
23区 南多摩

東京や日本全国の
旬の農林水産物を
新宿でゲット

ココで
買えます！

ココで
買えます！

水産物

農産物 地酒

K渋 谷 区 代 々 木
2-10-12 JA東京南新
宿ビル1階kJR新宿
駅（JY17･JC05･JB10･
JA11･JS20）から徒歩
4分 J11～19時 
i日･月曜 pなし

t03-3370-3001
東京都内産を中心に、週替わりで
全国の農林水産物も販売。旬の産
物を新宿で買うことができる。農業
の重要性を伝えるためのイベント
も盛りだくさん。

JA東京アグリパーク
●じぇいえーとうきょうあぐりぱーく

PICK 
UP

t042-696-1201 t042-551-1325 t042-530-5792（売店「酒世羅」） t042-665-6688

K八王子市滝山町1-592-2 k中央自動車
道八王子 IC
か ら 約1 ㎞ 
J9 ～21時
（店舗により
異なる） i
無休 p96台

K福生市福生785 kJR福生駅（JC57）か
ら徒歩3分 J売店：10時～21時30分（土・

日曜、祝日は
11時30分 ～、
火曜は～16時
30分） ※レス
トランは異な
る i無休
p10台

K福生市熊川1 kJR拝島駅（JC55）から徒
歩20分 J10～18時 i無休 p30台

K八王子市高尾町2435-3 k京王高尾山口
駅（KO53）から徒歩4分 J8～17時(12～3月

は～16時、シ
ョップは閉館
の30分前 まで
) i無休（メン
テナンス休館
あり） G入館
無料 pなし

都内唯一の道の駅。地元農産物や畜産物な
どを販売する直売所はもちろん、市内の農
家のお母さんが作る昔ながらの惣菜が大人
気。ジェラートや八王子野菜をたっぷりと
れるサラダバーが魅力の食事処もある。

