
 

 

 
 

直売所からひとこと 

 たべるＪＡんやまなしは多

彩なイベントの開催や食育活

動を実践し、生産者と消費者

を結ぶ架け橋となります。 

1 JA全農やまなし農産物直売所 たべるJAんやまなし 

 

 

 
 

直売所からひとこと 

 美味しく、安心して食べて

いただける甲州地どりを、太

陽の下、土の上で飼育してい

る生産者の直売所です。 

2 甲州地どり市場 

おすすめの3品 1 焼きイモ 2 モモ 3 トウモロコシ 

おすすめの3品 1 甲州地どり正肉 2 甲州地どりスモーク  

        3 有精卵  

 

 

 
 

直売所からひとこと 

 甲府市の美しい四季折々の

新鮮で安全な野菜・果実や農

産加工品、山梨県のお土産な

どを販売しています。 

3 風土記の丘農産物直売所  

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 モモ 3 キウイフルーツ 

 

 

 
 

直売所からひとこと 

 地元農家の採れたて野菜、

果物が並んでいます。韮崎市

の特産品等お土産類も豊富に

取り揃えております。 

5 道の駅 にらさき 銀河の駅にらさき 

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 ジネンジョ  

 

 

 
 

◆南アルプス市 

 小笠原1284-4   

MAP E-3 

☎055-283-7766 ○Ｐ 10 

6～10月 9:30～17:00 

 11～4月 9:30～16:30  

○休月曜日、お盆、年末年始 

直売所からひとこと 

 地産地消をモットーに安心安

全な新鮮野菜、果物、米などの

地域農産物や特産品を販売して

います。 

6 まちの駅「くしがた」 

おすすめの3品 1 サクランボ 2 貴陽(スモモ) 3 ブドウ   

 

 

 
 

◆南アルプス市 

 在家塚587-1  

MAP D-3 

☎055-280-2100 ○Ｐ 50 

5～9月 8:30～16:00 

 10～4月 9:00～17:00  

○休 12/30～1/2  

直売所からひとこと 

 地元の新鮮な果実、野菜が勢

ぞろい。笑顔でお待ちしており

ます。ぜひお立ち寄り下さい。 

7 ＪＡこま野 道の駅 しらね 農産物直売所 

おすすめの3品 1 サクランボ 2 ブドウ 3 モモ   

 

 

 
 

◆南アルプス市徳永410  

MAP D-4 

☎055-285-2088 ○Ｐ 50 

 

6～8月 9:00～18:00 

 9～5月 9:00～17:00  

○休 6～8月 無休 

 9～5月 木曜日 

直売所からひとこと 

 南アルプス市産の旬の厳

選されたフルーツを産地直

送で皆様のお手元にお届け

いたします。 

8 ハッピーパーク（八田朝市会）  

おすすめの3品 1 サクランボ 2 モモ 3 スモモ(貴陽)   

 

◆南アルプス市戸田13-1  

MAP E-3 

☎055-282-3130 ○Ｐ 10 

9:30～17:30 

○休年末年始 

 野菜売り切れの時は終了 

直売所からひとこと 

 地産地消を目標に自社で

も多くの品を作るように心

掛けています。 

9 "てっ"いいじゃん直売所   

おすすめの3品 1 大玉トマト 2 中玉トマト 3 キュウリ   

 

 

 
 

◆北杜市大泉町西井出8240- 

 2305 MAP A-3 

☎0551-38-1705 ○Ｐ 20 

4月中旬～12月 9:00～ 

 17:00、 

 1～4月上旬 10:00～15:00  

○休 4月中旬～12月 火曜日（た  

 だし夏休み期間中は無休） 

 1～4月中旬 月～木曜 

 年末年始 

直売所からひとこと 

 生産者自ら運営にたずさわる、珍

しい直売所です。高原の、まじめに

作った野菜、果物がウリです。 

11 パノラマ市場 

おすすめの3品 1 野菜全般 2 農産加工品 3 果物   

 

 

 
 

◆北杜市小淵沢町1039-6 

MAP B-2 

☎0551-36-6636 ○Ｐ 6 

10:00～17:30  

○休 4～12月 無休 

 1～3月 水曜日 

直売所からひとこと 

 「安全・安心・おいしい」

「地産地消」を基本理念に、

スタッフが厳選した食料品を

お届けしています。 

12 ショップまちこぶ 

おすすめの3品 1 採れたて野菜各種 2 モモ 3 ブドウ   

 

 

 
 

