
販　売　先　名

Aコープグリーントップちはら台店
グリーンハウスゆりのき店
さくら農園みらい塾
さらしな朝市（千城台公園内）
JA市原市Aコープ桜台店
JA市原市西部営農センターグリーンマート
JAちばみらい農産物直売所しょいか～ご
創造空間「木の間」
たまごの駅
農家の直売所はなしま
農産物直売所旬菜くらぶ
ふれあい市場
房総十字園
道の駅あずの里いちはら
道の駅やちよ
メッセンジャーふたば
リブレ京成勝田台店

朝市（東葛病院駐車場）
我孫子農産物直売所
とまＰ～
ガルテンカフェ「ぶ楽り」
グランデール内　（有）かわた青果
グリーンロードふれあい
直営直売所「花と野菜のヤマナカ」
豊四季工房
農産物直売所「かしわで」
道の駅しょうなん

グリーブ
JAいんば佐倉経済センター野菜畑佐倉店
JAいんば四街道農産物直売所「マイファーム」
JA西印旛とれたて産直館（栄店）
JA西印旛とれたて産直館（印西店）
JA西印旛農産物直売所白井店「やぉぱあく」
酒々井町農産物等直売所
スマイルやちまた
ドラムの里 四季彩館
もとの農産物直売所 
よもぎの里

朝市組合直売所
Aコープ小見川店
新宿営農組合
東関東自動車道大栄パーキングエリア
街の駅わいわい食彩館
道の駅くりもと
道の駅多古

旭市農産物直売館
飯倉台直売所
海上かあちゃん市（JAちばみどり嚶鳴支店 駐車場）
大橋商店
こめ工房野楽里
スマイルやちまた
JAちばみどり女性部銚子支部朝市（銚子市役所敷地内）
JAちばみどり女性部銚子支部直売所（JAちばみどり銚子支店内）
JAちばみどり吉田支店
スーパーＫＡＳＵＭＩ
ストロベリーハウス高安直売所
ちば「みるく工房」
農産物直売所あんしん村
農産物直売所よっぺえ
光特産品直売所
ファミリーセンタータカヨシ銚子店
ふれあいパーク八日市場
道の駅オライはすぬま

いなほ農産物直売所
お母ちゃん直売店
おやつ屋
グリーンハウス九十九里
坂下直売所
さわやか丸朝直売所
しいの木
JA山武郡市直売店「緑の風」大網店 

JA山武郡市直売店「緑の風」山武店
JA山武郡市直売店「緑の風」東金店
JA山武郡市直売店「緑の風」成東店
JAちばみどり白浜加工所
白里野菜直売所
空と風～KUHU～
東金市第1加工所
東金市第2加工所
Boulangerie粉桜
フレッシュ市場つくしんぼ
風和里（ふわり）しばやま
松之郷直売所
道の駅オライはすぬま
よもぎかん

JA長生長柄直売所
旬の里ねぎぼうず
長生村あまが台直売所
直売所ひまわり
東浪見味の里
 農家食堂「くりくり山房」
 「農村れすとらん里の味」
道の駅「つどいの郷むつざわ」
道の駅ながら

味彩館
愚為庵
グリーンスパいすみ
ごじゃ箱岬店
土楽の里
なのはな農産物直売所
農産物直売所やまびこ
岬町直売所ひまわり
道の駅たけゆらの里おおたき
(有)夷隅農産物直売所

神余ふれあいの里
鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」
鋸南町農水産物等直売所
JAグリーン館山店
須藤牧場
精華園
タカヨシ丸山店
ときめきプラザ
畑の八百屋さん
浜だいこん
道の駅「おおつの里」
道の駅「鄙の里」
南房総富山町物産センター「富楽里」
笑楽の湯

