
秋田市地産地消推進店関連サイトへのおさそい
はじめよう、秋田市産の地産地消ライフ！
地産地消推進店の情報は、web サイトや
SNSで発信しています。

Profile: まこと農産／秋田市雄和で農産物の加工、生産を行っている。ミニ
トマト「べにすずめ」は「JA 秋田なまはげ 直売所あぐりんなかいち」や
「JA秋田なまはげ 直売センターいぶきの里」で5月末頃～10月頃まで販売。

◇秋田市地産地消推進店関連サイト内のキャンペーン特
設ページで、各推進店の取り組みとしてご紹介します。

◇キャンペーン終了後も店舗の様子や、商品の写真、地
産地消へ関する取り組みなど、SNSで発信する写真や情
報を随時募集しています。

　秋田市雄和「まこと農産」の代表・佐藤樹さん。佐藤さんが
就農したのは今から10年ほど前。以来さまざまな農産物の生産
や加工を行ってきました。この時期に旬を迎える農産物はミニ
トマト。まこと農産では「べにすずめ」という品種を生産して
います。「『べにすずめ』は早いもので 5月末から出荷がはじまり、
10月ごろまで長く収穫できる品種です。甘みと酸味のバランス
が良く、秋田市内での出荷量も増えてきています。今後は秋田
市をミニトマトの産地として売り出していけるようブランド化
していけたらと思っています。秋田市産野菜はまだまだ品目こ
そ少ないですが、直売所に行けば安心・安全な旬の野菜が新鮮
な状態で、手軽に手に入るというメリットがあります。ぜひ直
売所へ気軽に足を運んでみて欲しいですね」。

検索秋田市　地産地消 関連サイト Instagram Facebook

秋田市雄和 まこと農産
代表 佐藤 樹さん

今 回 の 農 家

秋田市産品食べ尽くし

スタンプラリー開催のお知らせ！

詳細は各店舗配布ツールや
キャンペーン特設ページをご覧ください。

https://akita-city-chisanchisho.com

2019年 9月13日（金）～10月31日（木）
2019年 9月6日（金）まで認定が完了している
地産地消推進店全店

実施期間

実施店舗

秋田市地産地消推進店の認知度アップを目指し、秋田市内の消費者に楽しみなが
ら推進店を周遊してもらうスタンプラリーキャンペーンです。

キャンペーン対象となる
オリジナルメニューや秋田市産品の
売り場写真を大募集！

写真提供先　umetsu@s-adv.co.jp
担当　サキガケアドバ梅津
写真応募期間 2019 年 9 月 9 日～10月 31 日

写真提供先　farmers-party@city.akita.akita.jp
担当　秋田市産業振興部産業企画課
　　　6 次産業・販売戦略担当　伊藤（展）

2019 年 10 月 5 日～ 6 日に、秋田市で開催される「I 
LOVE 秋田産応援フェスタ」内では本キャンペーンの
PRとしてスタンプカード、推進店一覧チラシの配布を予
定しています。

「I LOVE 秋田産応援フェスタ」でも
キャンペーンの PRを行います！

秋田市
地産地消通信
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メイド・イン・秋田市を発信！
広がる、繋がる地産地消ネットワークの輪！

夏・秋の主力品目！

旬

秋田市産農産物 ここで買えます！

　秋田市ではブランドネーム「農家のパーティ」を旗印に、さまざまな取り組みを展開しています。その取り組み
のひとつが「地産地消推進店」の認定です。作り手との距離が近い秋田市産の野菜やお肉、卵などの食材は新鮮で
安全。皆さんも秋田市産農産物などを活用して、その「おいしさ」を伝えてみませんか？

9月～ 11 月にかけて、旬の野菜と主力品目がひと目でわかるカレンダーです。
新たなメニュー開発や、今日の仕入れに役立ててみてはいかがでしょうか。

それぞれの月で供給が安定する主力品目をご紹介！

サニーレタス　グリーンリーフ　えだまめ ブロッコリー　　ねぎ　　キャベツ ほうれん草　　大根　　カリフラワー

　秋田市地産地消推進店に認定された推進店から、直売所・小売店をご紹介。数多くの品目を幅広く扱う店舗や、
生産者にこだわり少し変わった農産物を扱う店舗など、新しい農産物との出会いがあるかもしれません。

