
 
 
 
1 練馬ダイコン 
生産者  渡戸 章      住 所 練馬区平和台 
販売先 庭先売り（090-2904-6025）、JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711） 
生産者  吉田茂雄      住 所 練馬区田柄 
販売先 庭先売り（090-8727-6800）、JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711） 
生産者 渡戸秀行      住 所 練馬区平和台 E－Mail：watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先  JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）、東京シティー青果 

生産者 井口良男      住 所 練馬区立野町 
販売所 宅配便扱い（03-3920-8080）石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132） 
生産者 白石好孝      住 所 練馬区大泉町 
販売先 庭先売り（FAX 03-3922-6022） 
生産者 JA 東京あおば 練馬地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）住 所 練馬区桜台 
生産者 JA 東京あおば 石神井地区野菜生産者  
販売所 石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132）住 所 練馬区石神井台 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
 
2 伝統大蔵ダイコン 
生産者 大塚農園      住 所 世田谷区瀬田 5 丁目 
販売先 庭先売り（03-3700-7450）、 
生産者 井上誠一      住所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 小坂良夫      住 所 国分寺市東元町 
販売所 庭先売り（042-321-5773）JA 東京むさし国分寺産直センター（042-322-1175） 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 JA 東京あおば 練馬地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）住 所 練馬区桜台 
生産団体 JA 世田谷目黒野菜生産者      
販売所 JA 世田谷目黒朝市 03-3428-8111   住 所 世田谷区桜新町 
生産団体 JA 東京中央 世田谷区野菜生産者  
販売所 JA 東京中央・ファーマーズ・マーケット二子玉川 03-3708-1187  
販売所 JA 東京中央・千歳地区農産物直売所 03-3326-9455 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
 
3 亀戸ダイコン 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
生産者 井上誠一      住所 小金井市東町 
販売所 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 清水理作      住所 立川市 
販売所 庭先売り（090-5443-2119）みのーれ立川（042-538-7227） 



生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 冨澤剛       住 所 三鷹市北野 

販売方法        info@tomizawa-farm.com 

生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産団体 JA 東京みどり江戸東京野菜生産グループ みのーれ立川（042-538-7227） 
          立川市砂川町 2-1-5 
生産者 JA 東京あおば 練馬地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）住 所 練馬区桜台 
生産団体 JA 東京スマイル葛飾元気野菜出荷者    
販売所 葛飾元気野菜直売所（03-5612-7326）     住 所 葛飾区柴又 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
 
4 高倉ダイコン 
生産団体 JA 八王子 大和田支店直売所 
販売所 JA 八王子ふれあい市場 (042-642-3885) 住所 八王子市大和田 5-15-3 
 
5 東光寺ダイコン 
生産者 奥住喜則 住 所 日野市 
販売方法 http://edoyasai.sblo.jp/article/55466027.html 
 
6 志村みの早生ダイコン 
生産者 JA 東京あおば 板橋区野菜生産者 
販売所 ファーマーズショップにりん草(03-3975-2189) 板橋区高島平 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
 
7 汐入ダイコン 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
 
8 品川カブ・滝野川カブ・東京長カブ 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 岸野昌       住 所 小平市天神町 (090-8178-9331) 
販売先 JA 東京むさし JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244９） 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
 
9 金町コカブ 
生産者 井上誠一      住所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 



生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
生産団体 JA 東京むさし小平地区野菜生産グループ  
販売所  JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244）住所 小平市小川 
生産団体 JA 東京みどり立川地区江戸東京野菜生産グループ  
販売所  立川農産物直売所（042-536-2439）､住所 立川市幸町 
 
10 下山千歳白菜 
生産者 下山繁雄      住 所 世田谷区北烏山 
販売所 庭先売り （03-3307-3054） 
生産者 冨澤剛       住 所 三鷹市北野 

販売方法        info@tomizawa-farm.com 

生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
 
11 城南小松菜(伝統小松菜) 
生産者 大塚農園      住 所 世田谷区瀬田 5 丁目 
販売先 庭先売り（03-3700-7450）、 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
 
12 後関晩生(伝統小松菜) 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 鈴木沢七     住 所 小金井市貫井北町 
販売所 庭先売り（042-381-3869 FAX 共通）JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
生産団体 JA 東京むさし小平地区野菜生産グループ  
販売所  JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244）住所 小平市小川 
生産団体 JA 東京みどり立川地区江戸東京野菜生産グループ  
販売所  立川農産物直売所（042-536-2439）､住所 立川市幸町 
 
13 シントリ菜 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 高杉隆行      住 所 小金井市梶野町 
販売所 庭先売り（0422-52-8634）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
 
14 青茎三河島菜 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 



生産組織 都立農産高等学校  住所 葛飾区西亀有   
校内販売 (03-3602-2865) 
 
