
主な直売所

地元で収穫した新鮮で安心な農産物を多くの消費者の皆様に直接提
供する農産物直売センターです。農産物には、消費者から信頼され顔の
見える関係を築けるよう、全て生産者の名前を明記しているほか、売り場
には生産者の顔写真を掲示し、責任を持って販売しております。また、当
直売センターでは、より多くの人に利用してもらえることを目指し、定期的
に特別セール等のイベントを開催しています。ぜひ一度、ご来店ください。

4東久留米市幸町3-7-2
8http//www.ja-tokyomirai.or.jp/agri/dshop.html
e042-475-00222 r042-472-4744
67台　1平日・土曜日9：00～16：00 2日曜・祝日・年末年始

みらい東久留米新鮮館

世帯数…50,285世帯
人口……116,672人（男／57,656人　女／59,016人）東久留米市

東久留米市は、都心からのアクセスが充実し
ていながら、東京では非常に珍しい湧水や
武蔵野の面影を残す雑木林が点在する「水
と緑とふれあいのまち」です。
非常に農業が盛んで、ホウレンソウ・大根な
どは、都内でも有数の産地として知られてい
ます。また、特産品として幻の小麦と言われ
る、柳久保小麦の生産にも力を入れていま
す。

市内には直売所が多く点在し、地元農産物
を手に入れやすいこと、農業祭など農業関係
のイベントなども多いことが、市民と農業の結
びつきを強め、市民生活に潤いを与えていま
す。

4〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 e042-470-7743（産業振興課） r042-470-7811（産業振興課）

貴重な湧水

東久留米市の特産品・加工食品

柳久保小麦を使用したうどん・まんじゅう・パン・かりんとう
柳久保小麦の栽培は、嘉永四年、現在の東久留米
市柳窪の住人、奥住又右衛門氏が旅先から持ち帰
った一穂から始まったといわれています。この小麦か
らは良質の粉ができ、うどんにすると非常においしく
て香りがよく、また麦わらにも利用された重要な品種
でした。
しかし、この良質な小麦の生産も、戦時中の食糧増
産のなかで、収量が少ないこと、倒れやすいことなど、
量産が困難との理由で姿を消し「幻の小麦」となって
しまいました。
ところが近年、ご子孫に当たる奥住和夫氏が茨城
県にある農林水産省生物資源研究所に保存されて

いた種300粒を譲り受け、栽培し見事復活させました。
そして、増産のため市内の農家の方々の協力を受け、
これを特産品とすることができました。現在、この小
麦を原料としたうどん・まんじゅう・パン・かりんとうが
市内のお店で販売されています。

商品により異なる
下記に問い合わせ
東久留米市産業振興課

e042-470-7743

値段
販売場所
問い合わせ先

梅ワイン「梅うふふ」甘口・辛口
美しい水と緑に育まれた東久留米市には「梅」と
いう特産品があります。使用している「白加賀」と
いう品種の梅はとても良質で、市内の生産量も
多摩地区で6番目を誇ります。この梅を原料にし
て、大手ワインメーカーと共同開発したのが「梅う
ふふ」です。2006年の販売開始以来、香り豊か
で口当たりのさわやかな「梅うふふ」は老若男女
を問わず大好評！
2008年にはすっきり味の辛口「ドライ」も加わりま
した。現在、市内の酒販組合加盟店にて販売し
ています。
すてきな瓶やラベルデザインもセールスポイントです。

各880円

東久留米酒販組合加盟店

東久留米酒販組合
e042-473-0952

値段
販売場所

問い合わせ先



キャベツ、大根、ほうれん草、ブロッコリー、長ねぎ、白菜、
にんじん、小松菜

東久留米市農産物直売所 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 小沢隆宏 ── 庭先 5月中旬～12/30 不定休 11:00～日没 E-5

