
町田市産の
新鮮なフルーツを
ふんだんに使った
人気の品ばかりです

多摩市は
米が旨いから、
味噌も酒も

極上の味わいです

太陽の完熟果汁 
八王子特産
パッションフルーツ
180㎖ 390円
八王子市で栽培されたパッションフル
ーツを使用した人気商品。さわやかな
香りと甘酸っぱくジューシーな味わい
を満喫できる。βカロテン、ビタミン、
葉酸の含有率が高いこともポイント。
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地元の新鮮な
フルーツや野菜を
使った菓子づくりを
心がけています

フルーツや野菜、米など、南多摩産の農作物にこだわり、
素材の持ち味を生かした特産品がいっぱい揃っています！

手間暇かけてつくりました！

イチオシ特産品

原
は ら み ね

峰のかおり 米味噌（左 ）
原峰のかおり 麦味噌（中央 ）
原峰のかおり たっぷり麹味噌（右 ）
各500g 497円
多摩市産の米と麦、国産大豆と赤穂の塩を
使い、昔ながらの無添加･自然発酵で造る
味噌は素朴な味わい。塩分8～11％とさま
ざまな味わいが揃っている。

原峰のいずみ
720㎖ 1188円
多摩市の特産品をつくりたいと米の栽
培を始め、多摩市産の米を使った日本
酒が誕生。

栄養満点の
パッションフルーツを
いっぱいとって
お肌ツヤツヤに！

紀の國屋
田窪旭さん

小川ファーム
 小川忠宏さん

JA 八王子ふれあい市場 スタッフ
 三井さん（左）と佐藤さん

町田産
ブルーベリーソース
150g 648円
水をいっさい加えず、ブルーベリーと
国産砂糖を煮詰める。トロっとした仕
上がりになるため、ジャムではなくソ
ースとよばれている。プレーンヨーグ
ルトやアイスクリームにぴったり。

1

ゆずワイン
720㎖ 1400円
町田市産のユズを使用した甘口ワイン。
上品なユズの香りに、皮のほろ苦さが
アクセント。果肉のフルーティなさわ
やかさで、女性に人気が高い。

禅
ぜ ん じ ま る

寺丸ワイン
720㎖ 1400円
町田市とその周辺で栽培されている

「禅寺丸」とよばれるカキを使用したワ
インは、甘めのやわらかな口あたりが
特徴。かすかに漂うカキの香りが、和
食や魚料理にぴったりと評判。
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1

町田のはちみつ
120g 1300円
アカシアやサクラ、栗など、四季折々
の花々からミツバチが集めたハチミツ。
加熱処理していないため、約180種類
ある天然成分本来の効能が保たれ、香
りや甘味を損なうことなく安心して食
べられる。
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町田のはちみつ
キャンディー
100g 300円
町田市で養蜂を営む小川忠宏さんが販
売しているはちみつキャンディーは、
ストレートにハチミツの味と香りが楽
しめる。手づくりのため、粒の形や大き
さがひとつずつ異なるのも魅力。
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多摩市農産加工組合 代表理事
小暮和幸さん

加熱･加糖処理
していない

安心して食べられる
ハチミツです！
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アグリハウス忠生 スタッフ 
荒津前さん（左）と伊藤さん
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八王子市
JA 八王子
園芸センター
●えんげいせんたー
t042-626-0431
K八王子市犬目町478-2 kJR 八 王 子 駅

（JC22･JH32）から西東京バス工学院大学経
由楢原町行きで23分、下犬目下車、徒歩1分　
J8時30分～16時30分 i無休 p30台

八王子市
JA 八王子
ふれあい市場
●ふれあいしじょう
t042-642-3885
K八王子市大和田町5-15-3 kJR 八王子駅

（JC22･JH32）から西東京バス東海大学八王子
病院行きで5分、大和田下車、徒歩2分 J8時
30分～16時30分 i無休 p21台

町田市

町田市
JA町田市
アグリハウスさかい
●あぐりはうすさかい
t042-779-0525
K町田市相原町675 kJR 相原駅（JH29）か
ら徒歩10分 J9～17時 i第2土･日曜、祝日 
p40台

JA町田市
アグリハウスみなみ
●あぐりはうすみなみ
t042-788-3541
K町田市金森4-5-3 kJR･ 小 田 急 町 田 駅

（JH23･OH27）から神奈川中央交通バスすず
かけ台駅行きで8分、南農協前下車、徒歩1分　
J10～18時 i日曜、祝日 p25台
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3 町田市
JA町田市
アグリハウス鶴川
●あぐりはうすつるかわ
t042-736-1346
K町田市大蔵町438-1 k小田急鶴川駅（OH25）
から神奈川中央交通バス多摩センター行きで5
分、大蔵（鶴川郵便局前）下車、徒歩2分 J9時
30分～17時 i木曜 p80台

