有機農産物・大阪エコ農産物取扱店舗
平成29年2月

有機JAS認証農産物
番号

直売所・量販店の名称

連絡先
(電話番号)

開催場所（住所）

大阪エコ農産物
特徴等

ＨＰアドレス

主な取扱品目及び時期

主な取扱品目及び時期

高槻市高槻町17-4セントラル
マーケット

072-6841621

http://www.hellodaikyou.com/takatsuki/tenpo なし
/

たまねぎ・じゃがいも

収穫状況により、出荷な
い場合あり。

松坂屋 高槻店

高槻市紺屋町2番1号

072-6821111

http://www.matsuzakaya.co.
なし
jp/takatsuki/

たまねぎ・じゃがいも

収穫状況により、出荷な
い場合あり。

ミートモリタ屋（南平台店）

高槻市南平台3丁目27-10

0120-172949

なし

たまねぎ・じゃがいも

収穫状況により、出荷な
い場合あり。

茨木市庄2-26-22

０７２－６４５－ .jp/kanko_tokusan/nogyotok
なし
usan/asaichi/1450679569
７１００

1

ハローダイキョウ

2

3

高槻店

http://www.city.ibaraki.osaka

4

みしま館

野菜類

233.html

5

6

7

de・愛ほっこり見山の郷

茨木市大字長谷1131

０７２－６４９－
http://miyamanosato.org/
３３２８

箕面中央朝市
箕面市西宿１丁目１４
072-749（JA大阪北部農産物直売所） ヴィソラふれあいパーク北エリア 3818

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

なし

http://www.city.minoh.lg.jp/n
ousei/asaiti.html#minohkaya なし
no

http://www.city.minoh.lg.jp/n
なし
ousei/asaiti.html#minoh
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野菜類、米
ほうれんそう・じゃがい
も・たまねぎ・こまつな
（2～6月）
ほうれんそう・じゃがい
も・たまねぎ・こまつな・
白菜・だいこん・キャベ
ツ・みずな・人参
（9～12月）
ほうれんそう・じゃがい
も・たまねぎ・こまつな
（2～6月）
ほうれんそう・じゃがい
も・たまねぎ・こまつな・
白菜・だいこん・キャベ
ツ・みずな・人参
（9～12月）

箕面市内で最大規模の朝
市。箕面産に加え、豊
中・池田・豊能・能勢の
農産物・加工品などが豊
富に揃う。
毎週日・火・木・土、午
前10時から正午に営
業。
市内朝市唯一の屋内型の
販売所。野菜や果物に加
え切り花なども豊富で、
止々呂美特産の柚子・栗
も販売。
毎週土、午前10時から
正午に営業。

有機JAS認証農産物
番号

直売所・量販店の名称

開催場所（住所）

連絡先
(電話番号)

大阪エコ農産物
特徴等

ＨＰアドレス

主な取扱品目及び時期

０７２－７３１－ http://www.town-ofnose.jp/
２６２６

8

能勢町観光物産センター

豊能郡能勢町平野５３５

9

杉スモモ生産組合

枚方市杉北町1丁目1055-2（杉 072-858スモモ出荷場)
1932

http://www.city.hirakata.osa
ka.jp/soshiki/nosei/tyokuhan. なし
html

スモモ

10

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

06-67471831

http://www.pref.osaka.lg.jp/
なし
nosei/asaiti/nak-fresh2.html

野菜類

11

ＪＡグリーン大阪フレッシュ
クラブ吉田店

東大阪市島之内２－９－２１

072-9601831

http://www.pref.osaka.lg.jp/
なし
nosei/asaiti/nak-fresh1.html

野菜類

12

ＪＡグリーン大阪フレッシュ
クラブ東花園店

東大阪市吉田６－２－４５

072-9658318

http://www.pref.osaka.lg.jp/
なし
nosei/asaiti/nak-fresh3.html

野菜類

13

ＪＡグリーン大阪楠根支店の
朝市

東大阪市川俣本町７－３０

06-67448171

http://www.pref.osaka.lg.jp/
なし
nosei/asaiti/nak-kusune.html

野菜類

14

ＪＡグリーン大阪英田支店の
朝市

東大阪市吉田本町1丁目２－５８

072-9611066

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/nak-eida.html

なし

野菜類

15

ＪＡグリーン大阪玉川支店の
朝市

東大阪市岩田町４丁目３－１２

072-9622206

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/naktamagawa.html

なし

野菜類

16

ＪＡグリーン大阪盾津支店の
朝市

東大阪市古箕輪1丁目３－５５

072-9620506

http://www.pref.osaka.lg.jp/
なし
nosei/asaiti/nak-tatetsu.html

野菜類

17

ＪＡグリーン大阪新庄支店の
朝市

東大阪市新庄２丁目６－６

06-67448451

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/nak-sinjou.html

なし

野菜類

18

ＪＡグリーン大阪加納支店の
朝市

東大阪市加納２丁目１３－２０

072-9648323

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/nak-kanou.html

なし

野菜類
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なし

主な取扱品目及び時期

野菜類、果樹類

6月～7月

有機JAS認証農産物
番号

直売所・量販店の名称

開催場所（住所）

連絡先
(電話番号)