15 ノラボウ菜 
生産者 横山昌久      住 所 三鷹市上連雀 
販売所 庭先売り (0422-43-6465)     三鷹緑化センター (0422-48-7482)   
生産者 根岸 稔      住 所 三鷹市新川 
販売所 庭先売り (0422-43-5306)     三鷹緑化センター (0422-48-7482) 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 冨澤剛       住 所 三鷹市北野 

販売方法        info@tomizawa-farm.com 

生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 JA あきがわ 生産者グループ   
販売所 五日市ファーマーズセンター・あいな（042-596-1280）住 所 あきる野市高尾 
販売所 秋川ファーマーズセンター（042-559-1600）  住所 あきる野市二ノ宮 
販売所 日の出町ふれあい農産物直売所（042-597-0010）住所 西多摩郡日の出 
生産者 JA にしたま 生産者グループ  
販売所 羽村市農産物直売所 （042-579-5467）住 所 羽村市羽東  
販売所  瑞穂町農産物直売所 （042-557-4564）住 所 瑞穂町箱根ヶ崎 
販売所 福生支店直売所 （042-553-0355）  住 所 福生市本町  
生産者 JA 西東京 生産者グループ  
販売所 かすみ直売センター （0428-31-1115） 住 所 青梅市新町 
販売所 グリーンセンター（0428-76-1325）   住 所 青梅市梅郷 
生産団体 JA 東京むさし三鷹地区生産者グループ    
販売所 三鷹緑化センター (0422-48-7482)    住 所 三鷹市新川 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
生産団体 JA 東京みどり立川地区江戸東京野菜生産グループ  
販売所  立川農産物直売所（042-536-2439）､住所 立川市幸町 
 
16 奥多摩ワサビ 
生産者 奥多摩わさび栽培組合 住 所 西多摩郡奥多摩町 
販売所 鈴木わさび農園(0428-78-7778) 
        な か 屋  （0428-85-1488） 
        千島山葵園  （0428-85-1872）東京シティー青果（03-3549-9263）、 
 
17 砂村三寸ニンジン 
生産組織 都立瑞穂農芸高等学校 住所西多摩郡瑞穂町 
校内売り 042-557-0142 
 
18 馬込三寸ニンジン(馬込大太三寸ニンジン) 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 



生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
 
19 東京ウド 
生産者 須崎雅義      住 所 立川市幸町 
販売所 庭先売り（042-536-0087）収穫日は決まっていますので、電話でご確認下さい。 
生産者 井口良男      住 所 練馬区立野町 
販売所 宅配便扱い（03-3920-8080）収穫日は決まっていますので、電話でご確認下さい。 
生産者 小坂良夫      住 所 国分寺市東元町 
販売所 庭先売り（042-321-5773）JA 東京むさし国分寺産直センター（042-322-1175） 
生産者 JA 東京あおば 石神井地区野菜生産者  
販売所 石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132）住 所 練馬区石神井台 
生産団体 三鷹市野菜生産組合 うど部 (0422-46-2152) 
販売所 JA 東京むさし三鷹緑化センター (0422-48-7482) 住所 三鷹市新川 
生産団体 JA 東京むさし武蔵野地区生産者グループ     
販売所  JA 東京むさし武蔵野新鮮館 (0422-54-7150)  住所 武蔵野市西久保 
生産団体 JA 東京むさし小金井地区江戸東京野菜生産グループ 
販売所 JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281）住所 小金井市本町 
生産団体 JA 東京むさし小平地区野菜生産グループ  
販売所  JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244）住所 小平市小川 
 
20 内藤トウガラシ 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
 
21 寺島ナス 
生産者 星野直治      住 所 三鷹市中原 
販売所 庭先売り（090-2461-9155） 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
 
22 雑司ヶ谷ナス 
生産者 JA 東京あおば 練馬地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）住 所 練馬区桜台 
生産者 JA 東京あおば 石神井地区野菜生産者  
販売所 石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132）住 所 練馬区石神井台 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
生産者 JA 東京あおば 板橋区野菜生産者 
販売所 ファーマーズショップにりん草(03-3975-2189) 板橋区高島平 
 



23 高井戸半白キュウリ 
生産者  渡戸 章      住 所 練馬区平和台 
販売先 庭先売り（090-2904-6025）、JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711） 
 
24 馬込半白キュウリ 
生産者 小坂良夫      住 所 国分寺市東元町 
販売所 庭先売り（042-321-5773）JA 東京むさし国分寺産直センター（042-322-1175） 
生産者 渡戸秀行 住 所 練馬区平和台  E-Mail : watado_hideyuki@r7.dion.ne.jp 
販売先 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）､東京シティー青果（03-3549-9263） 
生産者 石井市太郎     住 所 三鷹市北野 
販売先 庭先売り（042-243-3959）、三鷹緑化センター (0422-48-7482)  
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者  吉田茂雄      住 所 練馬区田柄 
販売先 庭先売り（090-8727-6800）、JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711） 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
生産団体 JA 東京むさし三鷹地区生産者グループ    
販売所 三鷹緑化センター (0422-48-7482)    住 所 三鷹市新川 
生産団体 JA 東京むさし国分寺市有機農業研究会 
販売所 JA 東京むさし国分寺産直センター（042-322-1175）  
 
