
主な直売所

店内に生産者の顔写真を掲示し「顔の見える農業」を実施しています。
毎週、水曜日に「水曜市」を開催し、通常より安い価格で販売しています。
定期的にイベントを開催し地域のみなさまに愛される直売所を目指してい
ますので、ぜひご来店ください。

4清瀬市中里5-846 8http//www.ja-tokyomirai.or.jp/agri/dshop.html
e042-491-4500 r042-492-2888
67台 1AM9:00～PM4:00 2日曜・祝日・年末年始

みらい清瀬新鮮館

清瀬市の特産品・加工食品

ピュアホワイト
市内農家の有志の10数軒が「きよせピ
ュアホワイト倶楽部」を設立し、白いトウ
モロコシであるピュアホワイトの栽培に取
り組んでいます。白いトウモロコシは他の
品種と交配しやすく、虫食いもされやすい
ことから、大規模栽培が難しく、幻のトウ
モロコシと呼ばれ珍しいそうです。糖度が
高く、甘くておいしいピュアホワイトを皆さ
んもぜひご賞味ください。

150～200円 6月下旬～7月中旬
市内直売所で販売
産業振興課

e042-492-5111（内線242）

値段 時期
販売場所
問い合わせ先

葉つきサラダ大根
葉つきサラダ大根は、少人数家族向け
のミニサイズの大根です。根の部分は22、
23cmと従来の大根の半分、葉は40cm
前後で、従来のミニ版にも見えますが、
食べてみると甘く、大根特有な臭みがあ
りません。肉質がきめ細やかで、葉には、
従来の大根より鉄分が2倍以上、カルシ
ウム、カロチンも多く含まれています。

100～150円　
5月中旬～6月中旬、11月～12月中旬

市内の直売所などで販売
産業振興課

e042-492-5111（内線242）

値段
時期
販売場所
問い合わせ先

清瀬にんじん焼酎「君暮らす街」
清瀬にんじん焼酎「君暮らす街」が誕生
して3年目の今年は、β-カロテンたっぷ
りで、クセのない「βキャロット」という新
品種のにんじんを原材料として醸造しま
した。
平成21年6月15日（月）から市内20の取
扱酒販店で一斉に発売しています。

720ml入りで税込み1本1,300円
市内20の取扱酒販店
清瀬商工会

e042-491-0271

値段
販売場所
問い合わせ先

きよせにんじんジャム
清瀬市は東京一の「にんじん」の生産高
を誇っています。この「にんじん」を使って
「ジャムを作ってはどうだろう」ということから
「きよせ・にんじんジャム」が誕生しました。
材料はもちろん「清瀬産にんじん100%」。
これにりんご、レモンを加えて食べやすくし
ました。にんじんにはβ-カロテンが含ま
れており、トーストはもとより、ヨーグルトに
混ぜてもおいしく召し上がれます。

420円／個
市内38ケ所販売店
清瀬商工会

e042-491-0271

値段
販売場所
問い合わせ先

世帯数…32,407世帯
人口……73,770人（男／35,819人　女／37,951人）清瀬市

清瀬市は、都心から近くにありながらいまだ武
蔵野の面影を多く残す雑木林や屋敷林、農
地そして、市内を流れる二つの河川など緑豊
かな自然環境に恵まれています。
農業は都内有数の農業基盤を有し市の総
面積の約2割が農地を占め、そこで生産され
る人参は都内1位の生産量を誇っているほ
か、ほうれん草、里芋、大根など数多くの農