◆北杜市小淵沢町2968-1 

MAP B-2 

☎0551-36-3280 ○Ｐ 138 
 

5～9月 9:00～19:00 

 10～4月 9:00～18:00 

○休 6月 第1木曜日、 

 2月 第2月曜日と火曜日 

直売所からひとこと 

 生産者のこだわりと高冷地

特有の寒暖の差で野菜や果物

がおいしくなります。旬を感

じてください。 

13 道の駅 こぶちさわ 

おすすめの3品 1 トマト 2 トウモロコシ 3 ルバーブ   

 

 

 
 

◆北杜市須玉町小尾8862-1  

MAP A-4 

☎0551-45-0277 ○Ｐ 80 

4/26～11/25 9:00～16:30 

○休 4～11月 水曜日 

 （ただしGW、お盆、10/11  

 は無休） 

 11/26～4/25は休業 

直売所からひとこと 

 増富地域の旬の野菜や、北

杜市の果物など生産者が直接

納品して販売しています。 

14 みずがき山自然公園（増富特産品出荷組合） 

おすすめの3品 1 野菜 2 きのこ 3 ハチミツ   

 

 

 
 

◆北杜市須玉町下津金3058 

MAP B-3 

☎0551-20-7300 ○Ｐ 120 
 

10:00～20:00 

○休 4～11月 水曜日 

 12～3月中旬 

 火曜日、水曜日 

直売所からひとこと 

 この地でまるまる育った安

全な朝採り野菜が毎日入荷し

ます。当店オリジナルの加工

品も充実しています。 

15 おいしい学校 特産品売場  

おすすめの3品 1 リンゴ 2 山菜 3 お米   

 

 

 
 

◆北杜市須玉町若神子2323 

MAP C-3 

☎0551-42-1177 ○Ｐ 30 

9:00～18:00 

○休 11～3月の水曜日 

 年末年始(12/31、1/1) 

直売所からひとこと 

 厳選された新鮮な野菜と

工芸品、地元のお土産を

コーヒーを飲みながら落ち

着いた雰囲気で買い物が楽

しめます。 

16 おいしい市場 

おすすめの3品 1 リンゴ 2 ブドウ 3 お米 

 

◆北杜市白州町白須1308 

MAP B-2 

☎0551-20-4713 ○Ｐ 87 

9:00～18:00 

○休 12～3月 水曜日 

 年末年始 

直売所からひとこと 

 白州の名水で育てたお

米、新鮮野菜を取り揃え

てお待ちしております。 

22 道の駅 はくしゅう 

おすすめの3品 1 お米 2 リンゴ 3 ゴボウ   

 

 

 
 

◆北杜市高根町長沢760  

MAP B-3 

☎0551-20-7224 ○Ｐ 320 

8:30～17:00 

○休 1～2月の火曜日 

直売所からひとこと 

 新鮮な八ヶ岳南麓の水と空

気で育った高原野菜と特産

物。お土産品としても全国発

送を承っております。 

17 道の駅 南きよさと 

おすすめの3品 1 トマト 2 リンゴ 3 トウモロコシ   

 

 

 
 

◆北杜市武川町牧原682-2 

MAP C-3 

☎0551-26-3074 ○Ｐ 30 

 

3～11月 9:00～17:30 

 12～2月 9:00～17:00 

○休 1～2月 火曜日 

 年末年始(12/29～1/3） 

直売所からひとこと 

 幻の米「武川米」を１００％

武川町産で販売するお店です。

手造りの納豆などの加工品も大

人気です。 

24 北杜市武川町農産物直売センター  

おすすめの3品 1 お米 2 ナガイモ 3 納豆   

 

◆北杜市長坂町大八田160  

MAP B-3 

☎なし ○Ｐ 150 

4～10月 9:00～21:00 

 11～12月 10:00～21:00 

○休無休 

直売所からひとこと 

 地場産の野菜と果物を朝一

番で採れたての状態でお届け

します。旬の食を味わって下

さい。 

18 菜がさ果ふれあい出荷組合（オギノ長坂店インショップ） 

おすすめの3品 1 ホウレンソウ 2 レタス 3 ズッキーニ   

 

 

 
 

◆北杜市長坂町中丸1996  

MAP B-2 

☎0551-32-6486（内線で直売 

 所呼出） ○Ｐ 15 

9:00～12:00 

○休水曜日及び6～7月、11～3 

 月は火曜日、年末年始 

直売所からひとこと 

 当直売所は安くて新鮮な野

菜を扱う直売所で、トウモロ

コシは特に美味しいとお客様

が待っていてくれる程です。 

20 清春農産物直売所 

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 お米 3 味噌   

 

 

 
 