25 本田ウリ 
生産者 内田和子   住所  足立区興野 
販売先 庭先売り (03-3890-7937) 
生産組織 都立農産高等学校  住所 葛飾区西亀有  
校内販売 (03-3602-2865) 
 
26 小金井マクワ 
生産者 井上誠一      住 所 小金井市東町 
販売先 庭先売り（070-5463-9541）、JA 東京むさし小金井経済センター（042-385-3281） 
 
27 東京大越ウリ 
生産者 JA 東京あおば 石神井地区野菜生産者  
販売所 石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132）住 所 練馬区石神井台 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
 
28 鳴子ウリ・府中御用ウリ 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 石川孝治      住所 府中市西府町 
販売方法   (090-3903-0478) 
 
29 内藤カボチャ・角筈カボチャ・淀橋カボチャ 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 岸野昌       住 所 小平市天神町 (090-8178-9331) 



販売先 JA 東京むさし JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244９） 
 
30 滝野川ゴボウ 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産者 岸野昌       住 所 小平市天神町 (090-8178-9331) 
販売先 JA 東京むさし JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244９） 
 
31 渡辺早生ゴボウ 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
 
32 砂村一本ネギ 
生産団体 JA 東京スマイル葛飾元気野菜出荷者    
販売所 葛飾元気野菜直売所（03-5612-7326）     住 所 葛飾区柴又 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
 
33 拝島ネギ 
ファーマーズセンターみのーれ立川 住所 立川市砂川町 

042-538-7227 
昭島農産物直売所みどりっ子 昭島市玉川町 

042-543-8989 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産組織 都立瑞穂農芸高等学校 住所西多摩郡瑞穂町 
校内売り 042-557-0142 
 
34 千住一本ネギ 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
 
35 早稲田ミョウガ 
生産者 井之口喜實夫  住 所  練馬区高野台 
販売所 庭先ウリ  (090-9676-0191) 
生産者 宮寺光政      住 所 小平市小川 
販売所 庭先売り（090-1427-8641）JA 東京むさし小平経済センター（042-348-7244） 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産団体 JA 東京みらい東久留米地区生産者 
販売所 JA 東京みらい 東久留米支店 (042-475-0027) 住所 東久留米市幸町 
 
36 谷中ショウガ 
生産者 小坂良夫      住 所 国分寺市東元町 
販売所 庭先売り（042-321-5773）JA 東京むさし国分寺産直センター（042-322-1175） 
生産団体 JA 東京みどり江戸東京野菜生産グループ  
          立川市砂川町 2-1-5  みのーれ立川（042-538-7227） 
生産団体 JA 東京むさし国分寺地区江戸東京野菜栽培農家 
     住所 国分寺ファーマーズマーケット 042-324-2115 
 
 



37 タケノコ(孟宗竹) 
生産者 JA 東京あおば 練馬地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「ふれあいの里」（03-3991-8711）住 所 練馬区桜台 
生産者 JA 東京あおば 石神井地区野菜生産者  
販売所 石神井ファーマーズセンター（03-3995-3132）住 所 練馬区石神井台 
生産者 JA 東京あおば 大泉地区野菜生産者   
販売所 JA 東京あおば「こぐれ村」（03-3925-3113）住 所 練馬区大泉学園町 
生産団体 JA 東京むさし三鷹地区生産者グループ    
販売所 三鷹緑化センター (0422-48-7482)    住 所 三鷹市新川 
 
38 川口エンドウ 
生産者 草木弘和      住 所 八王子市川口町 
販売所 庭先売り 苗のみ 2 月販売  042-654-3055 
販売所 JA 八王子園芸センター （0426-26-0431） 
生産組織 都立瑞穂農芸高等学校 住所西多摩郡瑞穂町 
校内売り 042-557-0142 
 
39 三河島枝豆 
生産者 矢ケ崎宏行     住 所 西東京市南町 

販売方法           E－Mail：hiro-yf11@ever.ocn.ne.jp 
生産組織 都立農産高等学校  住所 葛飾区西亀有   
校内販売 (03-3602-2865) 
 
40 足立のつまもの(穂じそ、ツル菜、木の芽、鮎タデ、アサツキ、メカブ、紫芽) 
生産者 荒堀保行、阿出川信夫、水野正平、横田夏夫、鹿浜功、大熊久三郎。 
販売方法 市場出しのみ 
 
「江戸東京野菜通信」へ戻る(http://edoyasai.sblo.jp/) 
 

お問い合わせ E-Mail : ohtake@topaz.plala.or.jp 
 

 


