
農産物直売所開所状況 3月18日（金）　12:00現在

市町村名 直売所名称 開設場所 電話番号
営業の
有無

販売状況等

物産センター「北斗星」 鷲子２７２ 0295-58-3939 ○

山方特産物販売施設
「水ぐるま」

山方５５０ 0295-57-6887 ○ 短縮営業

岩崎直売所 岩崎３４０－１ 0295-53-0580 ○

グリーンハウス大宮 若林１８３２－１６ 0295-53-5132 ○ 品薄状態

道の駅「さとみ」 小菅町６９４－３ 0294-82-2100 ○ 品薄状態

直売センターせやの径 大森町１１８３－３ 0294-70-2525 ○ 在庫対応

直売センターさとの径 里野宮町１１９５ 0294-72-8425 ○ 在庫対応

里美生産物直売所 大中町８６６－１ 0294-82-3883 ○ 在庫対応

ＪＡ茨城みずほ水府農産物
直売所

松平町１５９
0294-85-1130

○ 在庫対応

常陸太田市物産センターこ
め工房

大里町４４０１－８
0294-70-3333

○ 在庫対応

十王物産センター「鵜喜鵜
喜」

十王町伊師５２８－１
0294-39-3126

○

ふれあいパーク日高 日高町1-17-20 080-5687-4415 ○ 午前のみ営業

旬味満菜館 大和田町2221-1 0294-52-8311 ○ 午前のみ営業

北茨城市 北茨城農産物直売所 磯原町豊田１－１４５
0293-43-6214

○※
営業日：火木土日
営業時間：8時～13時

高萩市 高萩農産物直売所 本町１－１００－２
0293-23-8311

－ 営業再開時期未定

ＪＡ茨城みどり　　特産物直
売所奥久慈 頃藤３８５３

0295-74-1435
○

・営業時間短縮
・食堂は休業

だいご味らんど（道の駅店） 池田２８３０－１ 0295-72-6115
○ 短縮営業

だいご味らんど（本店） 大子町大子８３５－６ 0295-72-0406
○ 短縮営業

物産センター山桜 小勝80 0296-88-2300 ○
野菜通常の３０％、米は通
常通り、惣菜は３倍程度

かつら農産加工所 阿波山６５３－１ 029-289-4547 - 営業再開時期未定

ＪＡ茨城中央直売所
みどりの風

平町１２４８ 0296-78-3235 ○
野菜通常の３０％、米は通
常通り

ＪＡ茨城中央直売所めばえ 笠間４３７６ 0296-72-9901 ○
野菜通常の３０％、米は通
常通り

ＪＡ茨城中央直売所
土からのたより

押辺２７０９－１３７ 0299-45-8989 ○
野菜通常の３０％、米は通
常通り

笠間クラインガルテン農産
物直売所

本戸４２５８
0296-70-3133

○
野菜通常の３０％、米は通
常通り

上中妻地区農産物直売所
　「つちっこ河和田」

河和田町３００８
ＪＡ水戸旧河和田支店

029-254-5025 ○
・野菜，精米提供可能
・加工品等は在庫のみ

渡里地区農産物直売所
渡里町２９２９
ＪＡ水戸渡里支店敷地
内

029-231-2544 ○
・野菜，精米提供可能
・加工品等は在庫のみ

ふれあいハウス 東前町６９０ 029-269-5267 ○ 加工品は品薄

酒門地区農産物直売所
「フレッシュさかど」

酒門町１４２８－１ 029-247-0055 ○

内原地区農産物直売所
「内原のめぐみ」

内原町１７５－１３ 029-259-3666 ○

直売所つねずみ 塩崎町１０７８－３
029-269-4448

○
・野菜，精米提供可能
・加工品等は在庫のみ

大子町

３月１８日（金）１２時までに調査した農産物直売所の開所状況をお知らせします。
なお，食料品等の在庫・販売状況は変動しますので，あらかじめご了承ください。

常陸大宮市

常陸太田市

日立市

水戸市

城里町

笠間市



農産物直売所開所状況 3月18日（金）　12:00現在

市町村名 直売所名称 開設場所 電話番号
営業の
有無

販売状況等

JAひたちなか長砂直売所 長砂３４－４
029-285-0202

○ 午前のみ営業

JAひたちなか津田直売所 津田３２４１－２
029-274-8311

○ 午前のみ営業

ポケットファームどきどき
茨城町店

下土師１９４５ 029-240-7777 ○
・営業時間短縮
・レストランは休業

茨城地区農産物直売所
「さくら」

大戸３４２５－８ 029-219-0330 ○

グリーンハウスひぬま 城之内６８４－２６ 029-293-6606 ○ 品薄

東海村
東海ファーマーズ・マーケッ
ト「にじのなか」

石神内宿１１６７－９ 029-219-4148 ○
・午前のみ営業
・野菜・精米通常の５０％

芳野農産物直売所 鴻巣２０９０
029-295-8155

○
・野菜、米、惣菜
・物がなくなり次第閉店

ＪＡひたちなか　瓜連直売