◆北杜市長坂町夏秋35-1  

MAP B-3 

☎0551-32-8321  ○Ｐ 30 

9:00～18:00 

○休木曜日 

直売所からひとこと 

 八ヶ岳南麓で生産された新

鮮な野菜や果物を数多く取り

揃えています。また梨北米の

販売もしております。 

21 ＪＡ梨北 農産物直売所 よってけし八ヶ岳店 

おすすめの3品 1 イチゴ 2 トマト 3 チヂミホウレンソウ   

 

 

 
 

◆甲斐市牛句3294  

MAP D-4 

☎055-267-0831 ○Ｐ 50 

8:30～17:00 

○休月曜日（祝日の場合は翌 

 日） 

直売所からひとこと 

 甲州小梅の他各種野菜や梅

ジャム、梅漬け、梅そばかりん

とうなどを販売しています。土

日には軽食も利用できます。 

25 ゆうのう敷島  

おすすめの3品 1 甲州小梅 2 ジャガイモ 

        3 サツマイモ(紅はるか)  

 

 

 
 

◆甲斐市龍地2782-3  

MAP D-4 

☎0551-28-7885 ○Ｐ 26 

9:00～18:00 

○休水曜日 

直売所からひとこと 

 新鮮な野菜と旬の果物を数多

く取り揃えています。大人気の

梨北米は玄米にて販売し、お好

みで精米いたします。 

27 ＪＡ梨北 農産物直売所 よってけし響が丘店 

おすすめの3品 1 梨北米 2 ブドウ 3 トマト   

 

◆中央市浅利1010-1  

MAP E-4 

☎055-269-3424 ○Ｐ 76 

9:00～18:00 

○休第3月曜日（月曜が祝日の 

 場合は翌日）、年末年始 

直売所からひとこと 

 朝採り野菜が自慢の道の駅

とよとみ。特産のトウモロコ

シの焼酎やワインはお土産に

好評です。 

28 道の駅 とよとみ 

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 モモ 3 ブドウ   

 

 

 
 

◆中央市臼井阿原102-1  

MAP E-4 

☎055-274-0831 ○Ｐ 30 

9:00～17:00 

○休年末年始(12/31～1/4） 

直売所からひとこと 

 地元中央市の新鮮野菜を販

売しています。 

29 四季新鮮収穫広場 た・から農産物直売所  

おすすめの3品 1 トマト 2 キュウリ 3 サトイモ   

 

 

 
 

◆中央市大鳥居4571-1  

MAP E-4 

☎055-269-2661 ○Ｐ 5 

6月上旬～8月中旬の 

9:00～15:00 

○休出荷休みの日(火、土曜日) 

 及び不定休、出荷のない時 

 期（9～5月）は休業 

直売所からひとこと 

 地元のトウモロコシ、モモ

を主に販売しています。全国

発送も対応しています。 

31 ＪＡふえふき 豊富支所直売所   

おすすめの2品 1 トウモロコシ 2 モモ   

 

 

 
 

◆中巨摩郡昭和町飯喰960-1  

MAP D-4 

☎055-298-4117 ○Ｐ 50 

9:00～18:00 

○休不定休 

直売所からひとこと 

 安心・安全・新鮮でお手頃

価格の農産物と生産者のこだ

わり食材を、消費者の皆様に

お届けします。 

30 JA中巨摩東部 農産物直売所 いーなとうぶ昭和 

おすすめの3品 1 トマト 2 キュウリ 3 トウモロコシ   

 

 

 
 

◆山梨市北239  

MAP C-5 

☎0553-23-3914 ○Ｐ 50 
 

5～9月 9:00～17:30 

 10～4月 9:00～17:00 

○休 10～4月 第2火曜日、 

 年末年始 

直売所からひとこと 

 山梨のおいしい果実・みずみ

ずしい野菜、豊富な山梨の「恵

み」をお届けします。 

33 ＪＡフルーツ山梨 フルーツ直売所 八幡店 

おすすめの3品 1 野菜 2 ブドウ 3 モモ   

 

 

 
 

◆山梨市牧丘町室伏2120  

MAP C-6 

☎0553-35-4780 ○Ｐ 60 

9:00～17:30 

○休 12～6月 水曜日 

直売所からひとこと 

 牧丘の巨峰をはじめ、地元

特産の果物や野菜などいろい

ろ取り揃えています。ご旅行

のお土産にいかがでしょう。 

34 道の駅 花かげの郷まきおか 

おすすめの3品 1 巨峰 2 モモ 3 干し柿   

 

 

 
 

