西東京産のコマツナを使用し、JA と西東
京市がコラボして作った商品。ピリリと辛
く、ほんのり苦い大人の味。1袋410円。
ïïïïï ïï

ï

御菓子司 新小金井 亀屋の
とまと羊羹

ココで買える！

旭製菓本社工場直売店

K 西東京市泉町5-16-3 k 西武保谷駅
から徒歩15分 J8時30分〜18時30分
i 無休 p5台

ïïïïï ïï

中谷製菓の
柳久保かりんとう
東久留米で作られる柳久保小麦粉
を使用。程よい甘さとサクッとした
食感が後を引く。
黒糖
（沖縄産）
とアー
モンドの2種。各400円。
ï

ï

ココで買える！

御菓子司 新小金井 亀屋

●おんかしじ しんこがねい かめや

t042-381-3074

K 小金井市東町4-8-15 k 西武新小金
井駅から徒歩1分 J10〜20時 i 不定
休 p なし

ココで買える！

中谷製菓●なかたにせいか

ïïïïï ïï

t042-471-5321

ï

ココで買える！

信濃屋●しなのや

K 東久留米市南町3-10-29 k 西武花
小金井駅から西武バス滝山団地行きで
10分、グローブライド入口下車、徒歩
10分 J9〜17時 i日曜 p5台

花き・植木

信濃屋のうど羊羹
立川産のウドを練り込み、ウドの風味を生
かした羊羹。鮮やかな緑色が斬新。1本350
円➡ P４ファーマーズセンターみのーれ立川

t042-524-4708

K 立川市富士見町2-13-4 kJR 立川駅
から徒歩13分 J9〜19時 i 無休
p1台

乳製品

高野養鶏場の
手作りむしパンと手づくりぷりん
生みたての新鮮卵をふんだんに使ったスイー
ツ。蒸しパンはしっとりふわふわ、プリンはしっ
とりなめらかで、しみじみとおいしい。手作り
蒸しパン１個125円、手づくりぷりん1個150円。
➡ P8JA マインズ西府支店

江戸時代に、地方から江戸に植木が集まっ
たことから、日本の植木生産をリードして
いる東京。和洋を問わず庭を華やかに演出
してくれるカエデは人気の定番樹種。イロ
ハモミジ2160円など➡ P6JA 東京むさし各
店舗
ïïïïï ïï

ï

ココで買える！

司メープル●つかさめーぷる
t 042-324-0458

K 国分寺市北町3-18-4 kJR 国立駅か
ら立川バス東京創価小学校行きバス
で15分、並木町下車、徒歩５分 J9〜
17時 i 無休 p10台

15

真っ赤な葉がクリスマスムードを盛り上げ
るポインセチア。ピンクや乳白色、つぼみ
を包む苞がカールしたものなど色も形もさ
まざま。11月中旬〜12月中旬、500円〜
ïïïïï ïï

ï

ココで買える！

松本園芸●まつもとえんげい
t042-321-7865

K 国分寺市東戸倉2-23-8 k 西武恋ケ
窪駅から徒歩15分 J4〜6月、11〜12
月の9時〜16時30分 i 無休 p10台

小平酒販組合の
小平ブルーベリー
ワイン
小平で生産されたブルー
ベリーとカナダ産ブルーベ
リー、アメリカ産のブドウを
ブレンド。酸化防止剤を一
切使用しない自然派のワイ
ン。1580円
（720㎖）➡ P6JA
東京むさし国分寺ファー
マーズマーケット、小平
ファーマーズマーケット

左／深みのある甘酸っぱさが絶妙のルバーブの
コンフィチュール。
ほかにルバーブ＋ブルーベリー
がある。各500円
（150g ）右／小金井公園の花か
らとったハチミツ。1250円
（200g ）➡ P14 小金井
ファーマーズ・マーケット

JA 東京みどり
オリジナルの
うどドレッシング
立川の特産品・ウドを使った
ドレッシング。サラダはもち
ろん肉・魚などの焼き物の隠
し味にも。580円
（190㎖）
➡ P4ファーマーズセンター
みのーれ立川

小山ファームの
ハーブオイル
自家栽培のハーブ（ニンニク、ベイリーフ、
トウガラシ、ローズマリー）を使ったハー
ブオイル。448 円（110g）
ïïïïï ïï

ï

ココで買える！

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」

にごりやのジャム
自家農園で採れる新鮮な野菜をはじめ、地域で収
穫した季節の果物を使った手作りジャム。くり、か
りん、ゆず、いちじくなど種類も豊富。525円
（160g）
➡ P6JA 東京むさし各店舗、P９にごりや農園

フルーツ
アイス工房ヴェルデの
ジェラート

松本園芸のポインセチア

大堀ファームの
自然のめぐみ小金井公園
confitureとはちみつ

t 042-385-3281

K 小金井市本町1-13-6 kJR 武蔵小金
井駅から徒歩7分 J9〜16時 i 日曜、
祝日、3・9月の最終平日 p5台

小坂農園の
ジンジャーシロップ

ワイン
司メープルのカエデ・モミジ

加工食品

買えたらラッキー♪

t042-421-4156

その土地の名前が付いた野菜や果物がいくつもある北多摩エリア。
少量生産、数量限定、期間限定品も多いので、買えたらラッキー！
見つけたら即、ゲットしよう。

小金井産のトマトをふんだんに使用した
羊羹。トマトの香りがほんのりと口の中に
広がる。1棹980円。➡ P6JA 東京むさし各
店舗

●あさひせいかほんしゃちょくばいてん

ïïïïï ïï

菓子・
スイーツ

レア物大集合

旭製菓本店の
小松菜かりん糖

果樹園久安の
高級ハウスブドウ

自家牧場のしぼりたて牛乳と東京産
（主
に多摩地域 ）の旬の食材を使ったジェ
ラート。シングル260円、ダブル330円。
ïïïïï ïï

ï

なかには一房5万円もするブドウ
もあり、都内セレブ御用達の “ お
持たせ ”としても密かな人気。

ココで買える！

アイス工房ヴェルデ
●あいすこうぼうゔぇるで

t042-560-6651

K 武蔵村山市三ツ藤1-80-3 k 西武
武蔵砂川駅から車で10分 J11〜18
時
（10〜3月は〜17時30分 ）i 火曜 (1
〜2月は月〜金曜、祝日の場合は営業)
p10台

江戸東京野菜の谷中生姜を
たっぷり使ったシロップ。ド
リンクやスイーツ、料理と、
使 い 方はいろいろ。1512円
（200㎖）➡P6国分 寺ファー
マーズ・マーケット

保谷梨
木になったまま完熟させる「木成り完熟 」
方法で栽培されるため、ほどよい甘みと
ジューシーな果肉、爽やかな食感がある。
食べる1時間くらい前に冷蔵庫で冷やそう。
時価。

ïïïïï ïï

ï

ココで買える！

果樹園久安●かじゅえんきゅうあん
t 042-391-0529

K 東村山市恩多町4-23-4 k 西武東村
山駅から徒歩15分 J8月中旬〜9月下
旬10〜17時 i 無休 p10台
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