ココで買えます！
10

西東京市

JA 東京みらい

1

JA マインズ

保谷支店農産物直売所

マインズショップ西府店

t042-421-6479

t042-360-3416

●ほうやしてんのうさんぶつちょくばいじょ
K 西東京市泉町2-1-27 k 西武保谷駅
（SI12 ）から
西武バス吉祥寺駅行き
（柳沢駅通り経由）または田
無駅行きで7分、保谷郵便局下車、徒歩3分 J9～
12時
（売切れ次第終了）i 月・水・木・土・日曜、祝日
p10台

11

西東京市

JA 東京みらい

田無支店農産物直売所

●たなししてんのうさんぶつちょくばいじょ

t042-461-8047

K 西東京市田無町5-10-1 k 西武田無駅（SS17 ）
から徒歩8分 J13～16時 i 水・土・日曜、祝日
p10台

12

三鷹市

JA 東京むさし

三鷹緑化センター
「ムーちゃん広場 」
●みたかりょっかせんたー
「むーちゃんひろば 」

t0422-48-7482

K 三鷹市新川6-30-22 kJR 三鷹駅
（JC12･JB01）
から小田急バス野ヶ谷行きなどで8分、三鷹農協
前下車、徒歩5分 J9～17時 i3・9月の最終平日
p17台

13

小平市

JA 東京むさし

小平ファーマーズ･マーケット
「ムーちゃん広場 」
●こだいらふぁーまーず･まーけっと
「むーちゃんひろば 」

t042-348-7244

K小平市小川町2-1827 k西武青梅街道駅
（ST03）
から徒 歩2分 J9 ～17時 i3･9月の 最 終 平日
p30台

14

国分寺市

JA 東京むさし

国分寺ファーマーズ ･マーケット
「ムーちゃん広場 」
●こくぶんじふぁーまーず･まーけっと
「むーちゃんひろば 」

t042-324-2115

K 国分 寺 市 東 恋ヶ窪4-23-8 k 西 武 恋ヶ窪 駅
（SK02 ）から徒歩5分 J10～17時 i3･9月の最終
平日 p50台

15

小金井市

JA 東京むさし

小金井ファーマーズ･マーケット
「ムーちゃん広場 」
●こがねいふぁーまーず･まーけっと
「むーちゃんひろば 」

t042-385-3281

K 小金井市本町1-13-6
（2019年6月29日に移転予
定 K 小金井市中町4-16-22 ） kJR 武蔵小金井駅
（JC15 ）から徒歩7分 J9～17時 i3･9月の最終
平日 p5台 ※電話番号は移転後も変更なし

16

武蔵野市

JA 東京むさし

武蔵野新鮮館「ムーちゃん広場 」

●むさしのしんせんかん
「むーちゃんひろば」

t0422-54-7150

K武蔵野市西久保1-18-10 kJR三鷹駅
（JC12･JB01）
から徒 歩8分 J10 ～17時 i3･9月の最 終 平日
p6台
（そのほか提携駐車場あり）

17

立川市

JA 東京みどり

ファーマーズセンターみの～れ立川

●ふぁーまーずせんたーみの～れたちかわ

t042-538-7227

K 立川市砂川町2-1-5 kJR 立川駅（JC19･JN26 ）
から立川バス大山団地折返場行きで10分、昭和
記念公園砂川口下車、徒歩5分 J10～18時
（11～
3月は～17時 ）i 無休 p86台

13

東京の農林水産／北多摩

枝豆アイス

K 府中市分梅町3-65-1 kJR 西府駅
（JN22 ）から
徒歩7分 J9～17時 i日曜、祝日 p20台

190㎖ 450円

国分寺市産の完熟トマトをふんだんに
使ったドレッシングは、合成保存料・化
学調味料不使用だから安心。さらっと
した食感で、トマト本来の甘さと酸味
は、サラダはもちろん、パスタや魚・肉
料理にも合う。