町田市
JA町田市
アグリハウス忠生
●あぐりはうすただお
t042-792-2711
K町田市忠生3-7-18 kJR･ 小 田 急 町 田 駅

（JH23･OH27）から神奈川中央交通バス橋本駅
北口行きで11分、上宿下車、徒歩5分 J9時30
分～18時 i日曜 p25台

ジャムは通年販売
しています。夏には
ブルーベリーの
摘み取り体験も！

地元の新鮮な
フルーツや野菜を
使った菓子づくりを
心がけています

ココで買えます！

ブルーベリージャム
150g 720円
自家農園のティフブルーやホームベル、
ウッダード、ブライトウェルの4種類の
ブルーベリーを使用。果肉をつぶし過
ぎず、ゴロゴロとした果肉感が感じら
れるのもうれしい。ヨーグルトなどに
ぴったり。

トマトゼリー
220円
日野市の日野パイロットファームで自
然受粉によって育てられた樽栽培トマ
トを使用したゼリーは、無着色･無香
料でトマト本来の旨みと、ほのかな酸
味が特徴。女性に大人気。

いちご大福
1個 230円
昭和36年（1961）の創業当時から続く看
板商品。日野市万願寺にある柴崎園芸
のジューシーなイチゴを使用している。
白は粒餡、ピンクはこし餡と食感の違
いも楽しみ。

農場敷地内の
工房で手づくり
しています。
甘さ控えめ
ですよ

こじまファーム 
小島 菊さん

紀の國屋
田窪旭さん

澤井農場 
澤井はる佳さん
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町田市
JA町田市
アグリハウスまちだ
●あぐりはうすまちだ
t042-722-2022
K町田市森野2-29-15 kJR･ 小 田 急 町 田 駅

（JH23･OH27）から徒歩10分 J9時30分～16
時 i土･日曜、祝日 p30台

2
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米粉クッキー
写真右から
紅茶 4枚入り 350円
バニラ 4枚入り 350円
キナコ 8枚入り350円
自家農場のアイガモ農法で育てた「キヌ
ヒカリ」の米粉を使用したクッキーで、卵、
バター、小麦粉を使用しないため、さっ
ぱりとした素朴な味わい。アイガモや
TOKYO Xの型押しも◎。
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米粉手作り
シフォンケーキ
1ホール（直径15cm）1400円
1カット 260円
八王子市内の養鶏場から届く新鮮な卵
と自家農園の米粉を使用。しっとりし
た食感は米粉ならではで、卵の風味と
のコンビネーションがすばらしい。人
気商品のため売切れ注意！

5

6

7

八王子市
道の駅八王子滝山
●みちのえきはちおうじたきやま
t042-696-1201
K八王子市滝山町1-592-2 kJR 八 王 子 駅（JC 
22･JH 32）から西東京バスひよどり山トンネル経
由戸吹行きで9分、道の駅八王子滝山入口下車、
徒歩３分 J9～21時 i無休 p96台
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ココで買えます！

多摩市

稲城市

JA 東京みなみ
いきいき市
●いきいきいち

JA 東京みなみ
シンフォニー
●しんふぉにー

t042-375-8211

t042-377-6002

K多摩市関戸1-1 k京王聖蹟桜ヶ丘駅（KO27）
から徒歩3分 J月･木曜の13時30分～16時（売
切れ次第閉店）i火･水･金～日曜、祝日 pなし

K稲城市東長沼2110-1 k京王稲城駅（KO38）
から徒歩5分 J9～16時 i日曜、祝日 p20台

多摩市
JA 東京みなみ
グリーンショップ多摩
●ぐりーんしょっぷたま
t042-375-8211
K多摩市関戸6-11-1 k小田急･京王永山駅

（OT05･KO40）から徒歩10分 J9～16時 i日曜、
祝日 p26台

日野市

日野市
JA 東京みなみ
日野経済店
●ひのけいざいてん
t042-583-5670
K日野市万願寺6-35-13 k多摩モノレール万願
寺駅（TT08）から徒歩12分 J9～16時 i日曜、
祝日 p15台

JA 東京みなみ
グリーンライフ七生
●ぐりーんらいふななお
t042-591-2011
K日野市三沢3-53-15 k京王･多摩モノレール
高幡不動駅（KO29･TT07）から徒歩5分 J9～16
時 i日曜、祝日 p20台

11 日野市
JA 東京みなみ
Farmer’s market 東京 みなみの恵み
●ふぁーまーずまーけっと とうきょう みなみのめぐみ
t042-589-0373
K日野市万願寺6-31 k多摩モノレール万願寺
駅（TT08）から徒歩15分 J10～20時 i水曜（祝
日の場合は営業） p80台
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10 日野市
紀の國屋
●きのくにや
t042-581-1358
K日野市多摩平1-5-2 kJR豊田駅（JC21）から徒
歩5分 J9～19時 i無休 p2台（ほか提携駐車
場あり）

9 八王子市
農産物直売所ねぎぼうず
●のうさんぶつちょくばいじょねぎぼうず
t042-632-2800
K八王子市小比企町3504 kJR 八王子みなみ
野駅（JH30）から徒歩15分 J9～17時 i無休　
p18台
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