伝統あるドイツ式製法にこだわり、TOKYO 
Xを使用したハムで唯一東京都地域特産品
に選ばれた商品を販売。２階はおしゃれな
レストラン。

敷地内の蔵で醸造している選りすぐりの逸
品を買うことができる。「多摩の恵」をはじ
めとするクラフトビールや、季節限定品も。
ここでしか手に入らない商品も多数。

登山客に大人気を誇る高尾山の豊かな生
態系や歴史をわかりやすく紹介するミュー
ジアム。カフェやショップも併設され、しゃ
れた多摩産材グッズが手に入る。

A道の駅 八王子滝山
●みちのえき はちおうじたきやま　

B シュトゥーベン・オータマ
●しゅとぅーべん・おーたま　

C  石川酒造
●いしかわしゅぞう　

D TAKAO 599 MUSEUM
●たかお ごーきゅーきゅー みゅーじあむ　

南多摩 西多摩 西多摩 南多摩八王子市 福生市 福生市 八王子市

八王子農家のお惣菜や
食事処のサラダバーが魅力

ドイツ仕込みのハムやビールが楽しみ
レストランも併設

老舗酒蔵が造るビールに
興味津々

高尾山の魅力を勉強して
ショッピングも

●

●

●

●

●

❷ JA東京スマイル「葛飾元気野菜直売所」

❸ JA東京みどり「みのーれ立川」　

❹JA東京むさし「国分寺ファーマーズ・マーケット」　

❺ JA東京みらい「みらい清瀬新鮮館」

23区 北多摩

23区
南多摩

北多摩 南多摩

北多摩
西多摩

北多摩
西多摩

練馬区 府中市

葛飾区
町田市

立川市 日野市

国分寺市
あきる野市

清瀬市
青梅市

K練馬区石神井町5-11-7 J9時～16時30分 i祝日 p36台 K府中市分梅町3-65-1 J9～18時 (日曜、祝日は～13時 ) 
i無休 p20台

K葛飾区柴又4-28-2 J10時30分～16時 i木・日曜、祝日 
pなし K町田市忠生3-7-18 J9時30分～18時 i日曜 p25台

K立川市砂川町2-1-5 J10～18時 (11～3月は～17時 ) 
i無休 p87台

K日野市万願寺6-31 J10～20時 i水曜 p80台

K国分寺市東恋ヶ窪4-23-8 J10～17時 i3・9月の最終平
日 p50台

Kあきる野市二宮811 J9～17時 i無休 p75台

K清瀬市中里3-892-7 J9時～16時30分 i日曜、祝日 p25台
K青梅市新町2-28-19 J8時30分～17時 i無休 p111台

葛飾区、足立区、江戸川区産のコ
マツナをふんだんに使ったフリー
ズドライのみそ汁は長期保存も
OK。1袋100円

小松菜みそ汁❷

地質が適していることもあり
立川市での生産が盛んな東
京ウドを漬物に。しゃきしゃ
きとした歯ごたえと独特な
香りが自慢。530円（150g）

東京のブランド豚、TOKYO Xを独自のドイツ
式製法で加工。ロースハムスライス526円
(75g)のほか、ショルダーベーコンやウイン
ナーもある

東京うどの
味噌漬❸

TOKYO X加工品 B 

小平市産のブルーベリーを100％使用。濃
厚な味が評判で、ヨーグルトにもよく合う。
合成保存料や化学調味料はいっさい使って
いない。699円（220㎖）

おいしい
ブリ―ベリーソース❹

町田市で採蜜された栄養豊かな純
粋ハチミツから生まれたキャンデ
ィ。やさしい味でクセになるおい
しさ。1袋300円（100g）

町田のはちみつ
キャンディ❼

モロヘイヤ、ニンジン、ホウ
レンソウなどの地場野菜を
使用したパウダー。お菓子
作りに重宝する。各400円（30
ｇ）

野菜パウダー ❻

ジャガイモ、タマネギ、ニン
ジン、ナス、トマトなどがゴ
ロゴロ！ 地元の農家が丹精
込めて育てた野菜の存在感
が抜群。540円（210g）

野菜を主役にした
カレー❹

あきる野市産のトウガラ
シとニンニクを使用。ニ
ンニクと辛みがピリリと
きいて、ご飯が進む。
430円（100g）

とうがらしみそ❾

江戸東京野菜の拝島ネギ
を使ったオリジナル商品。
そのままでも、炒め物な
どの調理用としても重宝
しそう。
450円（100g）

拝島ねぎみそ❸

ネーミングそのまま、八王
子の地場野菜をおいしく食
べるために開発されたノン
オイルドレッシング。野菜サ
ラダや揚げ物にもぴったり。
432円（300㎖）

八王子の
地場野菜を
おいしく食べる
たれ A

練馬ダイコンのすりおろしがたっ
ぷりで、サラダから焼肉まで幅広
く使える。390円（190㎖）

練馬大根
ドレッシング❶

武蔵村山市や東大和
市で栽培された茶葉
を「狭山火入」という
独特の方法で仕上げ
た逸品はコクと旨味
が人気。多摩湖畔540
円（50g）、玉川上水
330円（50g）

東京狭山茶
（煎茶）❸

JA東京あおばが東京家政
大学などと共同で、東京の
郷土漬物である福神漬を
開発。練馬ダイコン、雑司
ヶ谷ナス、馬込半白キュウ
リ、内藤トウガラシ、谷中
ショウガの5種類の江戸東
京野菜を使用。210円（100g)

江戸東京野菜福神漬❶

奥多摩の清流で育った本ワ
サビを特製酒粕や海苔とと
もに加工。酒のおともに最適。
本わさび漬540円（140g）、
のりわさび630円（140g）l
千島わさび園
t0428-85-1872

