にいがたを贈ろう！農水産物産地直送支援事業（新潟市産の農水産物送料補助キャンペーン）対象店舗一覧
令和2年12月1日(火)現在
※黄色のセルは新規で追加になった店舗
※グレーのセルはキャンペーンの利用受付を終了した店舗

【直売所など(通販実施店舗含む)】
区

店舗名称

所在地

電話番号

主な取扱品目

北区

産直とよさかげんき村

新潟市北区木崎778-38

025-384-5008

メロン､和梨、洋梨、桃、ぶどう、柿、いちじく、枝豆

北区

平田酒店

新潟市北区松浜7-23-33

025-259-2243

阿賀野川松浜産水産加工品（塩引鮭・鮭の焼き漬け・鮭の燻製・
鮭フレーク、いくらのしょうゆ漬け、味付けつぶ貝）など

北区

わくわくファーム豊栄店

新潟市北区かぶとやま2-3-4

025-388-1231

枝豆、茶豆、桃、ぶどう、柿、すいか、メロン、和梨、洋梨、い
ちじく、ブルーベリー、いちご など

東区

とんとん市場松崎店

新潟市東区新松崎1-6-14

025-274-2229

枝豆、すいか、メロン、桃、ぶどう、梨、ル レクチエ、越後姫

東区

農産物直売所

新潟市東区逢谷内3-519-1

025-275-1117

南浜メロン、桃、ル レクチエ、越後姫、小玉すいか、すいか大
玉、枝豆

新潟市中央区清五郎336

025-384-8487

枝豆、白桃、和梨、ル レクチエ

新潟市中央区東堀前通11-1767

025-223-2905

メロン、新高、柿、茶豆、洋梨、ぶどう

新潟市中央区本町通6番町1121-1

025-211-3320

メロン、桃、ぶどう、枝豆

百笑市場

春夏秋冬

中央区

いくとぴあ食花

キラキラマーケット

中央区

坂井や商店

中央区

手作惣菜と新鮮野菜の店

中央区

ピカリ産直市場お冨さん

新潟市中央区万代島2-3

025-384-4077

メロン､すいか､桃、ぶどう、梨、柿、ル レクチエ、枝豆

中央区

堀川鮮魚

新潟市中央区本町通6-1130

025-225-4121

魚介類及び塩干物などの水産物加工品

中央区

わくわくマルシェ古町店

新潟市中央区古町通七番町995-7

025-201-7799

枝豆、茶豆など

江南区

伊藤ぶどう園

新潟市江南区西野145

025-276-6552

巨峰、シャインマスカット、オリンピア、ロザリオビアンコ、安
芸クイーンなど

江南区

梨の宇野農園

新潟市江南区木津1-15-40

090-1699-0959

日本梨（あきづき、新高、新興など）、西洋梨（ル レクチエ）

江南区

グレープハウス

新潟市江南区木津1-15-1

025-385-4317

日本梨（新高、新興）、西洋梨（ル レクチエ）

江南区

カガヤキ農園

新潟市江南区沢海1-5-8

025-385-2930

いちご、和梨、洋梨、柿など

江南区

仙六農園

新潟市江南区二本木1-6-38

江南区

大地

新潟市江南区茅野山2-1798-1

025-382-1311

桃、ぶどう、メロン、梨、枝豆

江南区

塚原農園

新潟市江南区二本木1-5-18

025-381-4974

梨、ぶどう、りんご、枝豆

江南区

農家持ち寄り市場

新潟市江南区嘉木12

025-280-4303

枝豆、茶豆、肴豆、南浜メロン、桃、小玉すいか、巨峰、八珍
柿、いちじく、ル レクチエ、越後姫

江南区

見田元七商店

新潟市江南区西町3-3-37

025-381-7855

新潟市産鮮魚詰め合わせ、くろさき茶豆

秋葉区

うららこすど

新潟市秋葉区小須戸893-1

0250-38-5430

桃、メロン、梨、ぶどう

秋葉区

酒井商店

新潟市秋葉区朝日121-1

0250-22-7675

白根白桃、新高、新興、ぶどう、八珍柿、おけさ柿、ル レクチ
エ、にいつ茶豆

南区

池田観光果樹園

新潟市南区新飯田2584-15

025-374-2305

ぶどう、梨、ル レクチエ

南区

越後獅子選果場

新潟市南区月潟1142

025-375-2718

桃、日本梨、ル レクチエ

南区

小柳農園

新潟市南区大郷689

025-280-3669
090-1113-1797

日本梨、西洋梨、ル レクチエ

南区

白根大郷梨中村観光果樹園

新潟市南区大郷1736-1

025-362-5706

和梨、ル レクチエ、枝豆、桃

南区

大清商店

新潟市南区戸頭2905-1

025-373-2012

新潟市産鮮魚詰め合わせ、南蛮えび、枝豆

南区

チョコレートカフェ

新潟市南区鷲ノ木新田5733-1 アイリス103

南区

とんとん市場白根店

南区

農産物直売所

南区

かえん

本町営業所

直売所

採彩

025-381-4615
080-3293-0412

和梨、洋梨

025-377-7220
090-5525-3927

ぶどう（巨峰・シャインマスカット・クイーンニーナなど）、梨
（あきづき・新高・新興）、ル レクチエ

新潟市南区能登406-2

025-372-2222

枝豆、すいか、メロン、桃、ぶどう、梨、ル レクチエ、越後姫

新潟市南区大通西954-7

025-379-0001

枝豆、茶豆、肴豆、巨峰、シャインマスカット、白根白桃、八幡
白鳳、川中島、幸水、豊水、新高、新興、ル レクチエ

にいがた村

新潟市南区東笠巻新田3044
新潟市アグリパーク内

025-362-5889

新高、新興、おけさ柿、ル レクチエ、肴豆など

南区

フルーツショップ中村屋

新潟市南区白根魚町4-13

025-372-2326

白根産の果物 白桃、ぶどう、和梨（幸水・あかつき・二十世
紀・豊水・新高・新興）、ル レクチエ、茶豆

南区

フルーツ童夢やまだ農園