所

瓜連２２９－８
029-270-9130

○ 午前のみ営業

JAひたちなか　那珂直売所 後台駒潜2290-5
029-298-2677

○ 午前のみ営業

小美玉市 JAみのり産地直売所 部屋１１５１－７
0299-48-1307

○

大洗町 大洗町まいわい市場
中央11-2
大洗リゾートアウトレッ
ト内

029-266-1147
－ 営業再開の時期未定

潮来市 道の駅「いたこ」 前川１３２６－１ 0299-67-1161 － 営業再開の時期未定

さんて旬菜館 上幡木１３４２－３ 0291-34-5500 ○

ＪＡ茨城旭村特産物直売所
「サングリーン旭」

樅山６０２－１ 0291-37-4147 ○

ＪＡかしまなだファーマーズ
マーケットなだろう

飯名５３７－１ 0291-34-8888 ○

あさひ味いち 勝下新田２４ 0291-37-4343 ○

健康たっしゃか村　深作農
園

台濁沢３６１ 0291-39-8560 ○

なめがた産ちのやさい畑
井上藤井９８－８
（行方総合病院内）

090-4373-5019 ○

楽郷 玉造甲１８２４－１ 0299-33-1966 ○

行方観光物産館「こいこい」 玉造甲１９６３－５ 0299-36-2781 ○

鹿嶋市
JAしおさい　鹿嶋農産物直
売所

神宮寺１１１－３ 0299-90-8310 ○ 品がなくなり次第終了

はさき特産物直売所 太田５８０－１８ 0479-46-5771 ○

農産物直売所おらが村 波崎４０３－２ 0479-44-5261 ○

ＪＡ土浦農産物直売所
「サンフレッシュ土浦店」

粕毛７０５－２ 029-821-4826 ○ 米、野菜

ＪＡ土浦　農産物直売所
　「サンフレッシュ　はすの
里」

木田余３１４０ 029-846-7933 ○
米、野菜、卵、肉

ＪＡ土浦ファーマーズマー
ケット「サンフレッシュ新治
店」

藤沢６１４－１ 029-862-3573 ○
米、野菜、卵、肉

茨城町

那珂市

鉾田市

行方市

ひたちなか
市

神栖市

土浦市



農産物直売所開所状況 3月18日（金）　12:00現在

市町村名 直売所名称 開設場所 電話番号
営業の
有無

販売状況等

ＪＡつくば市谷田部農産物
直売所

谷田部２０７４－１ 029-836-4101 ○ 野菜が少量

みずほの村市場 柳橋４９６ 029-856-1090 ○ 野菜等

有限会社　たまごの森農産
物直売所

上郷８１０３ー１ 029-847-0808 ○

農産物直売所「やさい村」 上岩崎１１６６－４ 029-876-4183 ○
・野菜がやや品薄
・断水のため惣菜は休み

ＪＡ土浦ファーマーズマー
ケット「サンフレッシュつくば
店」

研究学園Ｃ５０街区１
（イーアスつくば内）

029-828-8313 ○ 営業時間短縮

JAつくば市　茎崎農産物直
売所

天宝喜４１９－３ 029-874-6306 ○

JAつくば市　桜農産物直売
所

古来１６０８－１ 029-857-8290 ○

JAつくば市　筑波農産物直
売所

北条５２１１－２ 029-867-3310 ○

農産物直売所「四季の郷」 上郷１２１３－３ 029-847-4269 ○

河内町
かわち直販センター
「ふるさとかわち」

長竿４６４１ 0297-60-4158 ○ 　

稲敷市 ゴットマザー市 浮島4565-1 029-894-6808 ○※
※土日営業
・赤飯等通常通り

ＪＡ土浦　農産物直売所
　「サンフレッシュ霞ヶ浦店」

深谷３４６７－４ 029-897-0682 ○
野菜

JA茨城千代田　第一農産
物直売所

稲吉２－１９－２５ 029-834-8831 ○ やや品薄

JA茨城千代田　花野果 下稲吉２６３３－１４ 0299-46-6479 ○ やや品薄

ＪＡやさと「里の四季」 宮ヶ崎４７２－２ 0299-46-6479 ○ 野菜中心で営業中

ゆりの郷物産館
小幡１４１６　　（やさと
温泉ゆりの郷）

0299-42-4126
○

石岡そだち 八軒１１－３６ 0299-23-8333 ○ 野菜、卵等

柿岡農産物直売所 柿岡３６３８－１ 0299-44-8310 ○

利根町
ＪＡ竜ヶ崎市利根農産物
直売所

中田切146 0297-61-8800 ○

ＪＡ茨城みなみ
「みらいっ娘」

上小目223-2 0297-52-2020 ○

JA茨城みなみ女性部
粋活センター

谷井田１９４２ 0297-58-0550 ○※ 営業日：月木土

いばらき県南阿見産直セン
ター

実穀１２７３－７ 029-843-4505 ○ 惣菜、生鮮品等

JA茨城かすみ　愛菜園 若栗１９０１－１ 029-887-8395 ○ 営業時間短縮

JA竜ヶ崎市下根直売所 下根町７８７ 029-870-2281 ○ 生鮮品主体

ポケットファームどきどき
