水の恵みカード 配布場所一覧 （Ｈ２９．５．２３更新）
県 名

カード名
かみゆうべつ

上湧別地区の玉ねぎ

カード配布場所
JAえんゆう遠軽支所

Ａ－coop川西店

配布日時
１０：００～１９：００（夏期）（土曜日18:00まで）
１０：００～１８：００（冬期）（定休日：日）
年末年始は配布してません。
８：００～１９：００（夏期）（定休日：日）
９：００～１８：００（冬期）（定休日：日・第2土）
年末年始は配布してません。

JA帯広かわにし 帯広中央支店
北海道

JA帯広かわにし 大空支店

配布場所の住所
北海道紋別郡遠軽町岩見通り南2丁目1番地18

ホームページURL

備 考

http://www.ja-enyu.com

Ｈ２９．４より配布再開

http://www.jaobihirokawanisi.jp/

Ｈ２９．４より配布再開

北海道帯広市川西町西2線61番地
北海道帯広市西5条南9丁目1番地

９：００～１９：００（定休日：日）
年末年始は配布してません。

北海道帯広市大空町12丁目2番地

おびひろきた

帯広北地区の長いも

JA帯広かわにし みなみ野支店
JA帯広かわにし 特産品直売所

９：００～１７：００（定休日：日）
年末年始は配布してません。

北海道帯広市西2条南34丁目23番地

JAめむろ 本部事務所

８：３０～１７：００（定休日：土・日）
年末年始は配布してません 。

北海道河西郡芽室町西4条南１丁目１番地９

Ａ－coopめむろ店
あかぎせいろく

JA利根沼田直売所 食彩の森

ふえふきがわえんがん

ＪＡフルーツ山梨 フルーツ直売所 八幡店

あずみの

JAあづみ農産物直売所 安曇野スイス村ハイジの里

群馬県

赤城西麓地区のレタス

山梨県

笛吹川沿岸地区のモモ

長野県

安曇野地区のお米

ＪＡ越後中央 直売所「茶豆の里」
新潟県

北海道帯広市南の森西1丁目1番地

しんかわりゅういき

新川流域地区のくろさき茶豆

９：００～２１：００
年末年始は配布してません 。
９：００～１８：００（ ４月～１１月）
１０：００～１８：００（１２月～ ３月）
（定休日：年末年始）
９：００～１７：３０（ ５月～９月）
９：００～１７：００（１０月～４月）
（定休日：毎月第２火曜日（１０月～４月）、年末年始）
９：００～１８：００
（定休日：毎月1日※季節により変動有）
１０：００～１５：００（５月１日～１２月３１日）
（定休日：水、１月１日～４月３０日）

http://www.ja-memuro.or.jp/
北海道河西郡芽室町東めむろ3条南1丁目1番地1-3
群馬県沼田市久屋原町383-9

http://www.jatone.or.jp/sanchoku/index.html

Ｈ２９．５．１より配布再開

山梨県山梨市北239

http://jafruits.sakura.ne.jp/shop/

Ｈ２９．４より配布再開

長野県安曇野市豊科南穂高5566-1

http://www.ja-azm.iijan.or.jp/agricultural/direct/haiji/

新潟県新潟市西区木場1601

http://www.e-ja.or.jp/contents/nousan/chokubai.html

８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日、12/31～１／３）

新潟県新潟市西区木場53

９：００～１７：００
（土日祝日・12/29～１／３休み）

福井県坂井市三国町水居１７－４５

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sakai-noso/nougyou/01.html

尾張農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番1号（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari-nourin/

Newこうなん

尾張農林水産事務所 一宮支所
建設課 調査・団体営・単県グループ

愛知県一宮市花池１丁目４−３５

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari-nou-ichinomiya/0000010473.html

New

海部農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ、農政課

愛知県津島市西柳原町１－１４（建設課４Ｆ、農政課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/nourin-ama/

知多農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ

愛知県半田市出口町１－３６（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita-nourin/

愛知県岡崎市明大寺本町１－４（建設課８Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/nourin-nishimikawa/

明治用水会館

愛知県安城市大東町２２番１６号

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bosaibohan/yakudachi/hinanbasyo/meijiyosui.html