産物が生産される農業地域です。
また夏季には、トウモロコシや枝豆、トマトな
どの夏野菜を販売する直売所が市内各地
に現れ、夏の風物詩となっています。

4〒204-8511 清瀬市中里5-842 e042-492-5111（代表）（内線241・242（産業振興課）） r042-492-2415（産業振興課）

武蔵野の面影を残す田園風景



清瀬市農産物直売所 市外局番042-

番号 代表者 連絡先 販売場所 期間 曜日 時間 販売農産物 索引

1 村野勲 491-6249 畑 6月中旬～7月下旬 毎日 10:00～18:00 C-5

2 斉藤均 491-5207 畑 通年 毎日 10:00～18:00 B-5

3 村野智宏 491-5260 畑 1～2月、5～12月 10:00～18:00 C-5

4 海老沢勝雄 491-0209 畑 C-5

5 松村健治 491-0677 庭先 通年 不定休 10:00～18:00 C-5

6 岩田一順 491-2660 畑 1～12月 月・水・金曜日 15:00～18:30 C-6

7 村山昇 491-2963 畑 通年 不定休 午後 C-6

8 小寺和幸 491-3243 畑 通年 不定休 10:00～13:00 C-6

9 松村新一 491-3246 駐車場脇 1～12月 不定休 14:00 B-6

10 横山暁 493-8939 畑 通年 不定休 10:00～18:00 B-6

11 荒井大悟 491-7286 庭先 通年 10:00～18:00 B-6

12 野村浩敬 491-6640 畑 通年 不定休 B-6

13 小寺一成 491-6161 庭先 通年 毎日 9:00～19:00 B-6

14 金子秀計 090-1859-8776 畑 通年 毎日 9:00～18:00 A-6

15 坂間利司 491-5313 畑 7月中旬～9月上旬 A-6

16 岩田英明 491-3402 庭先 平日・土曜日 A-6

17 松村幸一 491-2375 農家の奥の庭先 通年 不定休 9:00～日没まで B-5

18 松村吉男 491-2026 庭先 3月～12月 平日・土曜日 9:00～18:00 C-5

19 松村直夫 491-2373 畑 通年 不定休 9:00～18:00 B-5

20 山下浩文 491-3657 畑 11:00～ B-5

21 090-1859-8776 JA前 毎週金曜日 金曜日 9:00～11:00 C-5

22 みらい清瀬新鮮館 491-4500 みらい清瀬新鮮館 通年 9:00～16:00 B-5

夏…アスパラガス、トウモロコシ、枝豆、トマトなど
冬…ほうれん草、小松菜、にんじん、大根など

グリーンアスパラ、ほうれん草、トウモロコシ、枝豆など
季節の野菜（きゅうり、なす、トマトなど）

季節の野菜（ほうれん草、小松菜、じゃがいも、にんじん）

ほうれん草、ブロッコリー、カリフラワー、ねぎ、ピーナッツ、
大根、にんじん、里芋、かぶ、さつまいも

季節の野菜
ブルーベリー、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、大根、

トマト、なす

野菜

季節の野菜
ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、トウモロコシ、枝豆、じゃがいも、にんじん、

かぶ、里芋、ごぼう、しょうが、トマト、なす、きゅうり、切花、ハーニップ
ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、トウモロコシ、枝豆、

にんじん、トマト、なす

野菜
青パパイヤ、パッションフルーツ、アイスプラント、季節の野菜（ほうれん草、

キャベツ、レタス、トウモロコシ、大根、キュウリ、トマト、なすなど）

ブルーベリー
ほうれん草、にんじん、里芋、ごぼう、かぶ、大和芋

夏…トウモロコシ、枝豆、トマト、きゅうり
にんじん、枝豆（6～11月）、ほうれん草、小松菜、ブロッ
コリー、じゃがいも、かぶ、里芋、大根、すいかなど

ブルーベリー、ジューンベリー、柿、やまもも、ほうれん草、ブロッコ
リー、ねぎ、じゃがいも、にんじん、里芋、トマト、なす、きゅうり、花束
トウモロコシ、じゃがいも、にんじん、トマト、なす、きゅうり、

その他一般地野菜
3～4月…アスパラガス 6～7月…トウモロコシ、トマト、
枝豆など 11～12月…キャベツ、ブロッコリー、大根など

季節の野菜

果樹、野菜、花

平日・土曜日
雨天休業

トウモロコシ直売
はほぼ毎日

平日・日曜日
雨天休業

8月13、14、
15日は定休

14:00～18:00（4～8月）
13:30～17:00（10～12月）

14:00～19:00（夏）
10:00～（通年）

9:00～12:00
15:00～18:00
8:00～18:00※都合
により10時開始もあり

4～8月
10～12月

通年（不定期）
※品物がない時は休み

3～4月、6～7月
11～12月

不定期（直売期間中、
2日に1度程度休業）

清瀬市朝市会会長金子秀計

ほうれん草など
夏…トウモロコシ、枝豆

トウモロコシ、枝豆

日曜・祝日・
年末年始定休