月 月 月 月 月 月

大根

白菜

みず菜

小松菜

キャベツ

ほうれん草

ねぎ

春菊

アスパラガス

カリフラワー

ブロッコリー

スティックブロッコリー

レタス

サニーレタス

グリーンリーフ

チンゲンサイ

業務用キャベツ

大根菜

マコモダケ

かぼちゃ

つぼみ菜

なす

小なす

トマト

ミニトマト

ピーマン

えだ豆

じゃがいも

メロン

りんご

米

肉（牛・豚）

卵

原木椎茸

店舗名

岩見温泉

JA秋田なまはげ直売所あぐりんなかいち

JA秋田なまはげ 直売センターいぶきの里

八幡平ポーク直売所 ディアポーク泉店

八幡平ポーク直売所 ディアポーク御野場店

八幡平ポーク直売所 ディアポーク広面店BU太

ファーマーズマーケット彩菜館

やまぶき

電話番号

☎018-883-2020

☎018-884-0831

☎018-874-8327

☎018-863-6129

☎018-829-2989

☎018-836-1189

☎018-868-1176

☎018-883-2101

所在地

秋田市河辺三内字外川原 101-1

秋田市中通一丁目 4-3 エリアなかいち商業施設 1F

秋田市上北手猿田字苗代沢 261-1

秋田市泉北四丁目 2-6

秋田市御野場二丁目 1-9

秋田市広面字釣瓶町 2-5

秋田市泉馬場 13-10

秋田市河辺三内字野崎 149-1

営業時間

9:00～21:00

10:00～19:00
（日曜～18:00 ※冬期土曜～18:00）

9:30～17:30

10:00～20:00

10:00～20:00

10:00～20:00

冬季 9:30～17:00  夏季 9:30～17:30

8:30～17:00

定休日

第 4月曜

年末年始

8/13 の午後～8/16
12/31～1/4

無休

無休

無休

8/14・1/1～1/4

火曜・冬季（1～3月頃）

直
売
所

秋田市民市場

秋田まるごと市場

イオン 秋田中央店

 Aコープ 大正寺店

グランマート 泉店

グランマート 外旭川店

グランマート 手形店

ザ・ガーデン自由が丘・西武

スーパーセンターアマノ 御所野店

たまごの樹 河辺店

ナイス 新屋店

ナイス 外旭川店

ナイス 土崎店

ナイス 仁井田店

ナイス 仁井田南店

ナイス 八橋店

ナイス 山手台店

ナイス 割山店

肉のろくふく

フレッシュランドまごころ

マックスバリュ 泉店

マックスバリュ エクスプレス新屋関町店

マックスバリュ 河辺店

マックスバリュ 港北店

マックスバリュ 茨島店

マックスバリュ 広面店

ミートショップちくれん

道の駅あきた 港物産館セリオンガーデン

山源商店

☎018-833-1855

☎018-866-8001

☎018-837-3000

☎018-887-2236

☎018-866-8811

☎018-868-2323

☎018-825-1021

☎018-884-3400

☎018-892-7333

☎018-882-3015

☎018-828-6911

☎018-868-2611

☎018-857-5211

☎018-835-3111

☎018-826-1811

☎018-865-2211

☎018-892-7112

☎018-865-6911

☎018-893-4299

☎090-2992-7363

☎018-888-3222

☎018-888-9922

☎018-882-3008

☎018-880-5711

☎018-896-5211

☎018-834-2828

☎018-832-0714

☎018-857-3381

☎018-883-2414

秋田市中通四丁目 7-35

秋田市卸町二丁目 2-7

秋田市楢山川口境 5-11

秋田市雄和新波本屋敷 1-1

秋田市泉菅野二丁目 1-1

秋田市外旭川字小谷地 25

秋田市手形休下町 2-1

秋田市中通二丁目 8-1

秋田市御所野堤台一丁目 5-1

秋田市河辺北野田高屋黒沼下堤下 108-3

秋田市新屋比内町 17-3

秋田市外旭川字三後田 67

秋田市土崎港中央四丁目 5-35

秋田市仁井田緑町 2-8

秋田市仁井田本町五丁目 6-6

秋田市八橋田五郎一丁目 1-7

秋田市山手台一丁目 1-5

秋田市新屋豊町 3-55

秋田市御野場新町三丁目 4-5

秋田市河辺和田字上中野 90-3

秋田市泉北一丁目 11-17

秋田市新屋字関町後 208-2

秋田市河辺和田字北条ヶ崎 14-8

秋田市土崎港北七丁目 2-20

秋田市茨島四丁目 3-18

秋田市広面字堤敷 19

秋田市中通六丁目 7-9

秋田市土崎港西一丁目 9-1

秋田市河辺三内字外川原 132-1

5:00～（店舗ごとに異なる）

9:30～19:30

9:00～21:00（1Fのみ 8:00～23:00）

9:30～19:00

9:00～22:00

9:00～23:00

9:00～23:00

9:30～20:00

9:00～21:00

10:00～18:00（水曜～17:00）

9:30～21:00

9:30～21:00

9:30～21:00

9:30～21:00

9:30～21:00

9:30～21:00

9:30～22:00

9:30～21:00

9:00～19:00

9:00～15:00

8:00～23:30

7:00～22:00

8:00～21:00

24時間（ドラッグ売場9:00～21:00）

24時間

24時間

9:00～17:45（土曜は～17:00）

9:00～18:00
（夏季～19:00 冬季～17:00）

8:00～18:00

日曜

無休

無休

元日

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

無休

月曜

月曜

無休

無休

無休

無休

無休

無休 

日曜・祝日

無休

日曜

小
売
店

施設名

リトルガーデン

せせらぎ農園

岩波農場

電話番号

☎090-3124-2985

☎080-6007-0534

☎018-838-2192

所在地

秋田県秋田市仁井田二ツ屋一丁目 8-63

秋田市河辺大張野字堤下125-1

秋田市太平山谷字大沢 176-2

取り扱い品目

枝豆・ミニトマト・じゃがいも・大根葉・大根など

枝豆・長ネギ・玉ねぎ・ピーマン・ブロッコリーなど

太平山ポーク

情報提供：JA秋田なまはげ

9月 10月 11月
直接取引できる

農家さん

あります！


