
【北 区】 ※左から「店名等」「形態」「場所」「電話」「営業日等」「営業時間」 

藤原 暲 自販機 紫竹栗栖町 42 492-0492 無 休 24時間 

水沢農園 直売所 大宮玄琢北町 22 491-2577 無 休 10：30～17：00 

吉村農園 振売り 
北大路～北山（待鳳・鷹峯・大

宮・楽只学区） 
－ 無 休 6：30～12：00 

樋口農園 直売所 鷹峯土天井町 5 492-7950 不定休 11：00～18：00 

京野菜 時待ち食  直売所 北区小山上総町 41 491-5920 月～土 11：00～18：00 

嶌本 俊久 自販機 鷹峯上ノ町 37 491-1677 無 休 24時間 

大 富 自販機 紫竹北栗栖町 15 491-5568 無 休 9：00～20：00 

大宮藤木直売所 直売所 大宮中林町 1－1 491-4803 月・火・木・土 8：00～12：00 

  〃 自販機   〃 〃 毎日 24時間 

前田農園 直売所 大宮御薗橋通[田尻町]バス停前 491-0049 火・金 9：00～売切れまで 

  〃 自販機   〃 〃 毎日 24時間 

大嶌 國昭 振売り 
大宮通今宮一筋下る～（大宮通り）～

船岡公園付近 
492-3491 月・木 9：00～14：00 

山田 正人 振売り 
西賀茂～大宮学区～紫野～紫明～北野

天満宮 
491-2965 月・水・金・土 8：00～15：00 

西田 修 振売り 西賀茂～大徳寺周辺 080-5363-4421 火・木・土 9：00～14：00 

中村 源太郎 自販機 西賀茂川上町 45の向かい － 無 休 24時間 

井本農園 振売り 上賀茂柊野～北山通り 701-6460 火・木・土 10：00～18：00 

高橋 和生 振売り 
北区千本十二坊，ライトハウス

西入るお地蔵さん側 
791-4829 火・金 

10：00～売切れ

まで 

奥村 英継 自販機 上賀茂北ノ原町 45 701-4033 無 休 24時間 

  〃 自販機 
西賀茂蟹ヶ坂町（マンショ

ン シャンドフルールの 1階） 
〃 無 休 24時間 

橋本農園 自販機 西賀茂水垣町（神光院近く） 791-2545 無 休 8：00～18：00 

  〃 
自販機 西賀茂蟹ヶ坂町 

（志久呂橋西詰北 200m） 
〃 無 休 8：00～18：00 

  〃 振売り 金閣寺・平野神社周辺，太秦界隈 〃 火・木 8：30～18：00 

南直売所 
直売所 

御薗橋通大宮下る一筋目

北西角 
791-1992 月・木・土 10：30～12：00 

おいでやす 
直売所 

上賀茂池端町［畔勝町］

バス停前 
712-4889 無 休 10：00～19：00 

森田農園 

（森田良彦） 
振売り 上賀茂池端町～出町柳 〃 火・木・土 8：30～12：00 

溝川 幸彦 振売り 元町～北大路，室町界隈 － 不 定 9：30～15：30 

村岩農園 直売所 鷹峯千束町 16 492-1963 不 定 6：00～18：00 

  〃 直売所 大北山原谷乾町 35 〃 不 定 6：00～18：00 

【上京区】  
 

京やさい 佐伯 直売所 御前通仁和寺街道下る西側 463-6627 月～土（祝日は休） 9：00～18：00 

【左京区】  
 

音川 次清 振売り 修学院学区 791-7451 月・水・金・土 9：30～13：00 

中弥中島農園 直売所 修学院沖殿町 25ル・アージュ１階  705-3488 月～土（祝日は休） 10：00～17：00 

大野 容且 振売り 
吉田神社周辺（出町柳～

京都大学付近） 
－ 月・水・金 9：00～17：00 

森田農園 

（森田啓子） 
直売所 岩倉西河原町 331 090-2014-6138 無 休 9：30～18：00 

      



 

