
伊賀の「旬」カレンダー
※天候等で若干時期がずれる場合があります。
※青空市・農産物直売所によっては、取り扱っていないものもありますので、事前にお問い
合わせください。

伊賀の国
青空ネット伊賀
農産物直売所一覧

●■営毎週土曜日 9：00～13：00
●■場伊賀市玉滝川上
●■実主川上老人会

❶たまたま市

❷道の駅あやま 青空市

●■営毎月 2.6.11.16.21.26日  冬14時～日没・夏は日の出～11時頃・
　収穫体験(毎年4月後半～)事前予約
●■場名阪上柘植IC下車、伊賀コリドールを最初の陸橋に向かい霊山寺方向
　へ看板あり(GoogleMap) 三重県伊賀市柘植町字七水口10609
●■実主有限会社Ｌｉｎｋｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ  
　http://www.instagram.com/linksforest5/

❸リンクスフォレスト

●■営毎日 9：00～17：00（火曜日定休、祝日の場合は営業）
●■場伊賀市上阿波2953　伊賀の国大山田温泉さるびの「椚屋」
●■実主大山田生産販売組合　　　TEL.0595-48-0220（椚屋直通）

●■営3月～10月 9:00～18:00
　11月～2月 9:00～17:00（水曜日定休）祝祭日の場合は営業
●■場伊賀市川合3370-29  道の駅あやま内
●■実主青空あやま市　阿山物産振興協同組合  TEL.0595-43-9955

❹伊賀の国　大山田温泉さるびの　椚屋

❻JAいがふるさと とれたて市ひぞっこ

●■営毎日 9：00～17:00（火曜日定休、祝祭日の場合は営業）
　冬期（11月～2月）9:00～16:30
●■場伊賀市島ヶ原 島ヶ原温泉やぶっちゃの湯内
●■実主しまがはら郷づくり公社  TEL.0595-59-3223

❺やぶっちゃ野良じまん

●■営毎日 9：00～18：00（第２・第４水曜日は定休日）
●■場伊賀市平野西町1-1
●■実主ＪＡいがふるさと  TEL.0595-21-0831

❽ひじき笑みの市【白鳳プラザ】

❾ひじき笑みの市【比自岐】

●■営毎週土曜日・日曜日 9：00～15：00
●■場伊賀市才良65 国道４２２号沿い
●■実主農事組合法人あぐりぴあ伊賀  TEL.090-7038-7872（店長）
　http://aguripia-iga.ddo.jp/xoops/

❼ちょっくら市場

■営毎週土曜日・日曜日 9：00～12：00
■場伊賀市蔵縄手
■実主

10野菜・果物・花市場  うにの丘

■営毎日 9：00～21：00（年始休み）
■場伊賀市阿保464  （株）Aコープ近畿Ａコープ青山店内
■実主ＪＡいがふるさとＡコープうちらの店
　TEL.0595-52-1125

11うちらの店

■営毎週土曜日・日曜日 9：30～17：00
■場伊賀市伊勢路1610-1（Ｒ165沿い）、駐車場完備（60台）、
　ふれあい芝生広場有（１,２００㎡）
■実主地縁法人「上津の郷」  TEL.0595-52-2802（営業日のみ）

12こうづの郷  ふれあい市場

●■営店　舗：毎日 10：00～18：00（毎週日曜日定休）
　里の市：毎週水曜日・第２土曜日 11:00～14:00
●■場名張市上小波田1810-6
●■実主土の香市場  TEL.0595-67-0155

13土の香市場 ハラペコあおむし

●■営毎週火曜日・金曜日 10：00～12：00
●■場名張市桔梗が丘1番町4-97（桔梗が丘商店街内）
●■実主おひさま市場
　TEL.080-6918-1663

14おひさま市場

●■営毎月第１・３日曜日 9：00～10：00
●■場名張市蔵持町里2928  名張市武道交流館いきいき
●■実主（社）名張市シルバー人材センター
　TEL.0595-63-6800　FAX.0595-64-5668