天羽ふるさと館
大坂直売所
里のめぐみ館
茶寮・かしま
JA木更津市本店
JAきみつ天羽支店
JAきみつ大佐和経済センター
JAきみつ平川経済センター
JAきみつ袖ケ浦女性部直売所
JAきみつ直売所味楽囲
JAきみつ富津経済センター
袖ケ浦市農畜産物直売所　ゆりの里
高倉農産物直売所
タケウチ
直売所「うまくた」
直売所 なごみの里君津
直売所農村スーパー409
直売所まつもと
農産物美和加工工房
根形直売会 
フラワーライン
ベリーの森
豊作倶楽部
牧場のハーモニー
美古の里
岬のさわやか市（イオンモール富津駐車場）
道の駅ふれあいパーク君津
ライスファーム鳥海

所 在 地

市原市ちはら台4-11-2-1
八千代市大和田新田640-1
習志野市実籾3-856
千葉市若葉区千城台南1-21
市原市桜台1-6-1
市原市姉崎581-1
千葉市若葉区小倉町871
千葉市若葉区和泉町363
市原市犬成1062-28
八千代市勝田台1-36-1
千葉市緑区土気町1515-5
市原市山田橋3-5-6
市原市海保1084
市原市浅井小向492-1
八千代市米本4905-1
市原市永吉145-2
八千代市勝田台1-10

流山市下花輪409-6
我孫子市我孫子新田22-4
船橋市坪井町755-6
市川市国分4-3-23
松戸市横須賀1-14-13 
我孫子市日秀358-2
野田市木間ヶ瀬1200
柏市新富町2-5-1
柏市高田100
柏市箕輪新田59-2

印旛村山田1783-8
佐倉市寺崎761
四街道市内黒田356-3
栄町請方368-1 
印西市西の原4-3 
白井市木278-1
酒々井町酒々井1670-1
八街市八街ほ706-1
栄町龍角寺1039-1
本埜村滝石作3958 
四街道市栗山751-1

多古町多古584
香取市本郷218-2
東庄町新宿1176

香取市佐原イ94
香取市沢1372-1
多古町多古1069-1

旭市琴田1064
匝瑳市板倉444-1
旭市後草2068　
旭市万歳2063
匝瑳市栢田1248－1
八街市八街ほ706-1
銚子市若宮町1-1 銚子勤労コミュニティセンター前駐車場
銚子市三軒町15-1 
匝瑳市吉田92-2
銚子市南小川町724
銚子市宮原町（国道356号沿い）茨城県波崎町（国道124号沿い）
千葉市若葉区富田町1033-1
旭市井戸野3642-1 
旭市萬力3493
横芝光町芝崎2357-2
銚子市長塚町3-288 
匝瑳市飯塚309-2
山武市蓮沼ハ4826

大網白里町季美の森南3-2-2 
芝山町大里1975-1
山武市松ヶ谷ロ1125 
九十九里町粟生1912
山武郡横芝光町寺方
富里町御料872-2
東金市松之郷2928
大網白里町富田23-2

山武市埴谷1877-1
東金市東金795
山武市和田375-2
横芝光町木戸4200-1
山武郡大網白里町南今泉
山武市松尾町古和923
東金市松之郷756
東金市北之幸谷大屋敷1074
東金市東岩崎1-15
東金市北之幸谷大屋敷1074
芝山町小池2568
東金市松之郷756
山武市蓮沼ハ4826
山武市松尾町木刀304

長柄町立鳥850-2
茂原市法目807-1
長生村本郷5366-1
白子町北高根3635
一宮町東浪見1639-2
茂原市萱場1753
長柄町山之郷337-11
睦沢町上之郷2048-1
長柄町六地蔵138-1

勝浦市串浜字原1883-1
御宿町上布施2194
いすみ市若山411
いすみ市岬町井沢1896-1
いすみ市岬町桑田82-1
いすみ市日在1180-1
大多喜町小田代148    
いすみ市岬町江場土2712-2
大多喜町石神855
いすみ市能実39-1 

館山市神余1355-1
鴨川市宮山1696
鋸南町吉浜516-1
館山市安布里448ー1
館山市安東337
南房総市富浦町青木228
南房総市加茂2695-3
南房総市白子2966-2
南房総市千倉町宇田24-2
南房総市白浜町白浜7-10
南房総市富浦町大津320
南房総市川田84-1
南房総市二部1900
鋸南町上佐久間66