府中市

JA マインズ

マインズショップ多磨店
●まいんずしょっぷたまてん

t042-336-1541

K 府中市白糸台1-11-10 k 西武白糸台駅
（SW04）
から徒歩4分 J9～17時
（土曜は～12時）i日曜、
祝日 p11台

3

調布市

●まいんずしょっぷちょうふてん

t042-486-1585

マインズショップ
調布サウスゲートビル店

●まいんずしょっぷちょうふさうすげーとびるてん

t042-482-0077

K 調布市小島町2-48-26 k 京王調布駅（KO18 ）
から徒歩2分 J9～18時 i 無休 p なし

マインズショップ神代店

●まいんずしょっぷじんだいてん

t042-482-0167

K 調布市西つつじヶ丘3-8-2 k 京王つつじヶ丘
駅
（KO14 ）から徒歩8分 J9～17時
（土曜は～12
時 ） i日曜、祝日 p10台

6

狛江市

JA マインズ

マインズショップ狛江店

●まいんずしょっぷこまえてん

t03-3488-3428

K 狛江市東和泉1-2-19 k 小田急狛江駅
（OH16 ）
から徒歩3分 J9～18時（日曜、祝日は～17時 ）
i 無休 p10台

7

東村山市

野菜を主役にしたカレー

210g 540円

ジャガイモ、タマネギ、ニンジン、ナス、
トマト、ホウレンソウなどの、ゴロッと
した野菜の存在感が圧倒的。野菜はす
べて地場産で、農家の人々の野菜への
愛情が感じられる。カレー専門家の養
成教育機関である
「カレー大學 」との共
同開発なので、味も申し分なし。
「カレ
ー･オブ･ザ･イヤー2019特別賞 」受賞。

ＪＡ東京むさしの
プライベートブランド
商品には、生産者の
愛情が詰まってます

ナシと
ブルーベリー。
どちらも濃厚な
味わいの
大人気商品です

JA 東京むさし
三鷹緑化センター
「ムーちゃん広場」
中村憲晃さん

12 13 14 15 16

江戸東京野菜
拝島ねぎみそ

JA 東京みらい

●みらいひがしむらやましんせんかん

K東村山市本町1-16-5 k西武東村山駅
（SS21･SK05）
から徒歩15分 J9時～16時30分 i日曜、祝日
（季
節により営業の場合あり）p5台

500g
（20個入り）1080円
やわらとん

立川市産の豚肉「柔 豚 」に、地元でと
れるキャベツをふんだんに加えてある。
「柔豚 」はやわらかくて、臭みが少なく、
さっぱりした味わいで評判。そのおい
しさを肉汁たっぷりの餃子で味わって
みよう。

清瀬市

JA 東京みらい

みらい清瀬新鮮館

●みらいきよせしんせんかん

t042-491-4500

K 清瀬市中里3-892-7 k 西武清瀬駅
（SI15 ）から
西武バス旭ヶ丘団地行きで6分、宮の台住宅下車、
徒歩1分 J9時～16時30分 i日曜、祝日
（季節に
より営業の場合あり）p25台

9

東久留米市

JA 東京みらい

約 2 年間
試行錯誤を
重ねて完成した
自信作です

みらい東久留米新鮮館

●みらいひがしくるめしんせんかん

t042-475-0022

K東久留米市幸町3-7-2 k西武東久留米駅
（SI14）
から西武バス滝山営業所行きで5分、中央図書館
入口下車、徒歩1分 J9時～16時30分 i 日曜、
（季節により営業の場合あり）p20台
祝日

100g 400円

やわらとんぎょうざ

柔豚餃子

t042-393-5324

JA 東京みらい
地域振興本部
大木 勝さん

ぽてまる
（冷凍野菜餃子 ）
240g
（8個入り）390円

2018年4月の販売以来、ヒットを続ける
人気商品。肉の代わりに地元産のジャ
ガイモを使用し、規格外のキャベツや
ニンジンなどが詰まったヘルシー餃子
は、低カロリーで野菜もしっかりとれ、
おいしいと評判だ。