【中京区】  ※左から「店名等」「形態」「場所」「電話」「営業日等」「営業時間」 

高橋農園 振売り 二条御前通，三条木屋町下ル周辺 691-0028 水・土 10:00～13:00 

西野山  山渡 

振売 

中京区中心部，東山区安

井・祇園界隈，左京区銀

閣寺周辺・南禅寺周辺 

584-5527 水・土 8：30～13:00 

【東山区】   

小原農園 振売り 
東山区東山松原東入，八

坂神社南側付近 
571-3766 火・金 6：00～7：00 

西野山  山渡 

振売 

中京区中心部，東山区安

井・祇園界隈，左京区銀

閣寺周辺・南禅寺周辺 

584-5527 水・土 8：30～13:00 

【山科区】      

西村商店 

自動販売機直売所 
自販機 西野山百々町 209 592-1615 月～土 9：30～21：00 

【南 区】  
 

大京都市場 直売所 南区上鳥羽堀子町９２ 691-6431 水曜定休 9：30～19：00 

早阪農園 直売所 南区上鳥羽岩ノ本町６５ 691-6043 火・木・土 14：00～16：00 

丸弥伸 
直売所 南区上鳥羽鍋ヶ渕町１５ 681-4804 

月～土（不定

休あり） 

13：00～売り切

れ次第閉店 

木下彰人園芸 直売所 南区上鳥羽南堀子町１ 691-6967 不定休 8：30～17：00 

直売所 ダイカ 直売所 南区久世大藪町３００ 921-3648 月～土 9：00～17：00 

松下農園 
直売所 

南区久世大藪町４９５

（道路の脇） 
871-6502 

月・水・金・

土 
16：00～18：00 

無農薬野菜の店 

やました 直売所 
南区久世大藪町４６１－

１ 
921-3646 

火・金 

（臨時休業

あり） 

11：00～18：00 

【右京区】      

芦田農園 直売所 右京区太秦井戸ヶ尻町 10 871-3339 不定休 10:00~17:00 

さがの旬野菜組合 直売所 右京区梅津北川町 1 871-3534 不定休 9:00~12:00 

15:00~18:00 

佐代ちゃんの直売所 直売所 右京区嵯峨野高田町 25 871-8331 無休 8:00~19:00 

嵯峨野ファームネット 直売所 右京区嵯峨広沢南下馬町 11 871-3859 不定休 9:00~17:30 

杉本農園 直売所 右京区太秦一町芝町 1-8 871-2348 無休 9:00~19:00 

安喜（やすき） 直売所 右京区太秦安井奥畑町 24 802-2817 不定休 9:00~18:00 

太末（うずすえ） 直売所 右京区太秦森ヶ西町

20-3 

871-3656 不定休 10:00~16:00 

九嶋農園 直売所 右 京 区 嵯 峨 北 堀 町

29-47(嵐電鹿王院駅す

ぐ) 

871-3354 月～土 9:30~12：00 

大石ファームネット 直売所 右京区太秦奥殿町 23 871-6502 不定休 10:00~18:00 

山文 直売所 右京区山ﾉ内宮前町 22 811-1512 月～土 

（不定休あり） 

12:00~17:00 

岡幸 直売所 右京区北嵯峨名古曽町 28 871-5618 無休 8:00~17:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【右京区・続き】 ※左から「店名等」「形態」「場所」「電話」「営業日等」「営業時間」 

照ちゃんの野菜 直売所 右京区梅津中倉町 37 871-2082 無休 9:00~18:00 

西田農園 直売所 右京区梅津北浦町 28-1

及び 18-1 

861-3834 無休 9:00~19:00 

大八木農園 直売所 右京区梅津前田町 32 871-0343 無休 8:00~17:00 

にこにこ直売所 直売所 右京区西京極堤町 25 313-7760 不定休 8:30~18:00 

つとむの野菜直

売所・振売り 
振売り 右京区梅津北浦町周辺 

381-8959 
不定休 不定 

【西京区】  
 

内藤 慶一 直売所 西京区山田葉室町 13-33 381-3639 無休 9:00~18:00 

上桂京の旬野菜 直売所 西京区上桂前川町 197 391-4967 無休 10:00~12:00 

シミズ農園 直売所 西京区川島調子町 81 392-0333 月～土 9:30~17:00 

つとむの野菜直

売所・振売り 
直売所 西京区下津林南大盤若町 82 381-8959 無休 

7:00~売切れ次

第閉店 

安井農園 
直売所 

西京区大枝西長町 1-90 

(千丈橋南詰) 
331-1683 無休 9:00~18:00 

中文農園 直売所 西京区大枝西長町 3-13 331-0596 無休 10:00~19:00 

千文農園 直売所 西京区大枝西長町 3-155 331-0457 無休 9:00~18:00 

千安農園 直売所 西京区大枝西新林町 6-2-7 331-5948 月～土 9:30~17:00 

武畽 修 
直売所 

西京区大原野小塩町 134(玄

関) 
331-0925 ほぼ毎日 9:00~15:00 

渡辺 政秋 
直売所 

西京区大原野小塩町 403(消

防水利横) 
331-0360 ほぼ毎日 9:00~16:00 

長谷川 正 直売所 西京区大原野小塩町 625 331-0325 不定休 9:00~日暮れ頃 

柴喜農園 
直売所 西京区大原野北春日町 525 331-0953 不定休 

8:00~売り切れ

次第閉店 

旬野菜マルシェ 直売所 西京区大原野南春日町 135-1 203-7723 無 休 7:00~19:00 

クロスケの大原

野元気畑 
直売所 

① 大原野北春日町 557-1 

② 大原野南春日町 1766 

③ 大 原 野 西 竹 の 里 町

1-19-4(わくわくサロン前) 

080-4971-4036 

①不定休 

② 〃 

③月曜のみ  

①日の出~日暮れ頃 

② 〃 

③9:30~16:00 



 

