
俺達のソース
200㎖ 500円
JA東京みらい東村山地
区青壮年部が企画した、
東村山産の野菜＆果物を
使用した中濃ソース。ほ
のかな酸味とコクがあり、
肉との相性バツグン

JA 東京みらいJA 東京みらいJA 東京みらい

おいしい
トマトドレッシング
190㎖450円
国分寺産トマトを使い、合成保
存料・化学調味料不使用。さら
りとした食感

島村ブルーベリー園の
ブルーベリージャム
260g 1080円
知る人ぞ知る島村ブルーベ
リー園（→P9）のジャムは
グラニュー糖のみを加えて
煮込んだもの

ブルーベリーアイス 268円
小平産のブルーベリー使用のア
イスは自然の甘さが際立つ（小
平店のみ）

園芸相談もで
きる

JA 東京むさしJA 東京むさし 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」

武蔵野新鮮館
「ムーちゃん広場」

三鷹緑化センター
「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

●むさしのしんせんかん
　むーちゃんひろば

●みたかりょっかせんたー
 　むーちゃんひろば

国分寺市武蔵野市 三鷹市

地元農家から出荷される新鮮野菜
のほか、花、植木、卵も販売。目玉
は国分寺産トマトを使ったドレッシ
ング。サラダのほかにパスタや魚・
肉料理にも使えると大好評。

売り場には常に新鮮な野菜が揃う。
季節を彩る花苗や、精米したての米、
JA 東京むさしのプライベートブラ
ンド「ムーちゃんS’キッチン」の餃
子やドレッシング、煮物などの加工
品も人気だ。

天井が高く明るい店内では、観葉
植物や季節の花、屋外では大きめ
の植木を販売している。農畜産物
コーナーには、三鷹市の農家で栽
培されている採れたて野菜が並ぶ。

t042-348-7244t0422-54-7150 t0422-48-7482

K国分寺市東
恋 ケ 窪4-23-
8 k西武恋ヶ
窪駅から徒歩5
分 J10～17時 
i3・9月の最終
平日 p50台

K武蔵野市西久
保1-18-10 kJR
三鷹駅から徒歩
8分 J10 ～17
時i3・9月の最
終平日 p7台

K三鷹市新川6-30-22 kJR三鷹駅から小
田急バス野ヶ谷行きで8分、三鷹農協前下
車、徒歩5分 J9～17時 i3・9月の最終平
日 p30台

JA 東京むさしPB 商品は要チェック！地場の新鮮野菜が並ぶ 都内最大級の植木売り場をもつ

天上が高く明るい店内
新鮮野菜が常時並んでいる

市内産の新鮮な農産物や果物を販売。目玉は都内
最大の生産量を誇るニンジン。これを使用したジ
ュースやジャムが大人気。カロテン豊富で栄養満
点の逸品。

地元で収穫した「新鮮で安心な野菜」が自慢の農
産物直売所。東久留米市特産の柳久保小麦を使
ったかりんとうや、うどんなどの加工品も販売し
ている。

新鮮な農産物や花のほか、ジャム、切干大根、漬
け物などの加工品も販売。イチオシは JA 東京み
らい東村山地区の青壮年部が企画した市内産野
菜・果実使用の「俺達のソース」。

t042-491-4500 t042-475-0022t042-393-5324

K清瀬市中里5-846
k西武清瀬駅北口か
ら西武バス旭ヶ丘団
地行きで6分、宮の台
住宅下車、徒歩2分
J9時～16時30分
i日曜、祝日p10台

K東久留米市幸町3-7-
2 k西武東久留米駅
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、祝 日p10台

K東村山市本町1-16-
5 k西武東村山駅か
ら徒歩15分 J9時～16
時30分 i日曜、祝日 
p5台

清瀬市特産のニンジンは
生でも加工品でもおいしい

東久留米市の特産品、
柳久保小麦を使った加工品が充実

周辺の住民にも人気の直売所
若手農家が企画したソースがおすすめ

2017 年秋には新店舗
オープンを予定している

柳久保小麦を使った商
品はぜひゲットしよう季節の果物も人気

みらい清瀬新鮮館 みらい東久留米新鮮館みらい東村山新鮮館
●みらいきよせしんせんかん ●みらいひがしくるめしんせんかん●みらいひがしむらやましんせんかん

清瀬市 東久留米市東村山市

柳久保ラーメン
2食入り 378円
柳久保小麦を使用し
た中華そばは、昔なつ
かしい味

柳久保うどん
200g 324円
東久留米産柳久保小麦70％、
国産小麦30％を使用した乾麺。
香り高い麦の風味を味わえる

キウイフルーツジャム
195g 400円
東村山産のキウイフルーツを
使った保存料・着色料無添加の
手作りジャム。ヨーグルトにか
けて召し上がれ

にんじんジュース　
ベータキャロット100％　
600㎖ 800円（左）
ミックス
600㎖ 830円（右）

にんじんジャム　
150g 650円

カロテン含量が豊富なニンジン「ベータキャロット」
を真っ赤に熟した状態で収穫し、おいしいジュー
ス＆ジャムに

B C

おいしい
ブルーベリーソース
220㎖ 699円
小平産のブルーベリー
がたっぷり！ヨーグル
トによく合う

三鷹のキウイフルーツ
600g 250円〜
三鷹市は都内一のキウ
イフルーツの生産地。
加工品であるキウイワ
インやキウイフルーツ
ジャムも人気

JA 東京むさし

M
ark

et

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

小平市

ブルーベリーで知られる小平市に、
地域最大級の大型直売所として新
装オープン。ブルーベリーはもちろ
ん、小平産の野菜、特産品の「コダ
イラブランド」も販売。

t042-348-7244

K小平市小川
町 2 -1827 k
西武青梅街道
駅から徒歩2
分 J9～17時 
i3・9月の最終
平日 p30台

2016年10月新装オープン！

青梅街道沿いにある

お目当ての野菜があるなら午前中が狙い目
早起きして出かけよう！！

新
鮮
食
材

買
う
な
ら
コ
コ
！

こののぼり旗を
見つけて！

農家が丹精込めて
育てた野菜がいっぱい！

67

とまとのたれ
200㎖ 750円
清瀬市のトマト農家で
作られた完熟桃太郎ト
マトを使用した贅沢な
一品。コロッケやハン
バーグ、パスタの味付
けに一味加えたいとき
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三鷹のギンナン
100ｇ 200円〜
通常よりも大粒で味のよい
三鷹産のギンナンは人気
が高い B

B