2 松本誠一 471-0536 農家向い畑 通年 不定休 日中 E-5

3 遠藤清美 畑 7～8月 不定休 午後 E-5

4 高野政則 471-2383 農家向い作業小屋敷地 通年 無休 日中 D-5

5 西川哲夫 471-0262 庭先 通年 不定休 日中 D-6

6 奥住光男 471-4639 庭先 通年 不定休 日中 D-4

7 島 正夫 庭先 4～12月 期間中不定休 日中 D-4

8 吉田勇 476-3452 庭先 通年 不定休 10:00～18:00 D-5

9 高橋功 474-0715 庭先 期間中不定休 午後 D-5

10 岸 良晴 471-2575 庭先 通年 不定休 日中 D-4

11 三沢敏雄 471-1615 畑 通年 無休 日中 E-5

12 野島孝宏 471-3179 庭先 通年 月曜～金曜 9:00～18:00 D-6

13 篠宮泰則 畑 12/1～9月下旬 期間中不定休 日中（イチゴは11:00～） D-6

14 貫井健一 471-3350 庭先 通年 10:30～19:00 D-6

15 吉田敏夫 471-2431 畑 通年 不定休 日中 D-5

16 町田毅 471-3347 庭先 通年 無休 10:30～19:00 D-6

17 榎本喜代治 471-2936 庭先 6～9月、11～1月 不定休 日中 E-5

18 奥住實 471-4641 庭先 7月下旬～10月下旬 期間中無休 9:00～17:00 E-4

19 庭先 8～9月、11～1月 期間中不定休 9:00～17:00 D-4

20 山下文蔵 道路を挟んだ農家向いの畑 通年 不定休 日中 E-5

21 篠宮優 庭先 通年 不定休 日中 D-6

22 高野浩輔 471-0537 畑 通年 不定休 日中 E-5

23 榎本新吾 471-0543 庭先 通年 無休（正月休） 日中 D-5

24 みらい東久留米新鮮館 475-0022 みらい東久留米新鮮館 通年 D-5

462-8050

471-3733

471-1113

471-0740

471-0632

417-1108

大島昇（大島農園）

ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、トウモロコシ、枝豆、
大根、トマト、きゅうりなど

トウモロコシ、枝豆、トマト、フルーツトマト、なす、きゅうり

ほうれん草、キャベツ、枝豆、大根、トマト、きゅうり、
小松菜、ブロッコリー、なす

たまねぎ、トウモロコシ、いんげん、枝豆、黒豆、じゃがいも、
トマト、なす、きゅうり、大根、ブロッコリー、なすなど

ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、枝豆、にんじん、
大根、里芋、トマト、なす、きゅうり、草花など

ほうれん草、白菜、枝豆、じゃがいも、大根、トウモロコシ

梨、ぶどう、枝豆、トマトなど
ほうれん草、キャベツ、白菜、トウモロコシ、枝豆、にんじん、

大根、トマト、きゅうりなど
5月中旬～6月上旬…梅、11月中旬～12月上旬…柿、

8月下旬～9月上旬…栗
ほうれん草、小松菜、キャベツ、ブロッコリー、にんじん、

大根、ねぎ、里芋
ほうれん草、トウモロコシ、枝豆、大根、にんじん、トマト、

きゅうり、季節の切花など
枝豆、つるなし豆、カリフラワー、大根、キャベツ、

大根の漬物など
12/1～5月下旬…イチゴ、トウモロコシ、枝豆、

5月下旬～9月下旬…トマト
ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、ブロッコリー、
トウモロコシ、枝豆、にんじん、大根、里芋など

柿、トウモロコシ、にんじん、大根、里芋、トマト、きゅうり、
ブロッコリー

ほうれん草、白菜、トウモロコシ、枝豆、にんじん、大根、
じゃがいも、里芋、にんじん、なす、きゅうりなど

夏・・・トウモロコシ、トマト、きゅうり
冬・・・ほうれん草、ブロッコリー

梨、ぶどう、プルーン
8月：ブルーベリー、8～9月：ブドウ、梨

11月～1月：キウイ
プラム、ほうれん草、ブロッコリー、ねぎ、トウモロコシ、枝豆、にん
じん、大根、じゃがいも、里芋、トマト、なす、きゅうり、ピーマンなど
ほうれん草、じゃがいも、里芋、ブロッコリー、白菜、

しょうが、枝豆、小松菜

果樹、野菜、花、植木

5月中旬～6月上旬、8月下旬～9
月上旬、11月中旬～12月上旬

日曜日定休
年末年始定休

大根、ブロッコリー、キャベツ、白菜、にんじん、里芋

日曜・祝日・
年末年始定休

平日・土曜日
9:00～16:00