 

 

 

【朝市・農産物直売所等】    

名   称 場  所 電 話 営業日等 営業時間 

しずはら里の市 左京区静市静原町の農地 090-1023-0809 毎週日曜開催 8:00～13:00 

里の駅大原 
左京区大原野村町１０１

２ 
744-4321 

月曜（祝日の場

合は火曜） 
9:00～17:00 

京北ふれあい朝市 
右京区京北周山町上寺田

（京北合同庁舎前） 
853－0063 毎週日曜開催 9:00～11:00 

道の駅 ｳｯﾃﾞｨｰ京北 右京区京北周山町上寺田 852-1700 年末年始休み 9:00～18:00 

山国 水・土・里の館 右京区京北塔町宮ノ前 23 853-0572 土・日・祝 8:30～17:00 

じねんと市場 伏見区竹田青池町 125 646-0831 
年末年始・毎月第

3木曜日 

9：00～19：00 

（4 月～9 月）

9：00～18：00（10月～3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【伏見区】  ※左から「店名等」「形態」「場所」「電話」「営業日等」「営業時間」 

田中 稔 直売所 伏見区小栗栖小阪町７０ 571-0154 日曜定休 8：00～18：00 

大長農園 内川 

英二 
直売所 伏見区小栗栖小阪町６９ 571-2172 日曜定休 

8：00～売切れ

まで 

ハローベジパパ 
直売所 

伏見区深草大亀谷東寺町８

１，９１ 
641-7061 毎日 8：30～日没 

大薮農園 直売所 伏見区深草西出町５ 641-7474 毎日 6：00～18：00 

奥田 猛 
直売所 

伏見区深草大亀谷大山町６

－１ 
641-1590  毎日 8：00～12：00 

羽束師ファーム 
直売所 

伏見区羽束師菱川町１JA京

都中央羽束師支店前 
090-4568-9403 月 9：30～12：00 

乾さんちの野菜

畑 
直売所 伏見区羽束師古川町７０ 

075－921－

6481 
毎日 

8：00～売切れ

まで 



 

 

【小売店】 

店  名 場  所 電  話 定休日 営業時間 

京都・上賀茂 かね正 
右京区西院追分町 25-1 

イオンモール内 
703-8300 なし 9:00～21:00 

こくふ 

（鞍楽ハウディ内） 

北区烏丸通鞍馬口小山町 226 

（※野菜 Jr.ソムリエのお店） 
431-6755 1月 1,2日 10:00～20:30 

八百民 
左京区山端川原町 1（修学院マー

ト内） 
781-5805 第 3日曜 10:00～22:30 

コア松尾 

青果みのりや 
西京区松尾大利町 71 391-3189 日曜 9：30～20:00 

ショップ５条 
西京区桂乾町 16 

（千代原口交差点東） 
392-6438 なし 9:30～20:00 

京野菜・業務用食材一式  

みぶた 
伏見区醍醐西大路町 1 571-0674 木曜 10:00～16:00 

深草市場 伏見区深草直違橋五丁目 329-1 642-2959 正月 10:00～20:00 

フレスコ勧修店 山科区勧修寺西栗栖野町 225 595-3371 なし 9:00～20:00 

エナジィ・ママ 
上京区新町通一条上る一条殿町

483-2 
431-5005 

日曜・隔週

土曜 
10:00～19:00 

フルーツ丸忠青果 上京区黒門通一条上る弾正町 441-3541 日曜・祝日 9:00～18:30 

メッサ北野 
上京区七本松通一条下ル三軒町

65-18 
464-2850 

正月 3日間 

盆 2日間 
10：00～20:00 

オガワ青果 上京区一条通七本松フードプール内 461-9375 木曜 10:00～18:00 

北弥青果店 下京区河原町通高辻上ル 351-3054  8:00～20:00 

（有）やお又 木屋町松原東入る材木町 421-4 343-0808 日曜 8:00～17:00 

㈱八百竹商店 下京区松原通西洞院東入薮下町6 351-6417 日曜・祝日 9:00～19:30 

㈱とり市 
中京区寺町通三条上る天性寺前

町 
231-1508 なし 9:00～21:00 

かね繁食料品店 
中京区西洞院三条下る柳水町

62-1 
221-6201 土・日・祝 8:30～20:00 

fruitist 果心 
中京区三条通堀川西入橋西町

673-2 
822-3350  水曜 10:00～19:00 

（有）川政兄弟商会 中京区富小路錦下る 221-3773 水曜 8:00～17:30 

八百廣 中京区寺町通竹屋町上る 231-0247 日曜・祝日 9:30～18:00 

京都 やおよし 右京区御室竪町 25－6 202-5335 基本無休 10:00～17:00 

 

お日様のパワーを受けた美味しい 
夏の「京の旬野菜」☆ 
モリモリ食べて、どしどし応募して 
ください！！ 


