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1 ○ ＪＡファーマーズマーケットとさのさと 株式会社とさのさと 高知市北御座10-46 1,540.0 

2 ○ よさこいふるさと市場 株式会社慶尚グローバルパワー 高知市南久保1-27 167.0 

3 ○ 高知市農協旭支所直売部 旭店 高知市農協旭支所直売部 高知市旭駅前町3 26.9 

4 ○ 高知市農協旭支所直売部 横内店 高知市農協旭支所直売部 高知市横内90 118.4 

5 ○ 鏡むらの店 万々店 鏡村直販店組合 高知市中万々95-16 127.0 

6 ○ 鏡むらの店 リオ店 鏡村直販店組合 高知市鏡大利1 18.0 

7 ○ あかいし組合 あかいし組合 高知市朝倉戊785 45.0 

8 ○ ＪＡ高知市女性部鴨田支部 鴨田ふれあい朝市 ＪＡ高知市女性部鴨田支部 高知市鴨部1128-6 未提出

9 ○ ＪＡ高知市農産物直売 横浜店 ＪＡ高知市農産物直売 横浜店 生産者の会 高知市横浜新町4丁目2314 27.2 

10 ○ 春の里 高知県農業協同組合 高知市春野町西分512-2 220.0 

11 ○ ＢＡＬ土佐山 一般財団法人夢産地とさやま開発公社 高知市土佐山139-3 8.2 

12 ○ 土佐山農産物工石山直売所 一般財団法人夢産地とさやま開発公社 高知市土佐山高川1898-35 1.1 

13 ○ 中川直売所　とんとんのお店 有限会社中川開発 高知市土佐山東川661 17.0 

14 ○ フードステーション　真心ふぁーむ　らぶ ＪＡ高知市女性部 高知市高須東町4-8 92.0 

15 ○ けらけらマルシェ ＪＡ高知市介良支所直販店組合 高知市介良乙1669－1 未提出

16 ○ 室戸市 キラメッセ室戸 楽市・鯨の郷 協同キラメッセ室戸有限会社 室戸市吉良川町丙890-11 350.0 

17 弥っ太郎市 弥太郎組合 安芸市本町3丁目5-2 17.3 

18 ○ 一般社団法人安芸市観光協会 安芸駅ぢばさん市場 一般社団法人安芸市観光協会 安芸市矢ノ丸4丁目2-30 500.0 

19 ○ 廓中ふるさと館 安芸市土居郷土料理研究会 安芸市土居1017‐1 1.0 

20 ○ 直売所 どんぐり 直売所 どんぐり 安芸市土居1579-1 4.1 

21 株式会社安芸水産直販所 株式会社安芸水産 安芸市西浜3411-46 9.3 

22 ○ 道の駅大山 道の駅大山 安芸市下山字黒ハエ1400 17.0 

23 ○ あけぼの街道 なの市 株式会社なの工房 南国市下末松126-1 97.0 

24 ○ 産直の店 さん花園 有限会社さん花園 南国市三畠586-2 16.0 

25 ○ ＪＡ高知県 かざぐるま市 ＪＡ高知県｢かざぐるま市｣運営協議会 南国市上野田320-1 206.0 

26 ○ ＪＡ高知県 風の市 ＪＡ高知県「風の市」運営協議会 南国市左右山102-1 道の駅南国内 101.0 

27 ○ ＪＡ高知県十市直販所ごとおち市 高知県農業協同組合 南国市緑ヶ丘1丁目1107 25.0 

28 ○ ＪＡとさし波介農産物直販所 波介直販部会 土佐市蓮池901-2 0.0 

29 蓮池農産物直売組合（土佐の市 蓮池） 土佐市蓮池生産者有資組合 土佐市蓮池948-1 0.0 

30 ○ 北原ふるさと市 ＪＡ高知県女性部土佐市地区北原支部 土佐市北地646 50.0 

31 ○ 土佐市農協戸波支所朝市部（戸波朝市） 高知県農協戸波支所 土佐市家俊大石1037 未提出

32 ○ 土佐市高石直販市 高石直販所生産者団体 土佐市塚地田所116-1 3.0 

33 ○ まいにちにこっとマルシェ 株式会社クオリティーオブローカルライフ土佐 土佐市高岡町甲2116-3　ドラゴン広場内 47.0 

34 ○ 新居地区観光交流施設 南風 ＮＰＯ法人 新居を元気にする会 土佐市新居38-34 38.0 

35 ○ 地のもん市場ハレタ レストパーク 高知食糧株式会社 土佐市高岡町乙3308-1 47.0 