◆山梨市三富川浦1822-20  

MAP B-6 

☎0553-39-2580 ○Ｐ 85 

9:00～17:30 

 冬季9:00～17:00 

○休火曜日（7月3週～11月2週 

 は無休） 

 12～3月初旬は休業 

直売所からひとこと 

 新鮮な野菜や果物を豊富に

取り揃えています。お近くに

お越しの際は、ぜひお立ち寄

り下さい。 

35 道の駅 みとみ 

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 花豆   

 

 

 
 

◆笛吹市芦川町芦川679-1  

MAP E-5 

☎055-298-2820 ○Ｐ 62 

 

4～11月 平日9:30～17:00 

   土日祭日 9:00～17:00 

 12～3月 10:00～16:00 

○休火曜日、年末年始 

直売所からひとこと 

 高冷地の寒暖差で美味しく

育った農林産物及び伝統的な

田舎料理をもとにした農産加

工食品を提供しています。 

36 芦川農産物直売所（おごっそう家）  

おすすめの3品 1 ホウレンソウ 2 こんにゃく 3 大根干し   

 

 

 
 

◆笛吹市石和町東高橋265  

MAP D-5 

☎055-262-3853 ○Ｐ 15 

5～11月 8:30～17:00 

 12～4月 9:00～16:00 

○休火曜日、お盆、年末年始 

直売所からひとこと 

 果物・野菜とともに、朝ど

りが原則で鮮度良好！旬のも

のを取り扱っておりますので

ぜひ御利用下さい。 

37 ＪＡふえふき 富士見支所 農産物直売所  

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 富有柿   

 

◆笛吹市一宮町金田1268-1  

MAP D-5 

☎0553-47-4566 ○Ｐ 5 

4～10月 9:00～17:00 

○休 4～10月 不定休 

 11～3月は休業 

直売所からひとこと 

 日本一の桃・葡萄の里「Ｊ

Ａふえふきフルーツ直売所」

新鮮でおしいい果物をぜひ御

賞味下さい。 

38 ＪＡふえふき 一宮フルーツ直売所   

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 ワイン   

 

 

 
 

◆笛吹市春日居町桑戸817-1  

MAP D-5 

☎0553-20-2211 ○Ｐ 5 

7～8月 9:00～17:30 

 9～6月 9:30～17:00 

○休 7～8月無休、4～6月と9～ 

 12月第1、3、5火曜日、 

 1～3月 火曜日 

直売所からひとこと 

 売りは「かすがいブランド

の桃」その他サクランボ・ス

モモ・柿など豊富な果実・野

菜を取り揃えております。 

39 かすがい農産物直売所   

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 トマト   

 

 

 
 

◆北杜市白州町横手2129-1  

MAP C-2 

☎0551-35-4445 ○Ｐ 25 

10:00～17:00 

○休火曜日 

直売所からひとこと 

 のびのび元気に育った平

飼いの鶏たちの卵、農薬を

使わずに育てた野菜など安

心安全おいしいを大切にし

ています。 

23 おっぽに亭こっこ  

おすすめの3品 1 平飼い卵 2 有機野菜 3 米麹  

 

 

 
 

◆笛吹市境川町石橋702  

MAP E-5 

☎055-266-7700 ○Ｐ 50 
 

4～10月 9:00～18:00 

 11～3月 9:00～17:00 

○休月曜日（月曜が祝日の場合 

 は翌日）、年末年始 

直売所からひとこと 

 境川の地で栽培された地元

生産物にこだわり、新鮮で安

心・安全な「野菜・果物」を

お客様に提供しています。 

40 さかいがわ農産物直売所   

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 モモ 3 ブドウ   

 

 

 
 

◆笛吹市八代町南4632-1  

MAP D-5 

☎055-265-2121 ○Ｐ 50 

9:00～17:00 

○休火曜日、年末年始 

直売所からひとこと 

 肥沃な土壌で生産される果

樹・野菜はグリーンファーム

八代からお届けします。笛吹

八代スマートＩＣの隣りで

す。 

41 八代町農産物直売所（グリーンファーム八代） 

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 トウモロコシ   

 

 

 
 

◆甲州市塩山上小田原730-1  

MAP C-6 

☎0553-32-4126 ○Ｐ 100 

10:00～20:00 

○休 4～10月 第3火曜日 

 11～3月 火曜日 

 (祝日の場合は翌日） 

 年末年始 

直売所からひとこと 

 大菩薩山麓の温泉施設で

す、ぬるぬるした肌にやさし

い泉質です。地元の野菜や果

物の売店や食堂もあります。 

42 甲州市交流保養センター大菩薩の湯 農産物販売所  

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 ジャム   

 