15シルバーふれあい市

●■営毎日 ９:００～１８:００（年末年始休み）
●■場名張市希央台２番町７７番地1  「癒しの里  名張の湯」併設
●■実主とれたて名張交流館運営協議会  TEL.0595-62-1755

16とれたて名張交流館

●■営毎週火曜日 8：00～11：00
●■場名張市丸之内73  会津屋倉庫（堀内薬局隣）
●■実主名張緑のふれあい

17ふれあい青空市

●■営毎日 8：00～15：00（毎週水曜日定休） 
●■場名張市夏見97  ＪＡいがふるさと名張西支店西隣
●■実主ＪＡいがふるさとファーマーズマーケット ほのぼの市場
　TEL・FAX.0595-63-9292

18JAいがふるさとファーマーズ マーケット ほのぼの市場

19げんごろう

●■営毎月第２・第４日曜日 8：30～9：30
●■場名張市つつじが丘市民センター
●■実主ながき村おこしグループ
　TEL.0595-69-1103

20ながき村おこし市

●■営毎週火曜日 9：30～12：30
●■場名張市夏見1058番地 グ・ランチョ隣
●■実主NPO法人 伊賀有機農産供給センター  
　

21朝一野菜ゆうきげんきや
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令和４年２月

青空ネット伊賀（青空市推進協議会）
三重県伊賀農林事務所伊賀地域農業改良普及センター発行・編集

〒518-8533  三重県伊賀市四十九町2802
TEL 0595–24–8115　FAX 0595–24–8146
http://www.pref.mie.lg.jp/GNORIN/HP/10118007557.htm

私たちの青空市・農産物直売所には
手間を惜しまずに育てられた
新鮮な野菜と果物、
心をこめて作られた自慢の加工品が
並んでいます
旬の味や土の香りとともに農家の想いが
あふれています

安全・安心な食生活と
心豊かな暮らしを求める
消費者のみなさんのお気持ちを受け止め、
よりよい青空市・農産物直売所に
していきたいと私たちは
考えています

ぜひ
私たちの
青空市・農産物直売所に
お越しください。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12品　　目 時　　期 （月）

●■営毎週火曜日・金曜日 9：30～12：30
●■場伊賀市上野東町  白鳳プラザ
●■実主上野専門店会
　連絡先：企業組合旬菜工房笑み TEL.090-5113-3934　　　　　　　　

■営毎月第１土曜日 9：30～11：00
■場比自岐コミュニティーセンター　　　
■実主企業組合旬菜工房笑み
　TEL.090-5113-3934　　　　　　

●■営毎日 11：00～18：00（毎週日曜日・月曜日定休）
●■場名張市つつじが丘北３番町１-３
●■実主げんごろう（ＮＰＯげんごろうアンテナショップ）
　TEL・FAX.0595-42-8859