つくば牛久店

猪子町９６７－１ 029-879-8800 ○ レストランは休業

つくば市

かすみがうら
市

石岡市

つくばみらい
市

阿見町

牛久市



農産物直売所開所状況 3月18日（金）　12:00現在

市町村名 直売所名称 開設場所 電話番号
営業の
有無

販売状況等

稲敷直売所 柴崎9188 0297-87-7777 ○ お弁当・そば

清涼市 幸田１２３９－５ 0299-79-0766 ○※ ※土日営業

さくらがわ直売センター 神宮寺７５９ 029-840-6363 ○ 弁当、惣菜、野菜

直売所浮島 浮島６０７４ 029-894-6622 ○

JA稲敷　新利根直売所 中山４４６５－２ 0297-87-5871

ほのぼの市場 仁連１４１３－９ 0280-75-2424 ○
・品数も震災の影響少な
い。

JA茨城むつみ農産物直売
所総和店

女沼598-1 0280-91-1315 ○

・営業時間短縮（9:00～
17：00）
・野菜、弁当の販売は通
常量

ファーマーズマーケット
きらいち

新福寺4丁目13-3 0296-34-1777 ○ 時間短縮（9:30～16:00）

あくとの里 結城１３１９ 0296-34-0675 ○
野菜中心，そばの販売な
し

道の駅しもつま農産物直売
所

数須140 0296-30-5294 ○ 野菜，弁当販売

ビアスパークしもつま農産
物直売所

長塚乙70-3 0296-30-5121 ○
野菜中心（入荷量が少な
い）

やすらぎの里しもつま
農産物千代川直売所

大園木２６９７ 0296-30-7660 ○

・野菜，加工品は通常量あ
り
・乳製品等一部商品は品
薄だが入荷あり

あけのアグリショップ
宮山504(宮山ふるさと
ふれあい公園内)

0296-52-6052 ○ 野菜，おこわ，そば等

ふれあい直売所 上平塚６３５ 0296-28-1182 ○ 野菜，花(～3/21）

ベアショップ 木戸字根下５７３ 0296-37-4101 ○ そばなど

ＪＡ北つくば協和直売所 上星谷３６９ 0296-57-9955 ○
・品薄状態
・野菜、惣菜中心

アグリショップ夢関城 舟生1073-289 0296-37-1020 ○
・品数は若干影響あり
・営業時間9:30～16:30

協和施設園芸協同組合（Ｋ
ＥＫ）協和直売店

門井1705 0296-57-2956 ○
・入荷に影響ない
・営業時間：9:00～17:00

真壁さわやか直売所 真壁町山尾７３４－４ 0296-55-3845 ○
地元野菜中心（地元産以
外は若干品薄），米は豊
富

ＪＡ北つくば岩瀬地域農産
物直売所

大字富岡字山王久保
７５０

0296-70-8190 ○  

協和施設園芸協同組合
(KEK）岩瀬売店

下泉３４－７ 0296-76-0744 ○

いきいきファームやまと農
産物直売所

大字大国玉６３３ 0296-58-5343 ○
・野菜類に影響なし
・生鮮品（肉，牛乳等）は
若干品薄

桜川北部ふるさとづくり協
議会　直売所さくら

大泉３３１－１ 090-5330-4158 ○
・野菜類は揃えている。豆
腐等は品薄。
・営業時間9:00～16:00

稲敷市

結城市

下妻市

古河市

桜川市

筑西市



農産物直売所開所状況 3月18日（金）　12:00現在

市町村名 直売所名称 開設場所 電話番号
営業の
有無

販売状況等

水海道農産物直売所
沖新田町1374-1
JAカントリーエレベー
ター敷地内

0297-23-3544
○※ ※土日営業（10時～16時）

ファーマーズマーケット
ほくそう

水海道高野町３３２－
１

0297-23-0888
○

（有）大地
みんなの市場

本石下4807 0297-42-1902

○

・地元産野菜は入荷に影
響ない
・県外産地品についても入
荷あり

農事組合法人
産直市場　元気村

豊岡町乙９６０ 0297-34-1832
○ ・野菜類は通常量

やさいのお店 菅谷８８５－７２ 0296-48-4711 ○ 品薄

JA常総ひかり　旬菜やちよ 若３４街区５ 0296-30-3011 ○
・野菜，惣菜，パン等
・肉類，加工品は品薄

五霞町
道の駅ごか農産物直売所
「わだい万菜」

大字幸主１８－１ 0280-84-1089 ○
・野菜，そば・うどん・赤
飯・惣菜類
時間短縮9時～17時

境町 道の駅　さかい １３４１－１ 0280-87-5011 ○
野菜については若干量が
少ないが，問題ない

めぐみの里 沓掛４１２９ 0297-44-0530 ○ 弁当・パン類

採れたて市場　旬 岩井４２１５－１ 0297-36-0556 ○ そば・うどん

つくばナイン 大口２７１３ 0297-30-1015 ○
野菜，惣菜いなりずし
魚等生鮮品は品薄

八千代町

坂東市

常総市