36 ○ 土佐くろしお村　村営とさっ子広場　かわうそ店 土佐くろしお農業協同組合 須崎市下分甲263-3 71.0 

37 ○ 土佐魚菜市場 株式会社けんかま 須崎市下分乙805-1 39.0 

38 ○ ウッドショップ森林（みどり） 須崎地区森林組合 須崎市安和925 20.0 

39 ○ 上分あさぎり市 上分朝霧市 須崎市上分甲307-2 21.0 

40 楠木鮮魚一 双子大敷組合 須崎市大谷235-52 27.0 

41 ○ 土佐くろしお村　村営とさっ子広場 土佐くろしお農業協同組合 須崎市大間本町14-26 337.0 

42 就労支援事業所 ひだまり 就労支援事業所 宿毛市駅東町4-801 3.1 

43 ○ ＪＡグリーンはた宿毛店「産直ぴかいち」 高知県農業協同組合 宿毛市南沖須賀1-1 163.0 

44 ○ 宿毛ふれあい市 株式会社岡村鶏卵 宿毛市貝塚3835 201.0 

45 ○ 業務スーパー あるね屋 宿毛店 株式会社田村商事 宿毛市押ノ川51-1 141.0 

46 ○ 農林水産物直売所「しゃえん・ぶえん」市場 農林水産物直売所「しゃえん・ぶえん」市場 宿毛市小筑紫町湊173-2 2.5 

47 ○ つくし市場 つくし市場 宿毛市小筑紫町小筑紫103 3.0 

48 ○ 山奈ふれあい市 山奈ふれあい市 宿毛市平田町戸内2088-2 10.0 

49 ○ ふれあいマーケット山奈 株式会社岡村鶏卵 宿毛市山奈町山田1309-1 0.0 

50 ○ なるちゃんの店 有限会社成田果樹園 宿毛市坂ノ下1024-1 10.0 

51 大漁屋 福岡水産 土佐清水市窪津476 0.0 

52 ○ 下川口家直販所 集楽活動センター 下川口家 土佐清水市下川口998－1 8.0 

53 ○ えぶりでいキッチン しみずみらい合同会社 土佐清水市中央町1-15 80.0 

54 ○ 加久見ふれあい市 株式会社岡村鶏卵 土佐清水市加久見入沢町7-7 75.0 

55 ○ 道の駅めじかの里土佐清水 土佐食株式会社 土佐清水市三崎671-6 33.0 

56 ○ 新鮮市場 あるね屋 古津賀店 株式会社T's Mart 四万十市古津賀1-64 145.0 

57 ○ ＪＡグリーンはた ふれあいの店 中村店 高知県農業協同組合 四万十市右山五月町7-40 240.0 

58 ○ 物産館 サンリバー四万十 株式会社T's Mart 四万十市右山383-7 420.0 

59 ○ 新鮮市場 あるね屋 具同店 株式会社T's Mart 四万十市具同5356-1 135.0 

60 ○ 農園マルシェ やまみずき 合同会社マル・シェリア 四万十市具同7475―3 1.2 

61 東富山の店 ― 四万十市中村天神橋26 1.2 

62 ○ ＪＡ高知県 ふれあいの店 具同店 高知県農業協同組合 四万十市渡川3丁目1-29 40.0 

63 ○ 地場産品直販所 彩市場 有限会社秦建設 四万十市竹島35-4 120.0 

64 ○ 四万十の里 やまち 四万十の里やまち組合 四万十市山路2494-1 3.0 

65 ○ フレッシュ後川直販所 後川直販所組合 四万十市岩田1-1 10.0 

66 ○ かわらっこ市 株式会社かわらっこ 四万十市田出ノ川24 2.0 

67 ○ 岩間四万十茶屋 岩間四万十茶屋運営委員会 四万十市西土佐岩間枝近33 1.0 

68 ○ 蕨岡良心市 蕨岡良心市組合 四万十市蕨岡甲1 7.0 

69 ふるさと市場 ― 四万十市具同422-1 32.0 

70 ○ いちじょこさん市場 まちづくり四万十株式会社 四万十市中村一条通2-48 40.0 

71 ○ 道の駅よって西土佐「水々しい市場」 株式会社西土佐ふるさと市 四万十市西土佐江川崎2410-3 138.0 

72 西土佐鮎市場 四万十川西部漁業協同組合 四万十市西土佐江川崎2410-3 道の駅よって西土佐内 13.0 
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73 ○ 地場産品直販所 あぐりのさと 西川地区活性化推進協議会 香南市香我美町口西川271-1 25.0 