 

 
 

◆甲州市勝沼町小佐手422-1  

MAP D-6 

☎0553-44-1141 ○Ｐ 20 

 

10:00～17:00（7～11月は 

 9:00～18:00） 

○休 12～6月は水曜日 

 7～11月は無休 

直売所からひとこと 

 除草剤を一切使用せず勝沼

ならではのブドウにこだわっ

た6種類のジャムと12種類の

干しブドウを御賞味下さい。 

43 勝沼にこにこ市場  

おすすめの3品 1 ブドウ 2 モモ 3 ジャム・干しブドウ   

 

 

 
 

◆甲州市勝沼町藤井280-3  

MAP D-6 

☎0553-44-2511 ○Ｐ 20 

5～9月 9:00～18:00 

 10～4月 9:00～17:00 

○休年末年始 

直売所からひとこと 

 山梨の美味しい果実・勝沼

のワインを取りそろえてお待

ちしております。ジャム・コ

ンポートも人気です。 

44 ＪＡフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店 

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 枯露柿 

 

 

 
 

◆甲州市大和町初鹿野2248  

MAP D-6 

☎0553-48-2571 ○Ｐ 60 

9:00～18:00 

○休年末年始 

  

直売所からひとこと 

 道の駅甲斐大和は、地元

産の果実、野菜を中心に、

国道２０号利用者にご愛顧

いただいています。 

45 道の駅 甲斐大和 

おすすめの3品 1 モモ 2 ブドウ 3 カキ 

 

 

 
 

◆西八代郡市川三郷町 

 大塚2608 MAP E-4 

☎055-272-2641 ○Ｐ 150 

7～8月 9:30～18:00 

 9～6月 9:30～17:30 

○休無休 

直売所からひとこと 

 朝採り野菜が豊富にあり、

６月頃はトウモロコシ、冬場

にはチヂミホウレンソウ等、

旬の食材が揃っています。 

46 のっぷい農産物直売所 

おすすめの3品 1 大塚にんじん 2 大塚ゴボウ 

        3 トウモロコシ 

 

 

 
 

◆西八代郡市川三郷町 

 落居2262-1 MAP F-3 

☎0556-20-2525 ○Ｐ 4 

5～10月 9:30～17:30 

  11～4月 10:00～17:00 

○休月火曜日、お盆、年末年始 

直売所からひとこと 

 地域の農産物を主に使い、

地域の活性化の手助けになる

よう手作りの心のこもった商

品を販売しています。 

47 夢ひろば 

おすすめの3品 1 コロッケ 2 寿司 3 豆もち 

 

 

 
 

◆南巨摩郡早川町高住650-1 

MAP G-2 

☎0556-45-2600 ○Ｐ 10 

9:00～17:00(冬季～16:30) 

○休 4～11月末 水曜日 

 12～3月末 日曜日 

直売所からひとこと 

 手造りの自社製品、南ア

ルプスハム、白鳳味噌、山

葡萄ワインを中心に地元特

産品を販売。 

48 南アルプスプラザ 

おすすめの3品 1 ハム類 2 味噌 3 山葡萄ワイン 

 

 

 
 

◆南巨摩郡早川町保1236 

MAP G-2 

☎0556-45-2525 ○Ｐ 10 

9:00～17:00 

○休 12～3月は日曜日、祝日 

 4～11月は無休 

直売所からひとこと 

 併設のハム工房で造った出

来たてのハム類の直売所。地

元農家の新鮮野菜や山菜、特

産品を販売。 

49 南アルプス邑麓の直売所 

おすすめの3品 1 ハム類 2 山葡萄ジュース 3 山菜 

 

 

 
 

◆南巨摩郡早川町湯島1780-7 

MAP E-2 

☎0556-48-2468 ○Ｐ 150 

4/25～11/30 10:00～17:00 

○休不定休 

 12～4月中旬頃は休業 

直売所からひとこと 

 売店では西洋蜂蜜や町の特

産品ポポ（果実）アイスク

リームや温泉玉子が好評。そ

の他お土産品多数出展。 

50 西山自然農園管理組合 

おすすめの3品 1 ポポアイスクリーム 2 温泉玉子 3 味噌 

 

◆南巨摩郡身延町古関4321 

MAP F-4 

☎0556-20-4141 ○Ｐ 71 

5～9月 9:00～18:00 

 10～4月 9:00～17:00 

○休水曜日、年末年始 

直売所からひとこと 

 新鮮で安心・安全をモッ

トーに！生産者と一体となっ

て販売しております。 

51 下部農村文化公園(道の駅しもべ) 