大阪エコ農産物
特徴等

ＨＰアドレス

主な取扱品目及び時期

主な取扱品目及び時期

19

ＪＡグリーン大阪意岐部支店
の朝市

東大阪市御厨６丁目３－３０

06-67827853

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/nak-okibe.html

なし

野菜類

20

ＪＡグリーン大阪荒本支店の
朝市

東大阪市荒本西４丁目５－２

06-67810553

http://www.pref.osaka.lg.jp/
nosei/asaiti/nakaramoto.html

なし

野菜類

東大阪市日下町２－３－１

072-9298011

http://www.osakaja.co.jp/ja/nakakawachi/a なし
guri/hatakenotsuduki.html

野菜類

東大阪市菱屋西1-20-13

0６-67480140

http://www.osakaja.co.jp/ja/nakakawachi/a なし
guri/hatakenotsuduki.html

野菜類

八尾市山本町北7丁目２－２９

072-9989913

http://www.pref.osaka.lg.j
p/nosei/asaiti/nakなし
sannogo.html

072-9299030

http://www.osakaja.co.jp/ja/nakakawachi/h なし
atakenotsuduki.html

古代米 11月～10月
じゃがいも 4月～6月
たまねぎ 4月～6月
そらまめ 4月～5月
いちじく 7月～8月

「まったら愛っ娘～松原
育ち～」の野菜・米

21

22

ＪＡ大阪中河内農産物直売所
まちの駅 畑のつづき 東大
阪店
ＪＡ大阪中河内農産物直売所
まちの駅 畑のつづき 長瀬
店

23

ＪＡグリーン大阪三野郷支店
朝市

24

ＪＡ大阪中河内農産物直売所
まちの駅 畑のつづき 八尾
店

25

JA大阪中河内農産物直売所
まちの駅 畑のつづき 松原 松原市上田5-10-35
店

072-2907091

http://www.osakaja.co.jp/ja/nakakawachi/hat
akenotsuduki.html

26

ニューマルシェ千林店

大阪市旭区千林2-12-7

06-69550135

http://www.kosetsu.jp/marushe
なし
/index.html

「まったら愛っ娘～松原
大阪市公設市場連合会
育ち～」の野菜

27

グッドヒル

大阪市住之江区御崎3-3-16

06-61151500

http://www.goodhill1013.co
なし
m/

「まったら愛っ娘～松原 自然食品の店・取扱の
育ち～」の野菜
ない時期もあり

28

うりわり村

大阪市平野区瓜破東３－５－２４

06-67007600

なし

29

イズミヤ松原店

松原市上田6-4-8

072-3322251

http://www.izumiya.co.jp/sh
op/kansai/osaka_nanbu/03 なし
2_info.php

（大阪有機自然食品センター）

八尾市山本南７－１３－２２
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なし

「まったら愛っ娘～松原
農産物直売所
育ち～」の野菜
「まったら愛っ娘～松原 スーパーマーケット。
育ち～」の野菜
取扱のない時期もあり

有機JAS認証農産物
番号

直売所・量販店の名称

開催場所（住所）

連絡先
(電話番号)

特徴等

ＨＰアドレス

主な取扱品目及び時期

30

にこにこ市場

富田林市農業公園サバーファーム 0721-35-350 http://www.savorfarm.or.jp/areaguide/guide1
駐車場
２
4.html

31

河内長野市農林産物直販
協議会

アグリかわちながの

32

朝採り四季菜市場出荷者協議
会

風の湯 河内長野店
（朝採り四季菜市場）

33

34

JA大阪南ファーマーズマー
ケット（JA大阪南農産物直売 道の駅しらとりの郷・羽曳野
所）
羽曳野市埴生野９７５－３
あすかてくるで羽曳野店
JA大阪南ファーマーズマー
ケット（JA大阪南農産物直売
河内長野市高向1218-11
所）
あすかてくるで河内長野店

大阪エコ農産物

主な取扱品目及び時期

なし

野菜類・果樹類

0721-536001

http://www.city.kawachinag
ano.lg.jp/kakuka/sangyoukei
なし
zai/nourin/info/map/aguri.ht
ml