新潟市南区清水8791-2

025-375-4708

桃、日本梨、ぶどう、ル レクチエ

南区

フルーツランド

新潟市南区鷲ノ木新田573-1

025-362-5535

ぶどう(約40品種)、桃、梨、キウイフルーツ、ル レクチエなど

南区

まえた

新潟市南区居宿397-7

025-371-0363

黒埼産枝豆

南区

Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園

新潟市南区大郷2460番地子

025-362-5583

ル レクチエ、あきづき、新高、新興、シャインマスカット、ピ
オーネ

新潟にこにこ市場

白根グレープガーデン

※黄色のセルは新規で追加になった店舗
※グレーのセルはキャンペーンの利用受付を終了した店舗

【直売所など(通販実施店舗含む)】
区

店舗名称

西区

茶豆の里直売所

西区

ファーマーズ･マーケット

西区
西区

所在地

電話番号

主な取扱品目

新潟市西区木場1591

025-377-2727

茶豆

新潟市西区亀貝3066

025-211-1831

すいか、桃、梨、ぶどう、ル レクチエ、枝豆など

やまざき商店

新潟市西区小新2150

025-233-1003

枝豆、日本梨、洋梨、柿

わくわくファームふるさと村店

新潟市西区山田2307バザール館内

025-378-1643

枝豆、茶豆、桃、ぶどう、柿、すいか、メロン、和梨、洋梨、い
ちじく、ブルーベリー、いちご など

西蒲区

越王の里直売所

新潟市西蒲区竹野町2435-1

0256-72-2332

茶豆、いちじく、おけさ柿、ル レクチエ

西蒲区

越乃又蔵ぶどう園

新潟市西蒲区小吉1757

025-375-5777

ぶどう、ル レクチエ

西蒲区

そら野テラス

新潟市西蒲区下山1320-1

0256-88-4411

すいか、桃、ぶどう、枝豆

いっぺこ〜と

【通販のみ】
店舗名称

URL

電話番号

主な取扱品目

笹勇印刷株式会社「にいがた地場もんマーケット」

https://www.rakuten.co.jp/jibamon/

025-373-2191

幸水、豊水、二十世紀、あきづき、新高、新興、ル レクチエ、
シャインマスカット、巨峰

JAタウン「ハロー!!JA全農にいがた」

https://www.ja-town.com/shop/c/c3901/

025-232-1587

シャインマスカット、おけさ柿、ル レクチエ、くろさき茶豆

タカツカ農園

http://takatsuka-farm.shop-pro.jp/

0250-22-0775

はっちん柿、ごまはっちん柿、はっちん柿・ごまはっちん柿セッ
ト など

株式会社瀧澤「滝沢米穀店」(Yahoo!ショッピング)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/takiz
awakomeya/

025-387-3501

新潟枝豆・新潟茶豆

株式会社瀧澤「滝沢米穀店」(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/takizawa/

025-387-3502

新潟枝豆・新潟茶豆

株式会社ニイガタ025「ニイガタ025」(Yahoo!ショッピング)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/niiga
ta025/

025-247-6820

和梨、ル レクチエ

株式会社ニイガタ025「ニイガタ025」(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/niigata025/

025-247-6820

和梨、ル レクチエ

新潟中央水産市場株式会社

https://www.sakana-bandai.com/

025-256-8555

新潟港 生南蛮えび

株式会社フレッシュライン新潟

http://www.fln.co.jp/

025-285-3915

梨（豊水・南水・新高）など

野沢果樹園

http://www.nozawa-kj.net/

025-375-4095

スモモ、りんご、ル レクチエ

株式会社新潟中央パッケージセンター
「愛菜園倶楽部」

https://www.aisaien.co.jp/

025-256-5155

アールスメロン、日本梨各種、桃、ぶどう、おけさ柿、ル レク
チエ、茶豆、越の雫など

新潟産コシヒカリ専門店

https://www.nourin.co.jp/

025-286-4000

くろさき茶豆

万代島鮮魚センター

北越農林(HP)

新潟発こだわり専門店

北越農林(47CLUB)

https://www.47club.jp/20M-000030hke/

025-286-4000

くろさき茶豆

新潟発こだわり専門店

北越農林(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/okomestore

025-286-4000

くろさき茶豆

株式会社ピースプラン「新潟朱鷺メキ市場」

https://niigatatokimeki.net/

025-250-7912

ル レクチエ、茶豆

丸七商事株式会社「こめや丸七」(本店)

https://www.oec-hoko.com/

025-275-7733

ル レクチエ、茶豆

丸七商事株式会社「こめや丸七」(Yahoo!ショッピング)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/oechoko/

025-275-7733

ル レクチエ、茶豆

