
主な直売所

市内産の農産物を扱い、ほとんど全ての品目の野菜を販売しています。
当市の特徴として施設野菜の生産が盛んなため、端境期にも野菜が途
切れることがありません。また、当市は、果樹、花きの栽培も行われてい
て、ここで華やかに販売されています。特別栽培農産物のコーナーもあり、
安全で新鮮な野菜も豊富です。畜産物として、烏骨鶏の卵も販売してい
ます。
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みらい東村山新鮮館

東村山市の特産品・加工食品

さつまいも
昔、「きんとんの材料は東村山産金時に
限る」という時代がありました。
現在は紅東が主流となっていますが、市
内主要作物の品目別作付面積は市内
でトップとなっています。
紅東は焼き芋に最適で、新聞紙に包ん
でチーンするだけで美味しい焼き芋が出
来ます。手軽に出来ますので是非お試
しください。

200円／kg 程度
市内の直売所で販売（宅配可）
東村山市産業振興課

e042-393-5111（内線2574・2575（産業振興課））

値段
販売場所
問い合わせ先

梨（多摩湖梨）
「多摩湖梨」の名で知られるブランド梨。
8月中旬には展示品評会が「幸水」を主
体に行われ、その出品物の全てが販売
されます。この即売会では、毎年、市民
の行列が出来るほど大盛況となります。
「幸水」「豊水」「稲城」の他、市場では殆
ど出回らない「秀玉」「かおり」「新高」等
直売ならではの品揃えで10月中楽しめま
す。宅配便で全国に発送もしています。

500～600円／kg
市内の直売所で販売（宅配可）
東村山市産業振興課

e042-393-5111（内線2574・2575（産業振興課））

値段
販売場所
問い合わせ先

朝ドレ野菜の新鮮ソース
市内で採れた新鮮な野菜や果物で作
ったソース。ソースなのに茶色でなく、ソ
ースの味なのにドレッシングのよう。旬の
野菜や果実をふんだんに使い、寸胴ひ
と鍋分のみ、じっくり特別に作った季節
ソースをどうぞ。
梨、トウモロコシ、カブ等の種類があり、
正に限定品ですのでお早めにお求めく
ださい。

100cc320円（瓶代を含む）
東村山市商工会

e042-394-0511

値段
問い合わせ先

ブルーベリー饅頭
市内産ブルーベリーの入った餡を使用し
た饅頭です。ブルーベリーが意外に餡と
マッチしてとても美味です。
姉妹品としてブルーベリーゼリーもありま
す。ブルーベリーが粒ごと入っていて独
特の食感と味が大好評です。両品とも
年間を通してお求め頂けます。ブルーベ
リーはポリフェノールを含む健康食品で
す。是非お召し上がりください。

１コ140円
東村山市商工会

e042-394-0511

値段
問い合わせ先

世帯数…68,300世帯
人口……152,174人（男／75,261人　女／76,913人）東村山市

東村山市は、八国山を背に広がる花と緑、
武蔵野の面影を色濃く残す長い歴史と文化
の街です。農業は、かつて露地野菜の栽培
が中心でさつまいも、梨等の生産が盛んでし
たが、近年はハウスを導入することで花き、ト
マト、ブドウの生産が増えています。
生産者と消費者の距離が近くにあるというこ
とで、直売が盛んです。市内の直売所は約

120ヶ所を数えます。
また、有機農業への取り組みも早くから行わ
れ、都内で最初に有機農業研究会が組織
されました。
体験農園が5ヶ所、市民農園が3ヶ所あり、
市民の農業とのふれ合いも盛んに行われて
います。
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日曜・祝日・
年末年始定休

東村山市農産物直売所 市外局番042-

ほうれん草、小松菜、キャベツ、白菜、ブロッコリー、たまねぎ、
スイートコーン、にんじん、大根、里芋、トマト、きゅうり
柿、キウイ、ほうれん草、小松菜、にんじん、

大根、さつまいも、トマト、なす、きゅうり、すいかなど
ブルーベリー、ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、ねぎ、にんじん、

