝市 上島町岩城 無人

245 ＪＡ女性部朝市 上島町弓削 JA 毎月15日､30日

246 久万高原町 みかわ 久万高原町上黒岩2840-1 道の駅

247 農家手造り直売所 久万高原町本組

248 久万高原日曜市 久万高原町菅生 土曜のみ

249
柳谷ふれあいマーケッ
ト 久万高原町柳井川

250 物産館みどり 久万高原町菅生2-1439-1 久万生活研究会毎日（月、祭日の翌日休み）

251 古岩屋高原市 久万高原町直瀬 久万生活研究会あじさいG
７～１１月　毎週土､日
曜日、祭日

252 西谷農産物直売所(シシマル） 久万高原町西谷 西谷地区女性農業者等 ４～１１月　土・日

253 東明神　青空市 久万高原町東明神 久万地区農業者
4月～12月　木(7月第２
木曜～) ・土・日・祝祭
日

254
久万農業公園アグリピ
ア 久万高原町

255 姫鶴荘 久万高原町柳谷村

256 面河特産品開発センター 久万高原町相の木26 面河ふるさと市実行委員会

４～１１月　毎日（火休
み、火が祝日の場合翌
日振替）

257 面河ふるさと市場 久万高原町相の木26 面河ふるさと市実行委員会

４～１１月　土・日・祝日
営業　シーズン中は毎
日（火休み）

258 農村活性センターみかわ 久万高原町上黒岩2839 （株）みかわ 毎日（月休み）

259 美川ふるさと市 久万高原町上黒岩2840-11 美川ふるさと市実行委員会

3/15～12/29　毎日（月
休み・月が祝日の場合
翌日振替）、H3補助事

260 久万高原駅やまなみ 久万高原町久万202-3 久万高原商工協同組合 毎日

261 ふるさと旅行村　朝取り市 久万高原町下畑野川乙488 直瀬農事研究会日・祝日（冬期休）、H5補助事業

262 久万農業公園市場 久万高原町下畑野川甲500 （社）久万高原農業公社 毎日(年末から1月は土･日・祝日休む）

263 柳谷農産物直売所 久万高原町中津 柳谷生活研究会土・日・祝日
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264 久万山だんだん市 久万高原町西明神310 山岡徹 火・水・金・土・日のみ

265 久万高原町物産館みど
り

久万高原町菅生２－１４３９－１ H7補助事業

266 松前町 まさき村 松前町大字筒井850 ㈱まさき村 毎日

267 松山生協岡田店産直コーナー 松前町大字昌農内33 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

268 松山生協北伊予店産直コーナー 松前町大字出作1-1 （株）松山生協店舗営業日に準ずる

269
農業生産法人　あぐり
直売所 松前町北川原７９－１

270 砥部町 道の駅　ひろた「坪の
館」

砥部町総津162-1 道の駅

271
Ａコープ城南店(イン
ショップ) 砥部町高尾田71 JA

272 川井たんぽぽ無人市 砥部町川井1342-1 川井たんぽぽグループ 毎日

273 峡の館 砥部町総津162-1 道の駅ひろた 毎日

274 おたのしみ市 砥部町高尾田71 Ａコープ城南 毎日

275 寄り見市 砥部町満穂1250 門田　行雄 毎日

276 日曜市

277 内子町 内子フレッシュパークか
らり

内子町内子甲1349-1 道の駅

278 小田の郷　せせらぎ 内子町寺村251-1 道の駅 1/1～3休

279 およりんか 内子町上田渡11-1 毎週土曜日

280 しあわせの黄色いハン
カチ

内子町五十崎甲1760-1 (有)しあわせの黄色いハンカチ 年末年始休

281 手作り食品加工所 内子町宿間

282 マルシェ内子 内子町五十崎乙485 オリエントホテル高知株式会社オーベルジュ内子 毎週木曜日

284
㈱内子フレッシュパーク
からり 内子町内子2452 ㈱内子フレッシュパークからり 1/1～5休

287 伊方町 亀ケ池温泉交流物産館 伊方町二見１２８９ ㈱クリエイト伊方定休日（木）

288 きらら館 伊方町九町3-179-1 道の駅 12/29～1/1休

289 瀬戸町農業公園 伊方町塩成乙293 道の駅 12/29～1/1休

290 だんだん市 〃 だんだん市協議会 〃

291 ニユウズ 伊方町河内1448-1 ニユウズ 12/30～1/3休

292 三崎漁師物語り 伊方町串195 三崎漁協 定休日(火）

294 南の果樹園　ニュウズ 伊方町河内１４４８－１

295 松野町 虹の森公園まつの 松野町大字延野々 1510-1 道の駅 水曜休

296 ふるさと朝市 松野町松丸 ふるさと朝市実行委員会 毎週金曜日
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297 鬼北町
株式会社日吉夢産地
（道の駅） 鬼北町大字下鍵山54 道の駅 8：30～19：00

298 株式会社森の三角ぼう
し（道の駅）

鬼北町大字永野市138-6 道の駅 7：30～18：00

300 愛南町 おっとろっしゃ日曜市 愛南町城辺垣内809-1 おっとろっしゃ市実行委員会 定休日(1/1～1/3)

301 季節園 愛南町御荘

302 キッチンハウス 愛南町北裡

303 キッチンハウス 愛南町城辺甲 キャロット 月～金（定休日：土日祝日）

304 さんさん市 愛南町御荘平城681 ホテルサンパール定休日(1/1～1/3)

305 フレッシュ一本松 愛南町増田5470 一本松ふるさと振興株式会社 定休日火曜

306 道の駅みしょうMIC 愛南町御荘平城4296-1 道の駅 無休

307 緑新鮮市 愛南町緑乙712 緑新鮮市 定休日(1/1～1/3)

11 ページ


