
小平糧（かて）うどん
小平は、昔から水の乏しい土地で水田
がなく、小麦など中心に生産され、正月
やお盆などには、収穫した地粉でうどん
を打つ習慣がありました。小平糧うどん
は、冷たい盛うどんを糧（ホウレンソウ、
ダイコン、ナスなどの茹でた野菜）と一緒
に温かいつゆに入れて食べます。土曜・
日曜日は、小平ふるさと村でも味わうこ
とができます。（要、日程確認）

600円前後（店によって異なる）
小平麺業組合加盟店他
産業振興課

e042-346-9533

値段
販売場所
問い合わせ先

西武多摩湖線、青梅街道駅徒歩１分のＪＡ東京むさし小平経済センター共
同直売所には、日曜日・祝日を除く毎朝、市内の各農家が大切に育てた農
産物が持ち寄られ、所狭しと並びます。一品ごとに生産者の名前が表示さ
れているため、安心して新鮮な季節の野菜・果物・植木・花などを購入するこ
とができます。午前9時のオープン前には、行列もできるほどの人気です。

ＪＡ東京むさし小平経済センター共同直売所

小平市の特産品・加工食品

世帯数…84,494世帯
人口……183,992人（男／91,429人　女／92,563人）小平市

小平市は、約350年前に江戸市中への給水
を目的とした玉川上水の開削を契機に人が
住むようになりました。名前のとおり平坦で水
の利の悪い土地柄でしたが、玉川上水から
水を引き入れて新田開発が始まりました。
戦後は、都内の市場へ野菜を出荷したり、市
内でも住宅建設が進んで多くの人が住むよ
うになったため、野菜の消費・生産が活発に

なりました。都市化によって農家数・農地は
減りましたが、今では、野菜のほか、ブルーベ
リー・小平梨・うどなどが生産され、花の栽培
も盛んです。
小平の農家の人達には、先人達から引き継
いだ開拓の精神が脈 と々受け継がれており、
日々、新鮮で安全・安心な農産物を提供し
ようとがんばっています。

4〒187-8701 小平市小川町2-1333 e042-346-9533（産業振興課） r042-346-9513（産業振興課）

玉川上水

小平梨
小平での梨の栽培は、昭和22年に
市内大沼町の農家が梨作りの第1歩
を踏み出しました。その後、研究・栽
培が続けられ、昭和30年ごろには栽
培農家も増えて組合が結成されたり、
宅配便の普及とともに、おいしい梨が
広く提供できるようになりました。
市内では35戸の農家で栽培されてい

ます。栽培面積12ｈａ、収穫量224ｔ
（都内第2位）を誇るほどに成長しまし
た。

500円前後／kg
市内の生産農家他
産業振興課

e042-346-9533

値段
販売場所
問い合わせ先

ブルーベリー栽培発祥の地こだいら
小平市は、日本で初めてブルーベリー
栽培が始まった「ブルーベリー栽培発
祥の地」です。昭和43年、東京農工
大学の教授がアメリカから持ち帰った
苗木を、教え子である小平の農家に
託したことから栽培が始まりました。長
い栽培経験で培われた美味しいブル
ーベリーは市内農家の直売所で販売
されています。

500円前後／200g
市内の生産農家他
産業振興課

e042-346-9533

値段
販売場所
問い合わせ先

4小平市小川町2-1827
8http://www.jakodaira.com/Cyokubai/Cyokubai.htm
e042-348-7244 r042-341-5989
65台　19:00～16:00 2日曜・祝日・年末年始

ブルーベリー関連商品

商品によって異なる
小平ブルーベリー協議会会員店
産業振興課 e042-346-9533

値段
販売場所
問い合わせ先

小平ブルーベリー協議会会員店では、美味し
い小平産ブルーベリーを、いつでも味わってい
ただくため、ジャムや洋菓子・和菓子、発泡酒
などの加工品を販売しています。協議会では、
ブルーベリーをつかった新たな商品を開発して
いきますのでご期待ください。
また、毎年8月上旬に花小金井駅前でブルー
ベリーまつりが開催されます。旬のブルーベリ
ーの即売のほか、楽しい企画を用意してお待
ちしております。

ぶるべー

主な直売所

イメージキャラクター「ぶるべー」



10:00～13:00
15:00～17:00

6～12月
1～3月（自宅）

小平市農産物直売所 市外局番042-

ツルバラ、菊、花壇用苗など

梨、ぶどう、もも
8～10月・・・梨　　8～9月・・・ぶどう
7～8月・・・ブルーベリー、野菜（通年）

梨、ぶどう、季節の野菜
梨、柿、ほうれん草、小松菜、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ねぎ、たまねぎ、トウ
モロコシ、いんげん、枝豆、じゃがいも、にんじん、大根、里芋、トマト、なす、きゅうり