野菜類、果樹類

0721-500282

http://tsurukameoe.xsrv.jp/kazenoyuなし
kawachinagano/?page_id=1
1

野菜類、果樹類

072-9578318

http://www.jaom.or.jp/asuka
なし
te_habikino

野菜類、果樹類、花き類

0721-523733

http://www.jaom.or.jp/asuka
なし
te_kawachinagano

野菜類、果樹類、花き類

35

農事組合法人かなん

道の駅かなん

0721-903911

http://www.michieki.jp/kana
なし
n/

36

道の駅近つ飛鳥の里・太子

太子町山田２２６５－１

0721-982786

http://www.kkr.mlit.go.jp/roa
d/michi_no_eki/contents/eki/
なし
o02_chikatuasukanosatotais
hi/index.html

37

千早赤阪村農産物直売所

千早赤阪村東阪18-1

0721-72http://www.chihayaakasaka.
1271（営業時間 org/members/chokubaisyo.h なし
tml
内のみ）

主力品目はぶどうで、１
温州みかん、ぶどう（デラ ２～１３種類あり、５月
ウェア、ピオーネ）
～１０月まで販売を行っ
ています。
土・日・祝日 に限り営
業 6：00～14：00(売
ミカン
切れ次第終了)
----------------------

38

ハーベストの丘農産物直売所

大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺20361

072-2969926

http://www.jasakai.or.jp/farm/index.html

なし

軟弱野菜（しゅんぎく、こ
まつな、しろな）、ねぎ、
トマト

39

鉢ヶ峯フラワー農園コスモス
館

堺市南区鉢ヶ峯寺2846

072-2900505

http://www.sakaitcb.or.jp/spot/spot.php?id=1 なし
29

軟弱野菜（しゅんぎく、こ
まつな、しろな）、ねぎ、
トマト

40

道の駅「いずみ山愛の里」

和泉市仏並町３９８－１

0725-923888

http://izumisouthrc.jp/michinoeki/

水稲、野菜
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なし

有機JAS認証農産物
番号

直売所・量販店の名称

開催場所（住所）

連絡先
(電話番号)

大阪エコ農産物
特徴等

ＨＰアドレス

主な取扱品目及び時期

主な取扱品目及び時期

ＪＡ大阪泉州農産物直売所Ｒ
ｉｚｕｍｉｅ「こ～たり～
な」

泉佐野市松風台3-1-1

株式会社サンプラザ26店舗
（パスト５店舗）合計3１店
舗

なかもず店・さつき野店・喜志
店・小山店・太子店・八尾南駅前
店・山中田店・誉田店・埴生店・
古市南店・八尾沼店・島泉店・三
日市駅前店・三宅店・柏原店・羽
曳が丘店・富田林店・河内長野
店・八尾跡部店・はびきの伊賀
店・河南町芸大前店・三国ヶ丘東
店・北野田店・三原台店・光明池
店・美原余部店・パスト金岡店・
パスト白鷺店・パスト狭山店・パ
スト金剛店・パストなかもず店

本社所在地）羽曳
野市誉田3-3-15
072-9563905連絡先）大
http://www.super-sunplaza.com/
阪府堺市美原区真
福寺240 ＴＥＬ
072-3613033（代表）

なるべく生産者様との直
接取引を実施し各店で鮮
ＪＡＳ有機 水菜・ほうれ
度の良い商品を販売する
ほうれん草・小松菜・水
ん草・小松菜・菊菜・ルッ
ように努力しています。
菜・しろ菜・青ネギ・菊
コラ・わさび菜・チンゲン
また計画生産や自社ト
菜・なすび・きゅうり・ト
菜・大葉・ミディトマト・
ラックで各生産者様の所
マト・枝豆・玉ねぎなど
玉ねぎ・ごぼうなど
まで集荷に行くなど流通
季節・収穫状況により異な
季節・収穫情況により異な
コストの削減努力を実施
ります。
ります。
し安心・安全なお野菜を
毎日お買い求めやすい価
格で販売しています。

43

株式会社エムオーエー商事関
西販売 8店舗

グリーンマーケット江坂店、
MOAポワル箕面店、MOA高槻
店、MOA天王寺店、MOA堺
店、MOA八尾店、MOA貝塚
店、MOA京橋店

吹田市江の木町７
－１コンパーノビ
ル
０６－６３
８８－ １５００

たまねぎ（4月～7月）、
精米（周年）、葉菜類（周 じゃがいも（6月～8
年）、根菜類、果物等
月）、ピーマン（6月～8
月）等

44

産直市場よってって
泉佐野店

泉佐野市俵屋345

072-4581147

http://www.yottette.jp/

なし

野菜類（不定期）

45

産直市場よってって
阪南店

阪南市和泉鳥取770-1

072-4701147

http://www.yottette.jp/

なし

野菜類（不定期）

46

産直市場よってって
イオンモール四条畷店

大阪府四条畷市砂四丁目3番2号
イオンモール四条畷内 1047

072-8134147

http://www.yottette.jp/

なし

野菜類（不定期）

41

42

072-4580070

http://www.kotarina.com/

なし

注）それぞれの店舗での販売状況は、各直売所・量販店にお問い合わせください。
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野菜

