
※対象店舗でお買い物の際にJAカードでお支払いいただくと、JAカードご利用代金ご請求時に、そのご利用分から5％を割引 
 いたします。一部、割引対象外の商品・サービスがあります。
※Apple Payでのお支払いは割引対象外となります。
※JAビジネスカード、JAコーポレートカード、JCBブランドのJAカードは、本紙記載の特典の対象外です。
※本特典は、2021年3月現在のものであり、予告なく割引率の変更や本特典を終了する場合があります。
※本サービスにはご注意事項があります。詳しくは三菱UFJニコスJAカードWEBサイトでご確認ください。

お申込み・各種サービスについては、お近くの JA窓口、職員までお気軽にご相談ください。

対象の直売所・ファーマーズマーケットで
JAカードをご利用いただくと、

5%
割引 !

ご請求時に

さらに！

※一部対象としないSSがございます。詳細はご利用いただくSSにてご確認ください。2円割引は1ℓ毎の適用とします（1ℓ未満は切捨てとし割引 
 の対象外となります）。割引はハイオク・レギュラーガソリン・軽油が対象です。カードご利用代金ご請求の際に、割引した額によるご請求となり 
 ます。ご利用代金　請求書にてご確認ください。

でJAカードをご利用いただくと

2円/ℓ割引！

岡山県内の対象店舗については
裏面をご覧ください。

JAバンク岡山
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JA岡山

はなやか一宮店 岡山市北区芳賀1288-5
☎086-286-0040 8:30～17:00営1 JA岡山

はなやか東店 岡山市東区西大寺松崎159-3
☎086-944-8788 9:00～16:00営2 JA岡山

はなやか南店 岡山市南区藤田566-126
☎086-296-0507 9:00～16:00営3 JA岡山

4 はなやか中央店 岡山市北区大供表町4-5
☎086-226-1077 9:00～18:00営JA岡山

5 はなやか津高店 岡山市北区横井上793-1
☎086-294-2096 9:00～17:00営JA岡山

6 はなやか牛窓店 瀬戸内市牛窓町牛窓3911-44
☎0869-34-4500 9:00～16:00営JA岡山

7 一本松直売所 瀬戸内市邑久町尻海3539
☎0869-25-1900 9:00～17:30営JA岡山

8 はなやか瀬戸内店 瀬戸内市邑久町豊原101-1
☎0869-22-0714 9:00～18:00営JA岡山

9 岡山市サウスヴィレッジ
「ロードサイドマーケット」

岡山市南区片岡2468
☎086-362-5500 7:00～17:30営

10 道の駅みやま公園（農産物直売所） 玉野市田井2丁目4464
☎0863-32-0115 8:30～16:00営

百菜市場 和気店 和気郡和気町衣笠874
☎0869-92-9800 9:00～18:00営11 JA晴れの国岡山

JA晴れの国岡山 アグリびぜん 備前市伊部1312-8
☎0869-64-1105 8:30～17:00営12

JA晴れの国岡山 児島直売所 「郷の里」 倉敷市林530
☎086-485-1712 8:30～13:00営13

JA晴れの国岡山 玉島直売所
ふれあい朝市 「おなじみさん」

倉敷市玉島中央町1-2-5
☎086-522-0188 8:30～14:00営14

JA晴れの国岡山 菅生直売所ふれあい青空市 「すがお」
倉敷市西坂1820-1
☎086-462-134015

JA晴れの国岡山 里庄直売所 「里ちゃん」 浅口郡里庄町里見2610-1
☎0865-64-3318 8:30～13:00営16

JA晴れの国岡山 玉島北直売所
「メルカートたまきた果菜館」

倉敷市玉島八島1507-1
☎086-523-152117

JA晴れの国岡山 船穂直売所 倉敷市船穂町船穂2907-2
☎086-552-500018

JA晴れの国岡山 井原直売所 「いばら愛菜館」 井原市井原町 512-2
☎0866-62-1539 9:00～14:00営20

金光直売所「みわの里」 浅口市金光町占見新田274
☎0865-42-421223 JA晴れの国岡山

倉敷青空市「やさい畑」 倉敷市西中新田4-1
☎086-425-6778 8:30～16:00営24 JA晴れの国岡山

笠岡ふれあい青空市「しおかぜ」 笠岡市平成町55-2
☎0865-66-1301 9:00～16:00営25 JA晴れの国岡山

矢掛宿場の青空市「きらり」 小田郡矢掛町本堀1109-1
☎0866-82-5330 9:00～16:00営26 JA晴れの国岡山

福田青空市「すいれん」 倉敷市北畝6-540-1
☎086-441-2409 9:00～16:00営27 JA晴れの国岡山

かよう青空市 加賀郡吉備中央町吉川4469
☎0866-56-807828 JA晴れの国岡山

グリーンセンター 高梁市津川町今津883-1
☎0866-22-415829 JA晴れの国岡山

神楽の里 高梁市成羽町佐々木16
☎0866-42-261230 JA晴れの国岡山

コスモスの里 真庭市上水田6328-1
☎0866-52-319131 JA晴れの国岡山

JAあしん広場 新見市正田397-2
☎0867-72-7705 8:30～18:00営32 JA晴れの国岡山

きらめきの里 真庭市中島422-1
☎0867-42-8177 9:00～18:00営33 JA晴れの国岡山

産地直売所「燦燦つやま」 津山市林田146-1
☎0868-22-8640 8:30～17:00営34 JA晴れの国岡山

ファーマーズマーケット
「サンサンくめなん」

久米郡久米南町下二ケ1367-1
☎086-728-4696

8:30～18:00（4～10月）
8:30～17:00（11～3月）営35 JA晴れの国岡山

津山市地産地消センター
「サンヒルズ」

津山市大田811-1
☎0868-27-7131 9:00～17:00営36 JA晴れの国岡山

みち停「あさひ」 久米郡美咲町西川1001-4
☎0867-27-9366 9:00～17:00営37 JA晴れの国岡山

道の駅　久米の里「採れたて農産物 活菜館」 津山市宮尾563-1
☎0868-57-7234 9:30～18:00営38

JAカード5％割引
対象店舗一覧

岡山県内

※営業時間、定休日等詳しくは各直売所へお問い合わせください。

JA晴れの国岡山 山手直売所 「ふれあいの里」 総社市岡谷23
☎0866-93-233819 8:30～17:00営

JA晴れの国岡山
鴨方直売所
ふれあい朝市 「なごみ」

浅口郡里庄町里見5265-1
☎0865-44-2512 8:30～13:30営21

早島町直売所 ふれあい青空市 都窪郡早島町前潟147-1
☎086-482-0760 8:30～13:00営22 JA晴れの国岡山

JA晴れの国岡山

8:30～13:00（10～5月）
8:30～16:00（6～9月）営

8:30～16:00（1～3月）
8：30～17：00（4～12月）営

8:30～16:00（1～3月）
8：30～17：00（4～12月）営

8:30～14:00（1～3月）
8：30～15：00（4～12月）営

8:00～16:30営

9:00～17:30営

8:30～17:00営

9:00～17:00営