おすすめの3品 1 しいたけ 2 山うど 3 枝豆 

 

 

 
 

◆南巨摩郡南部町 

 福士28507-1 MAP I-3 

☎0556-66-2260 ○Ｐ 44 

平日 8:30～18:00 

 土日祭日 8:00～18:00 

○休 12月31日、1月1日、3月末 

直売所からひとこと 

 緑が溢れる地域の資源を活か

し、四季折々に収穫される農産

物が好評です。ぜひ、道の駅と

みざわへお越し下さい。 

52 道の駅 とみざわ 

おすすめの3品 1 タケノコ 2 お茶 3 野菜 

 

◆南巨摩郡富士川町 

 青柳町1655-3 MAP E-3 

☎0556-48-8700 ○Ｐ 63 

9:00～18:00 

○休定休日なし 

 臨時休業あり 

直売所からひとこと 

 ６月のサクランボを皮切り

に、スモモ、モモ、ブドウ、

柿、柚子と月毎に主役の変わ

る果物売場は要チェック！ 

53 道の駅 富士川 

おすすめの3品 1 ブドウ 2 モモ 3 サクランボ 

 

 

 
 

◆南巨摩郡富士川町 

 小室3296 MAP E-3 

☎0556-22-1503 ○Ｐ 20 
 

9:00～16:00 

○休土日祝日（ただしシーズン 

 及びイベントは除く）、 

 年末年始 

直売所からひとこと 

 地元特産のゆずを使った商

品や農産物を販売するほか、

秋にはゆずうどんの提供も

行っております。 

54 ほずみの郷加工直売所 

おすすめの3品 1 ゆず胡椒 2 ゆずポン酢 3 ゆず味噌 

 

 

 
 

 

 

 
 

◆南巨摩郡富士川町 

 天神中條1110  MAP E-3 

☎0556-22-6816 ○Ｐ 5 
 

平日 9:00～17:00 

 （1～4月は～16:00） 

 土日祝日 9:00～15:00 

○休お盆、年末年始 

直売所からひとこと 

 地元で生産された野菜を販

売しております。８月のトマ

トは販売と同時に売り切れる

人気商品です。 

55 ＪＡふじかわ 増穂直売所 

おすすめの3品 1 桃太郎トマト 2 ゆず 3 あけぼの大豆 

 

 

 
 

◆南巨摩郡富士川町 

 平林2335-1 

MAP E-3 

☎0556-22-0168 ○Ｐ 15 

5～11月の日曜日 

 朝市（9:00～12:00） 

直売所からひとこと 

 標高８００ｍの櫛形山の中

腹にあるみさき耕舎では、５

月～11月の間、新鮮野菜・黒

ニンニクを販売しています。 

56 平林交流の里 みさき耕舎（朝市） 

おすすめの3品 1 トマト 2 お米 3 黒ニンニク 

 

 

 
 

◆都留市大原88  

MAP E-8 

☎0554-43-1110 ○Ｐ 75 

4～12月 9:00～17:30 

 1～3月 9:00～17:00 

○休 12/31～1/4 

直売所からひとこと 

 富士の湧水で育った新鮮な

野菜や豚肉、川魚をはじめ

ジェラート、手づくり惣菜等

の加工品も充実しています。 

58 道の駅 つる 

おすすめの3品 1 富士湧水ポーク 2 水掛菜  

        3 炭野菜ジェラート 

 

 

 
 

◆都留市田原1-2-3  

MAP E-7 

☎0554-20-8166 ○Ｐ 50 

8:30～17:00（季節によっ 

 て変動あり） 

○休年始 

直売所からひとこと 

 地元の採れたて野菜を中心

とし地元産品を原料としたド

レッシング、味噌、惣菜、か

き餅等好評販売中です。 

59 都留市農林産物直売所 

おすすめの3品 1 野菜 2 加工品（ドレッシング、惣菜、    

         味噌、饅頭） 3 ブドウ 

 

 

 

 
 

◆大月市猿橋町猿橋46-3  

MAP E-8 

☎0554-56-8710 ○Ｐ 15 

9:00～17:00 

○休火曜日、 

 年末年始（12/30～1/7） 

直売所からひとこと 

 戸沢の森和みの里内にあ

る直売所は、都留市産の農

産物をはじめ季節の野菜を

販売しております。 

60 戸沢和みの里種徳館 

おすすめの3品 1 春の山菜 2 多品種のイモ類 3 香草 

◆都留市戸沢1126  

MAP E-8 

☎0554-46-0753 ○Ｐ 50 

9:00～17:00 

○休月曜日 

直売所からひとこと 

 古くからの甲州野菜や若者世

代に人気の香草をたくさん揃

え、これを使用した加工品や店

自作の漬物類は自慢です。 

61 猿橋農産物直売所 はねぎ 

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 ハクサイ 3 シャクシナ 

 