西三河農林水産事務所 幡豆農地整備出張所
建設課 調査・団体営・単県グループ

愛知県西尾市寄住町下田１３番地

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-nou-hazu/0000012729.html

豊田加茂農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ

愛知県豊田市元城町４－４５（建設課３Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toyotakamo-nourin/

新城設楽農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ、農政課、農業改良普及課

愛知県北設楽郡設楽町田口字小貝津６－２

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara-nourin/

愛知県新城市平井中田６−１

http://www.ja-aichihigashi.com/

愛知県新城市作手清岳ナガラミ１０−２

http://tsukude.com/

愛知県豊橋市八町通５丁目４番地（建設課５Ｆ、農政課４Ｆ）

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-nourin/

ＪＡ越後中央 東部園芸センター
くずりゅうがわかりゅう

福井県

九頭竜川下流地区のお米 花あかり 坂井農林総合事務所農業経営支援部

岐阜県

長良川用水地区のお米

ながらがわようすい

※配布終了

とよがわようすい

※配布終了

豊川用水地区のキャベツ
New

い ま いけ

維摩池地区のイチジク
江南地区のネギ
あいさいほくぶ

愛西北部地区のレンコン
New

ひがしうら しせん

東浦支線地区のブドウ
New
め い じ ようすい

西三河農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ

９：００～１７：００
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）

明治用水地区のイチジク
愛知県
Newき

ら

は ず

吉良・幡豆地区のてん茶（抹茶）

New

まいぎおとべ

舞木乙部地区のナシ

New
たかさと

高里第１地区のホウレンソウ

JA愛知東 本店
道の駅 つくで手作り村

Newとよがわそうごうようすい

豊川総合用水２期地区の電照菊

三重県

かなやまなんぶ

金山南部地区の南紀みかん

東三河農林水産事務所
建設課 調査・団体営・単県グループ、農政課

Ｈ２９．４より配布再開
Ｈ２９．４より配布再開

平成２９年４月より配付開始

８：４５～１５：３０
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
１０：００～１７：００
（木、１２／３１～１／３は除く）
９：００～１７：００
（土日祝祭日、１２／２９～１／３は除く）
※配布終了

