食品

ジャム

梅ジャム

昔懐かしい味わいが人気。
1瓶540円➡ P15 グリーンセン
ター

ブルーベリーワイン

ベリーのささやき

ジャム

地ビール

ゆずジャム

多摩の恵

檜原特産のユズを使ったジャム
は、すっきりとした甘さが評判。
地元女性グループの手作り。
432円(120g) B

ハム

燻製

ワサビ加工品

奥多摩やまめの燻製

Souvenir

のりわさび＆
本わさび漬

奥多摩ワサビを使用した商品。
刺激的辛さがクセになりそう
なのりわさびや、定番のわさ
び漬けはお酒にもピッタリ。
極上のりわさび630円(140g)/
極上本わさびわさび漬540円
(140g) C

東京都の水産試験場が開発し
た奥多摩やまめの燻製。奥多摩
の養殖場育ちで、キメの細かい
身としっとりした脂が美味！
864円➡ 水と緑のふれあい館
t0428-86-2731ほか

大多摩ハム

シュトゥーベン・オータマで国内産の豚肉を
使用し伝統的ドイツ製法で作られるハムや
ベーコン。東京都のブランド豚 TOKYO X の
ロースハムスライス526円 (75g) など➡ P8
シュトゥーベン・オータマ

おやき

じゃがいも焼酎

福生市内の酒造メーカーで造られる東京
の地ビール。清酒造りにも使用する自社の
地下天然水を使用している。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 A

HINOHARA（ひのはら ）

檜原村特産のジャガイモを原料にした焼
酎。
サツマイモで造るイモ焼酎に比べ、あっ
さりとした味わい。1600円 (720㎖)/ 檜原
手ぬぐい付き1800円 B

農産物の魅力がギュッと詰まった

おみやげ
セレクション
東京都でも、
広大な農地を有する西多摩エリアには、
大地の恵みを活かしたおいしいものがいっぱい。
期間限定、数量限定品もあるので、見つけたら即買い！

クラフト

はがき

東京牛乳

もらった人はきっとうれしい
多摩産材のはがき。164 円 B

東京牛乳ラスク

和紅茶ティーバッグ

瑞穂町の茶畑から生まれた紅茶。
優しい口当たりが特徴だ。540円
E

東京牛乳

日本茶

東京牛乳サブレ

東京狭山茶

濃厚な味と香りが身上の東京狭
山茶。一口飲んでみれば味の違
いは歴然。1296円 E

苔玉
（こけだま）

丸いフォルムがかわいい苔玉は
市内の榎戸園で作られたもの。イ
ンテリアとしても人気がある。➡
P14・15 JA 西東京各直売所

東京牛乳の味がしっかり感じら
れるサクサクのサブレ。514円(8
枚入り) ➡ P14各 JA 直売所

秋川渓谷おやき のらぼう

五日市特産のノラボウ菜の餡が入ったおやき。自
家製みそと地元産の醤油で味付け。五日市ファー
マーズセンター
「愛菜 」
（➡P15）でも購入できる。
1個108円 D
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おやき・梅干し

おやき＆梅干し

地元農家のお母さん手作り。おやきは季節に
よって具が変わる、梅干しは実が熟してから
つけるので超やわらか！おやき1個324円、梅
干し972円(1㎏) ➡ P15 グリーンセンター

多満自慢
東京の森

新月の日に伐採した杉を仕
込んだ酒に漬け込み、風味
豊かに仕上げてある。まさ
に東京の森を感じることの
できるリキュール。
1080円(720㎖) A

レトルトカレー

奥多摩カレー

奥多摩の山間に100年以上伝わる昔
懐かしいジャガイモ
「治助イモ」とヘ
ルシーな奥多摩の鹿肉が入ったレト
ルトカレー。450円➡奥多摩町観光案
内所 t0428-83-2152ほか町内の店舗

A 石川酒造

●いしかわしゅぞう

東京牛乳

東京牛乳

都内の酪農家が生産する生乳を
使用し、毎日限定生産されている。
249円(1ℓ)➡P14各 JA 直売所

t 042-553-0100

K 福生市熊川1 kJR 拝島
駅から徒歩20分 J8時30
分～17時30分 i 土・日曜
p15台

●やまぶきや

t042-598-0429

K 西多摩郡檜原村柏木野
847 kJR 武蔵五日市駅か
ら西東京バス数馬行きで
35分、宮の沢下車すぐ J9
時30分 ～17時 i12月 中
旬～3月 p8台

C 千島わさび園
●ちじまわさびえん

t0428-85-1872

K 西多摩郡奥多摩町丹三
郎8-2 kJR 川井駅から徒歩
15分 J9時30分～17時30
分 i 無休 p10台

B

ワイン

青梅市産の甘口の白ワイン
で品種はリースリング。青梅
市の姉妹都市であるドイツ
のボッパルト市から贈られ
たブドウをもとに造られて
いる。市内の酒販売店でも購
入できる。
1300円 (720㎖) ➡ P15 かす
み直売センター

まな板に最も適していると
いわれるイチョウを使用。
カスタマイズ OK。1000円前
後〜 F

B やまぶき屋

檜原村のユズを使ったワイ
ン。村内の酒販店でも購入
可。1400円（720 ㎖） 800
円
（500㎖） 400円
（180㎖）

ボッパルトの雫

まな板

ココで買える！

おやき

園芸

ミルキーな風味とカリカリ食感
がたまらない。514円(14枚入り)
➡ P14各JA直売所

ゆずワイン

檜原村特産
ゆずワイン

地酒

多摩産材

紅茶

お酒

農薬や化学肥料不使用の自然栽培で
育てた、ベリーコテージのブルーベ
リーのみで造られたまろやかなワイン。
2800円 (720㎖) ➡ P6 スモールフルー
ツランドベリーコテージ

D 菓子処 桝屋

●かしどころ ますや

t042-596-0039

K あ き る 野 市 五 日 市836
kJR 武蔵五日市駅から徒
歩10分 J9～20時 i 不定
休 p2台

E 藤本園

●ふじもとえん

t042-557-0652

K 西多摩郡瑞穂町大字駒
形富士山209 kJR 箱根ヶ
崎駅から徒歩15分 J9～
19時 i 水曜 p2台

F みやび工房
●みやびこうぼう

t 042-597-7411

K 西多摩郡日の出町大久
野6700 kJR 武 蔵 五 日 市
駅から西東京バス福生駅行
きで5分、萱窪下車、徒歩
17分 J10 ～17時 i 月 曜
定休 p20台
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