 

 
 

◆上野原市棡原2374-1  

MAP D-9 

☎0554-67-2910 ○Ｐ 20 

9:00～17:00 

○休年末年始（12/30～1/2） 

直売所からひとこと 

 直売所には棡原近隣で採れた

新鮮な野菜や山菜が並び、売店

では長寿味噌、こんにゃく、ゆ

ずワインなどがあります。 

64 ふるさと長寿館 

おすすめの3品 1 山菜 2 ジャガイモ 3 葉菜 

 

 

 
 

◆上野原市新田杉島848-7  

MAP E-9 

☎なし ○Ｐ 8 

11:00～17:00 

○休月、火、木、金曜日 

 他不定休 

直売所からひとこと 

 地元の朝採り野菜を中心に

販売しています。季節の野菜

と特産加工品を扱っている直

売所です。 

62 いいじゃん島田販売所 

おすすめの3品 1 長寿こんにゃく 2 長寿みそ  

        3 柚子唐辛子 

 

 

 
 

◆南都留郡忍野村忍草1503  

MAP F-7 

☎0555-84-2026 ○Ｐ 8 

8:30～17:00 

 （夏場は～16:00） 

○休冬季は土日祝日休み 

直売所からひとこと 

 主に夏場を中心とした営業

をしていますが、忍野村で朝

採りされたばかりの新鮮な野

菜を毎日販売しています。 

66 ＪＡクレイン 忍野支所 農産物直売所  

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 ハクサイ 3 キャベツ 

 

 

 
 

◆南都留郡鳴沢村8532-63 

MAP F-5 

☎0555-85-3366 ○Ｐ 260 

9:00～18:00（8月 8:00～ 

 20:00、9月 9:00～19:00） 

○休なし 

直売所からひとこと 

 道の駅なるさわ物産館では

地元なるさわ産、朝採りの新

鮮野菜をお買い得価格でご提

供しております。 

67 ＪＡ鳴沢村 道の駅 なるさわ 物産館  

おすすめの3品 1 キャベツ 2 トウモロコシ  

        3 ブルーベリー 

 

 

 
 

◆南都留郡富士河口湖町 

 大石2585 MAP F-6 

☎0555-72-8772 ○Ｐ 40 

9:00～16:00 

○休 12～3月は月～木曜日 

直売所からひとこと 

 全国でも珍しい地元の観光

協会が運営しています。地元

の野菜を中心に山梨県産の果

物も扱っています。  

68 大石農産物直売所 おおいし屋   

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 モモ 3 ブドウ 

 

 

 
 

◆南都留郡富士河口湖町 

 勝山3758-1 MAP F-6 

☎0555-72-5633 ○Ｐ 90 

9:00～17:00 

○休なし 

直売所からひとこと 

 河口湖の湖畔に一番近い

場所で、広大な芝生広場が

目の前にあり、家族で楽し

める立地にあります。 

69 道の駅 かつやま    

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 キャベツ 3 ダイコン 

 

 

 
 

◆南都留郡富士河口湖町 

 富士ヶ嶺624-2 MAP G-5 

☎なし ○Ｐ 40 

7～11月の金土日8:30～ 

 15:30 

○休 12～6月は休業 

直売所からひとこと 

 富士山の懐高原“富士ヶ

嶺”畜産と野菜の里、大根、

キュウリ、牛乳の旨さは作り

人の心意気。加工品にも活か

しています。 

70 富士ヶ嶺 農林畜産物生産組合直売所 

おすすめの3品 1 ダイコン 2 キュウリ 3 牛乳 

 

 

 
 

◆北都留郡小菅村3445 

MAP C-8 

☎0428-87-0765 ○Ｐ 102 

4～11月 9:00～18:00 

 12～3月 10:00～17:00 

○休なし 

直売所からひとこと 

 山に囲まれ多摩川の源流に

あたる小菅村では、自然や水

のめぐみを活かした多くの特

産品が揃っています。 

71 道の駅 こすげ 物産館 

おすすめの3品 1 わさび 2 こんにゃく 3 ヤマメ 

 

 

 
 