ごぼう、里芋、白菜、大根、人参、じゃがいも、キウイ等

梅、柿、栗、みかん、ブロッコリー、トマト、なす、きゅうり、
人参、大根、さつま芋、里芋、じゃがいも等

さつまいも、ごぼう、にんじん、大根、里芋、長芋、
トマト、きゅうり、梨、柿、栗、大根、にんじん、白菜
ほうれん草、小松菜、白菜、にんじん、大根、小かぶ、

トマト、なす、きゅうり
8/10頃～9月下旬…梨、8/20頃～9月末…ぶどう、

11月上旬～12月下旬…キウイ

ほうれん草、小松菜、白菜、じゃがいも、大根、里芋、
トマト、なす、きゅうり、キャベツ、ねぎ、たまねぎ、枝豆等

ほうれん草、小松菜、白菜、ねぎ、玉ねぎ、なす、キュウリ、トマト、ピーマン、ブロッコリー、枝豆、大根、
インゲン、スイートコーン、人参、さつま芋、里芋、ジャガイモ、カブ、サヤエンドー、柿、みかん、栗

梨、ぶどう、ネクタリン、プルーン

ほうれん草、キャベツ、白菜、ブロッコリー、大根、ねぎ、
にんじん、ごぼう、じゃがいも、里芋、梨、キウイ、プラム等
トマト、なす、きゅうり、大根、キャベツ、かぶ、春菊、
ブロッコリー、ほうれん草、小松菜、里芋、小麦粉等

ステビアトマト、大根、じゃがいも、きゅうり、なす、たまねぎ、
ルッコラ、レタス、里芋

花、大根、白菜、トマト、かぶ、いんげん
小松菜、ほうれん草、大根、さつまいも、じゃがいも、切花、

トマト、なす、白菜、キャベツ、人参等
トマト、きゅうり、トウモロコシ、里芋、じゃがいも、ねぎ、

ブロッコリー、なす、大根、白菜、柿等

ぶどう、もも、りんご、梨、銀杏、トマト、なす、烏骨鶏の卵

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 櫻井誠一 396-6344 畑 通年 不定休 日中 C-3

2 藤野敏夫 391-3780 庭先 通年 不定休 10:00～17:00 C-3

3 肥沼巌 392-0248 畑 7～12月 火、金 10:00～17:00 C-4

4 志村輝樹 391-3585 都道沿いの畑 8～12月 期間中無休 9:00～18:00 梨、ぶどう、柿、キウイ C-3

5 小山俊雄 393-0386 畑 7月 毎日 10:00～16:00 トウモロコシ、なす、きゅうり、トマト、ピーマン、枝豆、インゲン D-3

6 鈴木八百造 391-1979 庭先 通年 不定休 日中 D-2

7 増田光好 392-1725 庭先 通年 無休 日中 D-3

8 間野洋一 391-5908 畑の一部 通年 日中 C-2

9 中村博 391-0529 庭先 期間中無休 日中 D-3

10 小俣寛一 392-0178 畑 通年 毎日 10:00～17:00 C-4

11 鈴木泰男 393-1431 庭先 通年 不定休 日中 C-3

12 小山林 394-0773（売店） 畑 期間中毎日 10:00～17:00 D-3

13 野崎和好 392-1544 庭先 通年 不定休 日中 花き（シクラメン、花壇苗） D-3

14 市川晃弘 391-1404 道路を挟んだ農家向いの畑 通年 不定休 D-3

15 関田勇蔵 391-2073 駐車場の一部 通年 不定休 日中 D-3

16 鈴木章司 391-0950 庭先 通年 不定休 日中 D-2

17 中嶋信一 391-9133 畑 通年 不定休 日中 C-4

18 間野泰広 391-2049 畑 通年 不定休 日中 C-2

19 市川實 391-4048 駐車場の一部 通年 不定休 11:00～18:00 D-4

20 金子等志 391-3659 畑 6～12月 期間中不定休 日中 D-4

21 みらい東村山新鮮館 393-5270 東村山新鮮館 通年 9:00～16:30 野菜、果樹、漬物、ウコッケイの卵、苗、花 D-3

6～8月は無休、9～
5月は月曜～土曜

8月上旬～9月末
11月上旬～12月下旬

8月上旬～9月下旬

10:00～17:30（夏）
10:00～16:30（冬）