水の恵みカード 配布場所一覧 （Ｈ２９．５．２３更新）
県 名

カード名

カード配布場所

長崎県

熊本県

JA紀州花野果市

９：００～２２：００
（定休日/年始）

和歌山県御坊市湯川町財部50-1

ＪＡ紀南ファーマーズマーケット紀菜柑

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）

和歌山県田辺市秋津町752-1

http://www.ja-kinan.or.jp

Ｈ２９．４月中旬から配布再開

JA紀州ほんまもんふるさと産地直売所

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）

和歌山県日高郡みなべ町東吉田274-1

http://ja-kisyuu.or.jp/

Ｈ２９．４月上旬から配布再開

JA紀州フレッシュマート特産品直売所

９：００～１７：００
（定休日：年末年始）

和歌山県日高郡印南町印南261-1

http://ja-kisyuu.or.jp/

Ｈ２９．４月上旬から配布再開

JAにしうわ特産センター「甘柑日和－KANKANBIYORI－」

９：００～１６：００
（定休日：年末年始）

愛媛県八幡浜市北浜1丁目1569番地16外

８：００～１７：００
（定休日：年末年始）

http://www.marumamikan.com/

Ｈ２９．４より配布再開

JAにしうわ流通センター

愛媛県大洲市平野町野田1601-1

守山直売所（JA島原雲仙）

７：３０～１７：００
（定休日：お盆、年末年始）

長崎県雲仙市吾妻町古城名126

http://www.pref.nagasaki.jp/tisan/shop/detail.php?id=259

ふるさとふれあい館（JA島原雲仙）

８：００～１７：００
（定休日：年末年始）

長崎県雲仙市吾妻町木場名259

http://www.pref.nagasaki.jp/tisan/shop/detail.php?id=258

ファーマーズマーケット「夢大地館」（ＪＡ鹿本）

９：００～１９：００
（定休日：年始）

熊本県山鹿市鹿央町千田2950-1

http://www.yumedaitikan.jp/

「きくちのまんま」菊池店（ＪＡ菊池）

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）

熊本県菊池市野間口903-1

http://jakikuchi.jp/top/pub/default_ichiba.asp?c_id=22

「きくちのまんま」合志店（ＪＡ菊池）

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）

熊本県合志市栄3766-30

http://jakikuchi.jp/top/pub/default_ichiba.asp?c_id=21

Ｈ２９．４月中旬より配布開始

「とれたて市場」大津店（ＪＡ菊池）

９：００～１８：００
（定休日：年末年始）

熊本県菊池郡大津町大津1271-1

http://jakikuchi.jp/top/pub/default_ichiba.asp?c_id=24

Ｈ２９．４月中旬より配布開始

you＋youくまもと農畜産物市場
（ＪＡ熊本経済連：エーコープ熊本）

９：００～１８：３０
（定休日：年始）

熊本県熊本市北区高平2丁目25番57号

http://www.acoopkumamoto.co.jp/youyou/

菊池台地用水土地改良区

８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）

熊本県菊池市大字豊間294-1

http://suido-ishizue.jp/kokuei/kyushu/F1/F2/Kumamoto_Kikuchi%20daichi.html

Ｈ２９．５月より配布開始

ファーマーズマーケット「そお太くん市場」
（ＪＡそお鹿児島）

９：３０～１８：００
（定休日：不定休）

鹿児島県曽於市大隅町境木町７２番

http://saijiki.zenchu-ja.or.jp/detail.php?template=detail_farmstand.tpl&id=3923

Ｈ２９．４月中旬より配布再開

曽於東部土地改良区

８：３０～１７：００
（定休日：土日祝日）

志布志市松山町新橋268 志布志市役所松山支所内

Ａコープ喜界店（ＪＡあまみ）

９：００～２１：００
（定休日：なし）

鹿児島県大島郡喜界町大字湾60-2

http://www.ks-ja.or.jp/amami/kikai.html

喜界土地改良区（喜界地区水管理センター）

８：３０～１７：００
（閉館日：土日祝日、年末年始）

鹿児島県大島郡喜界町湾１３７２-１

http://www.town.kikai.lg.jp/kikai03/kikai33.asp

Ａコープ和泊店（ＪＡあまみ）

９：３０～１９：３０
（定休日：第３月曜日）

鹿児島県大島郡和泊町玉城1769-1

http://www.ks-ja.or.jp/amami/wadomari3.html

Ｈ２９．４月中旬より配布再開

Ａコープ知名店（ＪＡあまみ）

９：３０～１９：３０
（定休日：なし）

鹿児島県大島郡知名町瀬利覚向田2095

http://www.ks-ja.or.jp/amami/china3.html

Ｈ２９．４月中旬より配布再開

九州農政局 沖永良部農業水利事業所

８：３０～１７：１５
（定休日：土日祝日）

鹿児島県大島郡知名町知名85

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/15/index.html

Ｈ２９．５月より配布開始

ＪＡおきなわファーマーズマッケット
あたらす市場

９：００～１９：００（土・日・祝日を含む）
（定休日：正月3日間、旧盆、旧十六日）

沖縄県宮古島市平良西里1442-1

http://ja-okinawa.or.jp/

きさいかん

なんよようすい

南予用水地区のみかん

やまだばら

山田原地区のブロッコリー

きくちだいち

菊池台地地区のスイカ

そ お と う ぶ

曽於東部地区のピーマン

きかい

鹿児島県

喜界地区のごま

おきのえらぶ

沖永良部地区のテッポウユリ

沖縄県

みやこ

宮古地区のマンゴー

備 考

和歌山県日高郡日高町荊木5

なんきようすい

愛媛県

ホームページURL

９：００～１９：００
（定休日/年末年始）

名田地区のスターチス

南紀用水地区の梅

配布場所の住所

JA紀州さわやか日高
な だ

和歌山県

配布日時

http://ja-kisyuu.or.jp/

Ｈ２９．４月上旬から配布再開

－

Ｈ２９．４月上旬から配布再開

http://www.midorinet-kagoshima.jp/cust-introduce/577/
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/toubu.html

Ｈ２９．５月より配布開始
Ｈ２９．４月中旬より配布再開