極上本わさび漬 
極上のりわさび

カロテン含有量が豊富なニンジン「ベータ
キャロット」を使用。ベータキャロット100
％と、リンゴ40％をミックスした2種があり、
ともに自然な甘さが人気。100％800円（600
㎖）、ミックス830円（600㎖）

ニンジンジュース 赤い魔法❺

多摩産材を使用したオリジナル
商品。木の風合いと手触りがいい
と評判。積み木は15個入り2500
円、定規は400円

森の積み木＆定規 D

清酒造りにも使用される地下天然水
を使用。左からピルスナー、ペール
エール、明治復刻地ビール。
各626円(500㎖)

多摩の恵 C

明治時代、練馬区で江戸末期に日本
で初めて栽培された酒造用の麦「金
子ゴールデン」の栽培を復活させ、
ビールを醸造。ほのかな甘味ときめ
細かな泡が特徴。580円（330㎖）

練馬金子
ゴールデンビール❶

都内の酪農家が生産した東京牛乳
のミルキーな風味が自慢。ラスクの
カリカリ、サブレのサクサク食感も
いい。ラスク514円（14枚入り）、サブ
レ514円（8枚入り）

東京牛乳
ラスク＆サブレ❾　

蔵の地下150mから汲み上
げた天然水で仕込んだ酒を、
東京の森林から切り出した
杉につけ込んだ風味豊か
な日本酒。1080円（720㎖）

東京の森 C  

米も麹米も、すべて多摩市
産のものを使い、50％まで
精米した限定販売の純米
吟醸酒。1188円（720㎖）

原峰のいずみ❽  

青梅市の姉妹都市、ドイツ
のボッパルト市から贈られ
たブドウから造られた甘口
の白ワイン。例年1月下旬に
2500本前後を限定販売。
1300円(720㎖)

ボッパルトの雫10

三鷹市産のキウイフルーツ
を使用。芳醇な香りと旨味の
バランスが絶妙。白・ロゼ各
1337円（720㎖）のほか、にご
り1646円(720㎖)もある

キウイワイン❹

奥多摩の名産となった
奥多摩やまめをじっくり
燻製。しっとりした脂と
きめ細かな身が特徴。1
尾864円 l奥多摩水と
緑のふれあい館即売所
t0428-86-2733

奥多摩やまめの
燻製

東京産のブトウを使い、醸造から販
売まで行う東京ワイナリーの代表銘
柄。東京生まれのブドウ「高尾」を用
いた高尾ロゼ3500円(720㎖)、早摘
みの練馬ナイアガラを使用した白
2500円(720㎖)などがある。l東京
ワイナリーt03-3867-5525

東京ワイン 

町田市一帯で栽培されている禅
寺丸という甘ガキを使用。ほのか
にカキの香りが広がり、和食にも
よく合う。1400円（720㎖）

禅寺丸ワイン❼

多摩
産材

農産物直売所 地元の農家が直接持ち込む朝どれ野菜や果物が一堂に集い、各エリアの農産物から作
られるこだわりの加工品を購入できるのが、農産物直売所の魅力！

11 ❶ JA東京あおば「とれたて村石神井」　 ●

●

●

●

●

❻ JAマインズ「マインズショップ西府店」

❼ JA町田市「アグリハウス忠生」

❽JA東京みなみ「ファーマーズマーケット東京みなみの恵み」　

❾ JAあきがわ「秋川ファーマーズセンター」 

10 JA西東京「かすみ直売センター」

農林水産を買う！
東京の特産品を
あれこれショッピング

東京産の極上の農林水産物を使った加工品は品揃えが豊富でおみやげにも最適。清らかな水と
良質の米から生まれる地酒も魅力的だ。JAの農産物直売所をはじめ各種専門店でお気に入り
の特産品を見つけよう。 府中市産の生みたて新鮮卵をふんだ

んに使い手作り。しっとりふわふわで、
素朴な味わい。1個125円

髙野養鶏場の
手作りむしパン❻

畜産物

8 9