富津市海良122-3 
君津市大坂1020
君津市大岩28
木更津市下内橋381-1
木更津市長須賀382
富津市海良122-3
富津市岩瀬157-1
袖ケ浦市上泉361
袖ケ浦市横田120
君津市末吉238
富津市西川80
袖ケ浦市飯富1635-1
木更津市矢那1671
木更津市下烏田424
木更津市真里113-1
君津市大井 126
木更津市中尾1175-1
君津市大野台526-1
君津市寺沢160
袖ケ浦市飯富422
袖ケ浦市谷中80
木更津市中尾伊豆島46-1
富津市相川1001
袖ケ浦市蔵波3065
君津市西猪原349-1
富津市青木土地区画整理地内200街区
君津市笹字椿1766-3
君津市寺沢134-2

電話番号

0436-52-7000   
047-489-4147
047-472-8607
－
0436-66-2311
0436-62-2291
043-231-1831
043-228-5855
0436-76-0201
－
043-294-5673
0436-41-2345
0436-36-4021
0436-37-8893
047-488-3188
0436-52-0828
－

－
04-7108-3171
047-457-2667
047-375-4187
047-309-6911
04-7187-1400
04-7198-1397
04-7145-4515
04-7141-6755
04-7193-1131

0476-98-2566
043-485-6115
043-421-4846  
0476-80-2220
0476-48-2200
047ー498-2007
043-496-1000
043-441-1147
0476-80-0010
0476-97-7633
043-304-8080

0479-76-2340
0478-82-1550
0478-86-0911
－
0478-52-5570
0478-70-5151
0479-79-3456

0479-62-6048
0479-73-6139
－
0479-68-2410
0479-67-1577
043-441-1147
－
－
0479-72-1377
0479-25-6311

043-228-1234
0479-60-1338  
0479-68-3110
0479-85-1373
0479-22-7020
0479-70-5081
0475-80-5020

0475-71-1147
0479-78-0454
0475-84-5082
0475-76-3042
－
0476-91-5270
0475-54-0143
0475-70-0701

0475-80-9180
0475-54-7388
0475-82-3214
－
－
0479-86-3119
0475-55-4973
0475-55-3820
0475-53-0018
0475-55-3820
0479-70-8877
0475-55-4973
0475-80-5020
0479-86-3794

0475-35-1831
0475-34-4800
0475-32-5237
0475-33-1002
0475-42-2443
0475-34-2229
0475-35-0013
0475-43-1130
0475-35-4741

0470-73-6222
0470-68-5927
0470-60-9820 
0470-87-8580
0470-87-6126
0470-64-0502
0470-85-0707
0470-87-7020
0470-82-5566
0470-86-3742 

0470-28-1777
04-7099-8055
0470-55-0771 
0470-30-9211
0470-22-9732
0470-33-3487
0470-46-2512      
0470-40-4147
0470-44-3033
0470-38-5660
0470-33-4616
0470-36-4116
0470-57-2601
0470-55-8830

0439-67-3465
0439-29-2422
0439-38-2282
0438-53-3715
0438-23-0501
0439-67-0103
0439-65-3008
0438-75-2001
0438-75-2251
0439-35-3144
0439-87-1341
0438-60-2550
0438-52-3388
0438-36-9492 
0438-53-2486
0438-32-5446
0438-98-2989
0439-37-2551
0439-35-4190
0438-63-2912
090-1604-2048
0438-30-5077
0439-67-2070
0438-62-2299
0439-70-5222
－
0439-39-3939
0439-35-4188

※販売先は、地域別に、50音順で並んでいます。また、起業家個人の自宅で直売する
　自宅直売所は掲載していません。

主に千葉管内の起業家の販売先

主に長生管内起業家の販売先

主に夷隅管内起業家の販売先

主に君津管内起業家の販売先

主に安房管内起業家の販売先

主に海匝管内の起業家の販売先

主に山武管内起業家の販売先

主に印旛管内の起業家の販売先

主に香取管内の起業家の販売先

主に東葛飾管内の起業家の販売先

女性起業家主な販売先一覧