四十九

青山ガーデンリゾート
ホテルローザブランカ
『朝妻の湯』

伊賀市  ミュージアム
青山讃頌春

伊賀市農業公園

ヒルホテルサンピア伊賀 天然温泉『芭蕉の湯』ヒルホテルサンピア伊賀 天然温泉『芭蕉の湯』

県伊賀庁舎県伊賀庁舎
伊賀市役所伊賀市役所

青蓮寺湖観光村

青蓮寺レークホテル

癒しの里
名張の湯

対泉閣『隠れの湯』

赤目山水園『山の湯』

香落渓温泉
メナード青山リゾート
『雅の湯』『香楽の湯』

ハイトピア伊賀

国
道
25
号

伊賀上野城
伊賀伝統伝承館
伊賀くみひも 組紐の里

上野天神宮

旧崇広堂

芭蕉翁
生家

伊賀の青空市・直売所へおいでなしてだあこ
❶たまたま市

粘土質土壌で栽培した野菜・加
工品を数多く直売。 

❻JAいがふるさと とれたて市ひぞっこ

12こうづの郷 ふれあい市場

農家さんが心をこめて栽培し
たこだわりの品々がそろってい
ます。つきたての手づくりよも
ぎ餅は最高です。お餅、お米な
どの配送もご利用ください。

道の駅あやまには、とれたての
新鮮な野菜やおいしいお米の
ほか、伊賀の特産品がそろって
います。

花苗・野菜苗・苗木・果樹・大樹・
仏花・山菜・柑橘・野菜・収穫体
験・農業用電気機器等　各種カ
ード決済可能・会員ポイントサ
ービス

地域最大の売り場に新鮮な農
産物や伊賀の名産品を多数そ
ろえ、地元野菜をたっぷり使用
したお惣菜も販売しています。

ひじきの里で丹精こめて作られ
た安全・安心な野菜と農産物加
工品、答志町のとれたて海産物
が並ぶ笑みの市は、物産交流
の広場です。

上野専門店会が開催する青空
市に出展しています。手づくり
の防除素材を使い、心をこめて
栽培している安心・安全な野菜
をお届けします。ぜひどうぞ。

緑と水に恵まれた新鮮野菜が
そろっているよ！　
専業農家が会員で安定した目
玉商品が毎日あります。

新鮮野菜、米、卵、しいたけ、果物、
他各種加工品販売。テナント６店入
居。個性あふれる商品販売。芝生広
場でごゆっくりおくつろぎください。

16とれたて名張交流館

元気な畑のレディース「緑のふ
れあいグループ」がつくった「野
菜おまかせセット」の宅配もあ
ります。

元気な老人（？）が元気な野菜
を作って販売している元気市
です。

17ふれあい青空市

新鮮で安全・安心な地元野菜の
直売所　米・花・加工品（お餅、
よもぎ餅、味噌）もあります

18JAいがふるさとファーマーズ
　マーケット ほのぼの市場

命を支える農・食・医～連携の強化を
目指して～　栽培期間中農薬や化
学肥料を使わない野菜。添加物を使
用しない健康食品。プチ料理教室他
多彩なイベントも開催しています。

19げんごろう

私たちの合い言葉は「孫に食べ
させる野菜と加工品をより多く
の方に」です。安全安心の野菜と
お赤飯とお餅も人気です。

20ながき村おこし市

伊賀有機農産です！　
自然豊かな伊賀の畑から、いのち
の輪の中で化学肥料や農薬を使
わずに育つ新鮮野菜、米、卵など
をお届けします。

21朝一野菜ゆうきげんきや

多種多彩の野菜が集まる生産
者運営の直売所。地元野菜か
ら作る加工品と伊勢から来る
新鮮魚介移動販売も人気。

14おひさま市場 15シルバーふれあい市

11うちらの店

❽ひじき笑みの市【白鳳プラザ】 ❾ひじき笑みの市【比自岐】

❺やぶっちゃ野良じまん

❸リンクスフォレスト❷道の駅あやま 青空市
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❼ちょっくら市場

安心・安全・新鮮野菜をワンコインを基
本に販売。化学肥料・農薬を50％以下
に低減したこだわりのお米の販売、その
他の販売品もち米・花木・農産加工品・
婦人衣料・季節のくだもの・趣味の品等。

C-4

10野菜・果物・花市場 うにの丘

新鮮で安全・安心！！
売り手よし、買い手よし、世間
よしがモットーです！
いっぺんきてみてだ～こ！

B-4

D-4

B-5 B-5 B-5 B-6

❹伊賀の国 大山田温泉さるびの 椚屋

野菜・きのこ・山野草などが豊
富です。人気温泉内の施設と
いう立地条件の良さもPRポイ
ントです。山里の四季おりおり
の産品をみつけてね！
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上野市駅周辺拡大図
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農薬や化学肥料を使わない野菜と
安心できる加工品や乾物、卵などを
揃えています。毎週水曜日と第2土
曜日は、店の前の広場でマルシェ
「ハラぺコ里の市」を開催しています。

13土の香市場 ハラペコあおむし

B-5

地場物産と人々が集まる「まちの
駅」。新鮮で安全・安心な米、野菜、
特産加工品や名張銘菓、福祉施設
商品などを通して、うるおいある
生活と健康づくりを応援します。