74 ○ 農産物直販所 やすらぎ市 協同組合やすらぎ市 香南市夜須町千切537-90 255.0 

75 くろしおの市 くろしおの市（株式会社高知黒潮農園） 香南市野市町東野1630 0.0 

76 ○ ＪＡ高知県女性部土佐香美地区野市支部直売部｢ふれあいの市｣ ＪＡ高知県女性部土佐香美地区野市支部 香南市野市町西野2056-2のいち駅内 26.0 

77 ○ 香北町良心市利用組合 香北町良心市利用組合 香美市香北町美良布1293 39.0 

78 ○ 韮生の里 美良布直販店 協同組合韮生の里 香美市香北町美良布1211 168.0 

79 奥物部ふるさと市 ― 香美市物部町大栃872-2 13.0 

80 ○ 東洋町 海の駅東洋町 東洋町 安芸郡東洋町大字白浜88-1 168.0 

81 物産館いちじく 一般社団法人なはりの郷 安芸郡奈半利町乙1305-6 22.0 

82 ○ ＪＡ高知県安芸地区中芸営農センター あいあい広場 高知県農業協同組合 安芸郡奈半利町乙1810 35.0 

83 ○ 田野町 道の駅田野駅屋 たのえきーや たの未来プロジェクト(株) 安芸郡田野町1431-1 240.0 

84 ○ 土佐の元気市 輝るぽーと安田 みきグループ 安芸郡安田町大字安田1761-6 116.4 

85 ○ 味工房じねん なかやま山菜工房 安芸郡安田町大字正弘566 34.5 

86 ○ 馬路村 ゆずの森 有限会社ゆずの森 安芸郡馬路村大字馬路3888-1 30.0 

87 ○ 芸西村 琴ヶ浜かっぱ市 有限会社かっぱ市 安芸郡芸西村和食甲452-1 140.0 

88 ○ 本山町 本山さくら市 本山さくら市運営委員会 長岡郡本山町本山582-2 117.0 

89 大豊町 道の駅大杉 西日本高速道路エンジニアリング四国（株） 長岡郡大豊町杉743-1 3.3 

90 ○ 土佐町 道の駅土佐さめうら 特定非営利活動法人土佐さめうら観光協会 土佐郡土佐町田井448-2 52.0 

91 ○ 大川村 集落活動センター結いの里 大川村集落活動センター結いの里運営協議会 土佐郡大川村船戸239 6.0 

92 ○ 紙博直販所 たんぽぽの会 吾川郡いの町幸町110-1 12.6 

93 ○ ＪＡ高知県伊野直販所 ＪＡ高知県伊野支所営農経済課 吾川郡いの町駅前町221 30.0 

94 ○ レストパークいの 高知食糧株式会社 吾川郡いの町418 60.0 

95 ○ 工芸村特産センター ＪＡ高知県伊野支所営農経済課 吾川郡いの町鹿敷1226 27.0 

96 ○ 水辺の駅 あいの里 仁淀川 ＪＡ高知県伊野支所営農経済課 吾川郡いの町柳瀬本村551 8.0 

97 ○ ふれあいの里柳野 明るい柳野をつくる会 吾川郡いの町小川柳野2482 未提出

98 ○ 道の駅６３３美(むささび)の里 物産館 有限会社むささびの里 吾川郡いの町上八川甲1160-2 92.0 

99 いの町本川直販所 本川地域地場産品推進協議会 吾川郡いの町桑瀬225-4 5.4 

100 ○ 伊野町農産物直販所 伊野町農産物直販所部会 高知市朝倉東町50-34 50.0 

101 ○ 池川４３９交流館 池川４３９ＬＯＶＥ 吾川郡仁淀川町北浦450-4 26.0 

102 茶農家の店 あすなろ 株式会社ビバ沢渡 吾川郡仁淀川町鷲ノ巣224-6 5.0 

103 ○ マルシェなかとさ 株式会社ＳＥＡプロジェクト 高岡郡中土佐町久礼8645-2 96.0 

104 ○ 風工房 株式会社風工房 高岡郡中土佐町久礼8645-2 未提出

105 ○ ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 佐川店 ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 高岡郡佐川町甲1751-1 75.0 

106 ○ ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 愛宕店 ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 高知市愛宕町1丁目11-21 35.0 

107 ○ ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 城見店 ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 高知市城見町3-27 30.0 

108 ○ ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 六泉寺店 ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 高知市六泉寺町6-22 23.0 

109 ○ ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 瀬戸店 ＪＡ高知県佐川支所はちきんの店 高知市瀬戸1丁目4-21 26.0 