◆北都留郡丹波山村2901 

MAP C-8 

☎0428-88-7070 ○Ｐ 120 

10:00～17:00 

○休木曜日 

直売所からひとこと 

 地元で採れた新鮮な野菜や

お土産品を販売。丹波山のゆ

るキャラ、タバスキーグッズ

が買えるのもここだけです。 

72 道の駅 たばやま 

おすすめの3品 1 マイタケ 2 ワサビ  

        3 丹波鹿ソーセージ 

 

 

 
 

◆北杜市長坂町小荒間292-1  

MAP B-2 

☎0551-32-0058 ○Ｐ 80 

9:00～17:00 

○休 4～11月 無休 

 12～3月 火曜日 

直売所からひとこと 

 標高千メートル付近で育つ

高原野菜は甘さが違う！地域

生産者自慢の新鮮な朝採り野

菜や加工品が豊富に揃う。 

19 三分一湧水館 農産物直売所 

おすすめの3品 1 トマト 2 リンゴ 3 お米   

 

◆北杜市明野町上手11928-1  

MAP C-3 

☎0551-25-5830 ○Ｐ 14 

9:00～17:00 

○休水曜日 

直売所からひとこと 

 日照時間日本一の明野町で

作られた新鮮な野菜をたくさ

ん取り揃えております。 

10 明野サンヒル直売所 

おすすめの3品 1 梨北米 2 ダイコン 3 ナガイモ   

 

 

 
 

直売所からひとこと 

 毎日、生産者が新鮮な野

菜を出 荷しています。ま

た、「梨北米」を店頭精米

にて販売しています。 

4 ＪＡ梨北 農産物直売所 よってけし韮崎店 

おすすめの3品 1 モモ 2 ナガイモ 3 ホウレンソウ  

◆韮崎市中田町中條1031-1  

MAP C-3 

☎0551-30-0182 ○Ｐ 40 

9:00～18:00、 

○休火曜日  

◆韮崎市中田町中條1795  

MAP C-3 

☎0551-25-5021 ○Ｐ 51 
 

9:00～17:30、 

○休月曜日（祝日の場合は翌 

 日）、年末年始（12/31～ 

 1/1）  

 

◆甲斐市篠原2635 

MAP D-4 

☎055-276-2399 ○Ｐ 105 

9:00～18:00 

○休年末年始、不定休 

直売所からひとこと 

 県下でも有名なやはたいも

の産地にある直売所です。他

にも中央市のキュウリやトマ

トなど豊富に揃えています。 

26 JA中巨摩東部 農産物直売所 いーなとうぶ竜王 

おすすめの3品 1 やはたいも 2 キュウリ 3 トマト 

◆甲府市下曽根町1070-3  

MAP E-5 

☎055-266-3858 ○Ｐ 76 

9:00～18:00、 

○休火曜日（祝祭日の場合は翌 

 日）、年末年始 

◆甲府市伊勢2丁目10-2 

MAP D-4 

☎055-222-0032 ○Ｐ 8 

10:00～18:00 

○休日曜日 

◆甲府市青葉町1421-1 

MAP D-4 

☎055-225-1001 ○Ｐ 70 

 

4～12月 9:30～18:00、 

 1～3月 9:30～17:30 

○休水曜日 

 （祝日の場合は営業） 

 

 

 
 

◆上野原市西原6931 

MAP D-8 

☎0554-68-2100 ○Ｐ 28 

10:00～17:00 

○休水曜日、 

 12～3月初旬は休業 

直売所からひとこと 

自然豊かな里山で採れた山菜

や野菜、在来の雑穀。それら

を使った無添加のジャムや味

噌等手造り販売しています。 

65 羽置の里 びりゅう館 

おすすめの3品 1 山菜 2 季節の野菜 3 手造りびん詰め 

 

 

 
 

◆富士吉田市新屋1936-6  

MAP F-6 

☎0555-21-1033 ○Ｐ 119 
 

9:00～19:00 ただし 

 7～9月 8:30～19:00 

  12～3月 9:00～18:00 

○休年中無休 

直売所からひとこと 

 富士五湖周辺地域では一番

のお土産商品の取りそろえ、

地場の野菜はお手頃価格でご

購入いただけます。 

57 道の駅 富士吉田 

おすすめの3品 1 トウモロコシ 2 モモ 3 ブドウ 

 

 

 
 

◆上野原市大野4943  

MAP D-9 

☎0554-66-4665 ○Ｐ 466 

4～11月 9:00～17:30 

 12～3月 10:00～17:00 

○休年末年始 

直売所からひとこと 

 地元の野菜を中心に、安

全・安心な自宅の献立を。中

央道ご利用のお帰りにはぜひ

お立ち寄りを。 

63 談合坂ＳＡ やさい村 

おすすめの1品 1 上野原市産の野菜 