7 8 9 10 11

トマトの香りを
引き立たせるよう
工夫を凝らした
逸品です

1 2 3 4 5 6

マインズショップ
調布サウスゲートビル店
スタッフ

野菜やフルーツから、地元生産者のこだわりや愛情を知ってほしい。
北多摩エリアの特産品は、生産者や開発者、みんなの気持ちが詰まった逸品揃い！

みらい東村山新鮮館

8

調布市内でとれる規格外のトマトを有
効利用するために開発された人気商品。
トマト本来の甘みが凝縮されていて、
ピザトーストやオムレツ、焼うどん、焼
きそばなど、いろいろな料理に使える。

イチオシ特産品

12 13 14 15 16

調布市

JA マインズ

200㎖ 520円

手 間 暇 か け て つ くり まし た！

日本におけるブルーベリー経済栽培の
草分けといわれる、小平市産の品質の
高いブルーベリーを100％使用。合成保
存料・化学調味料は不使用。濃厚なブル
ーベリーの味が好評で、ケーキやヨー
グルトのトッピングにぜひ。

調布市

JA マインズ

5

マインズショップ
狛江店 スタッフ

200㎖ 699円

K 調布市国領町7-30-11 k 京王国領駅（KO16 ）
から徒歩9分 J9～17時 i日曜、祝日 p10台

4

狛江店限定の
人気アイスです。
ぜひ味わってみてね

おいしい
ブルーベリーソース

マインズショップ調布店

調布トマト100％
中濃ソース（左 ）

6

12 13 14 15 16

JA マインズ

200㎖ 550円

狛江市はエダマメの産地として知られ、
7月にはえだまめ祭り
（→ P14 ）も開催
される。市内産のエダマメをふんだん
に使ったジェラートは、独特のさわや
かな香りと、ツブツブ感がたまらない。
毎年7月上旬から販売予定。

おいしい
トマトドレッシング

●まいんずしょっぷにしふてん

2

調布トマト100％
ソース（右 ）

1個 257円

府中市

幻のネギともいわれる江戸東京野菜
「拝
島ネギ 」を贅沢に使用。辛みが強いこと
で知られる
「拝島ネギ 」は、熱を加える
と甘みが増すのが特徴だ。ネギの風味
豊かな
「拝島ねぎみそ 」は、ご飯のお供
や料理の隠し味に大活躍。

17

17

うどドレッシング
立川市には
江戸東京野菜をはじめ
おいしい食材が
いっぱいです
ファーマーズセンター
みの～れ立川 スタッフ

190㎖ 480円

立川市の名産、江戸東京野菜の
「東京ウ
ド 」をたっぷり使用したドレッシングは、
ウド特有の香りが楽しめる大人の味。サ
ラダはもちろん、焼肉や鍋料理にひと
振りすれば、奥深い味わいが楽しめる。

17

マインズショップ西府店
スタッフ

梨シャーベット

300円

府中市産のナシを贅沢に使ったシャー
ベットは、濃厚な風味で、とれたての
ナシをそのまま食べているようなおい
しさ。府中市・調布市・狛江市で収穫し
たブルーベリーを使用したブルーベリ
ーアイス300円も人気。

1 2
俺達のソース

200㎖ 500円

トマトやタマネギ、ニンジン、ニンニク、
リンゴ、特産の
「多摩湖梨 」など、使用
されている野菜やフルーツは東村山市
産100％！ 中濃タイプのソースはさっ
ぱりした味わいで、企画者の1人･鈴木
さんはドレッシング代わりにサラダに
かけているとか。

7

6 年前に
青壮年部の仲間と
企画しました。
年によって微妙に
味が違うのも
楽しみなんです
JA 東京みらい
東村山地区青壮年部
鈴木康弘部長

東京の農林水産／北多摩
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