110 ○ 農家直販店 ふるーつ村 農家直販店ふるーつ村組合 高岡郡佐川町乙2752-1 12.0 

111 ○ ＪＡ高知県斗賀野支所 ふる里良心市 ＪＡ高知県斗賀野支所ふる里良心市部会 高岡郡佐川町中組69 7.1 

112 ○ 越知産市 おち駅物販経営協議会 高岡郡越知町越知甲1736-7 117.0 

113 スノーピークかわの駅おち 株式会社スノーピーク 高岡郡越知町越知丙625-4 8.0 

114 まちの駅 ゆすはら 梼原町商工振興協同組合 高岡郡梼原町梼原1196-1 25.0 

115 ○ 雲の上の市場 梼原町商工振興協同組合 高岡郡梼原町太郎川3799 8.0 

116 ○ 永野いやしの里 永野部落いやしの里運営委員会 高岡郡梼原町永野2057 1.3 

117 ○ あいの里 まつばら 株式会社まつばら 高岡郡梼原町松原400-1 8.0 

118 ○ しまがわ市場 集落活動センター四万川（株式会社四万川） 高岡郡梼原町六丁116-1 2.0 

119 ○ サングリーンふれあい市 ＪＡ高知県仁淀川地区日高支所営農経済課 高岡郡日高村本郷512 157.0 

120 ○ 村の駅ひだか さんさん市 株式会社村の駅ひだか 高岡郡日高村本郷1478-9 212.0 

121 ○ 風車の駅 有限会社津野町ふるさとセンター 高岡郡津野町永野553 10.0 

122 ○ 道の駅 布施ヶ坂 有限会社津野町ふるさとセンター 高岡郡津野町船戸654-1 40.0 

123 ○ ＪＡ高知県津野山直販所 山の駅 ＪＡ高知県津野山営農経済センター 高岡郡津野町北川2281-4 2.0 

124 満天の星高知アンテナショップ 株式会社満天の星 高知市南川添24-15 43.0 

125 ○ 風車のまちの台所 十津店 有限会社津野町ふるさとセンター 高知市十津2-3-12 29.0 

126 ○ 風車のまちの台所 瀬戸店 有限会社津野町ふるさとセンター 高知市瀬戸東町3-87 5.0 

127 ○ ＪＡ高知県みどり市 高知県農業協同組合 高岡郡四万十町榊山町5-2 271.0 

128 ○ 観光物産センターゆういんぐ四万十 ファーマーズマーケット 株式会社しまんと 高岡郡四万十町東大奈路514-14 39.0 

129 ○ 道の駅あぐり窪川 フリーマーケット・特産品コーナー 株式会社あぐり窪川 高岡郡四万十町平串284-1 66.0 

130 四万十川上流淡水漁業協同組合 四万十川上流淡水漁業協同組合 高岡郡四万十町榊山町7-12 10.0 

131 ○ 道の駅四万十大正 であいの里 高知県農業協同組合大正支所女性部 高岡郡四万十町大正17-1 30.0 

132 三島直販所 ― 高岡郡四万十町昭和1073-34 0.0 

133 二双茶屋 ― 高岡郡四万十町浦越258-1 1.0 

134 ○ 道の駅四万十とおわ 株式会社四万十とおわ 高岡郡四万十町十和川口62-9 70.0 

135 ○ 十和の台所 株式会社十和おかみさん市 高岡郡四万十町十川4-1 18.0 

136 ○ 大月町 大月ふれあい市 一般財団法人大月町ふるさと振興公社 幡多郡大月町弘見2610 172.8 

137 ○ 三原村 みはらのじまんや 三原村拠点ビジネス推進協議会 幡多郡三原村宮ノ川1130 72.8 

138 ○ ＪＡ高知県佐賀支所まごころ市 まごころ市組合 幡多郡黒潮町佐賀888 30.0 

139 ○ 道の駅ビオスおおがた 物産館｢ひなたや｣ 有限会社ビオス 幡多郡黒潮町浮鞭953-1 156.0 

140 ○ 黒潮ふれあい市 株式会社岡村鶏卵 幡多郡黒潮町入野2906-3 103.0 

141 ○ ＪＡにこにこ市 ＪＡにこにこ市組合 幡多郡黒潮町入野2098 76.7 

142 ○ 道の駅なぶら土佐佐賀 株式会社なぶら土佐佐賀 幡多郡黒潮町佐賀1350 104.0 

143 ○ 農林水産物直販所 さが谷三里マーケット 黒潮町佐賀北部活性化推進協議会 幡多郡黒潮町拳ノ川46-1 0.7 

143店舗（うち安心係設置122店舗） 10,528.1 

　出典：高知県農産物マーケティング戦略課調べ(令和2年9月現在)
　※運営主体について、未確認又は個人の場合は「－」
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