ぶどう（ぶどう狩り）、ブルーベリー、野菜全般、切花

梅、梨、栗

梅、梨、ブルーベリー、キウイなど
花の摘み取り、トウモロコシなど、野菜収穫体験、

ブルーベリー摘み取り（店頭販売あり）

梨、ぶどう、野菜全般

柿、ぶどう、ブルーベリー、キウイ、露地野菜全般、花（切り花）

ブルーベリー、ブラックベリー、ジャム

シクラメン、ガーデンシクラメン、ベコニア、マリーゴールド

季節の野菜（キャベツ、白菜、ブロッコリー、たまねぎ、トウモロコシ、枝豆、
じゃがいも、大根、トマト、なす、きゅうり）切花、花苗（4～6月、10月～12月）

季節の野菜、果物、花、植木など

切り花、花の摘み取り

季節の野菜（トウモロコシ、トマト、枝豆、ウド等50品目以上）
季節野菜の漬物、自家製のジャム、野菜入りシフォンケーキ

切り花、花の摘み取り、花苗

梨、すもも、季節の野菜、漬物、ジャム
体験農園

季節の野菜

イチゴ（摘み取り）
イチゴ高設栽培

季節の野菜、花
体験農園

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 小野義雄 341-6440 畑 木曜定休 F-2

2 藤森英明 090-1555-5661 農家の奥の畑 通年 不定休 10:00～18:00 F-1

3 若林金善 341-7923 庭先、JA 通年 不定休 9:00～16:00 ビオラ、マリーゴールド、ペチュニア、インパチェンス、ガーベラ F-2

4 小山淳 341-0592 庭先 ４月～１１月 平日 F-2

5 吉沢美智男 341-2061 駐車場脇 8～10月 9:00～17:00 F-3

6 井上誠一 341-0601 庭先 通年 不定休 不定 F-3

7 竹松勇 343-8577 畑 通年 平日 9:30～15:00 F-3

8 加藤芳男 341-4472 畑 4～12月 平日 10:30～17:00 F-3

9 小川裕明 090-3524-7443 畑 4～12月 日曜定休 F-2

10 久米康裕 341-6432 畑 1～12月 不定休 F-2

11 粕谷英雄 323-1892 畑 5～3月 雨天休業 G-2

12 小林栄次郎 321-3045 農家の奥の敷地内 6～10月 不定休 不定 G-3

13 小林幸夫 325-1619 G-3

14 福島浩幸 090-6503-7274 庭先 1～5月 月曜日定休 10:00～15:00 F-4

15 内堀眞一 341-6286 農家の奥の庭先 平日 9:00～17:00 E-4

16 深谷勉 327-0644 畑 通年 月曜日定休 10:00～17:00 F-4

17 竹内博行 341-1804 畑 4～12月 不定休、雨天休業 10:00～日没 F-4

18 吉野光政 341-5624 畑 通年 雨天休業 9:00～日没 F-4

19 尾 一三 341-7236 庭先 不定休 9:00～14:00 梨、栗、キウイ E-4

20 中村利行 090-1459-3925 庭先 5～12月 不定休 9:00～日没 E-4

21 川原喜重 341-2842 庭先 通年 10:00～18:00 野菜全般、梨、柿、ブルーベリー、夏みかん E-4

22 中村正男 342-3022 庭先 通年 不定休 9:00～ 枝豆、トウモロコシ、葉物野菜、根菜類、果菜類、40品物位 E-4

23 島村速雄 461-7824 通年 不定休 13:00～18:00 F-5

24 a橋清一 462-2405 庭先 4～12月 9:00～夕刻 F-5

25 梅室善之 462-4612 庭先 通年 不定休 9:00～18:00 F-4

26 348-7244 通年 9:00～16:00 F-3

15:00～18:00（5～8月）
11:00～16:00（9～2月）

8:30
9:00～10:30

平日
月・水・金曜日

通年
5～12月

庭先
道路に面した郵便局脇

平日（11/20～
年末までは無休）

1～2月
5～12月

9:00～12:00
14:30～夕暮れ

9:00～12:30
14:30～17:00

ＪＡ東京むさし小平経済
センター共同直売所

ＪＡ東京むさし小平経済
センター共同直売所

庭先
JA東京むさし小平店

日曜・祝日・
年末年始定休

毎週木曜定休日（9月～4月）、
年末年始休み（12/29～1/7）

8月上旬～
10月上旬（梨・栗）

9:00～12:30
14:30～17:00




