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2018年11月28日 第００１号 矢ケ崎農園 矢ケ崎　宏行 西東京市
ルッコラ、コマツナ、シントリナ、
カブ、パクチー

・(株)大治( 仲卸業者 ) TEL 042-461-0466

2018年11月28日 第００２号
愛情野菜専業農家
ヤマヨシ

小寺　正明 清瀬市
ホウレンソウ、ミズナ、カブ、
ニンジン

・市場出荷
  ( 東京多摩青果、
 　 東京シティ青果 )

http://yamayoshi-tokyo.com/ TEL 042-491-0672

2018年11月28日 第００３号 Ｍ・Fａｒｍ株式会社 宮下　豊彦 あきる野市 トマト（ミニトマト）
・ビニールハウスで直売
  ( あきる野市 )
・武蔵野市境南町で直売

TEL 090-2762-3578

2018年11月28日 第００４号 川里農園 川里　章 小平市 エダマメ

・いなげや
・小平ファーマーズ・
  マーケット( JA直売所 )
・学校給食
・庭先直売

TEL 042-464-0135

2018年11月28日 第００５号 東京都立農業高等学校 齋藤　義弘 府中市 トマト（養液栽培） ・校内販売所 http://www.nogyo-h.metro.tokyo.jp/ TEL 042-362-2211

2018年11月28日 第００６号 関塚農園 関塚　聰明 青梅市
キイチゴ、キウイフルーツ、
ブルーベリー

・スモールフルーツランド
　「ベリーコテージ」
　( 観光農園 )

http://www.berry-cottage.com/ TEL 0428-31-3869

2018年11月28日 第００７号 にごりや農園 小野　幹雄 小平市
トマト、ナス、キュウリ、
スイートコーン、エダマメ

・小平ファーマーズ・
　マーケット( JA直売所 )
・地元スーパー
・庭先直売

http://www9.plala.or.jp/nigoriya/ TEL 042-341-6440

2019年2月5日 第００８号 東京都立瑞穂農芸高等学校 小堀　卓二 西多摩郡瑞穂町 メロン ・校内販売所 http://www.mizuho-h.metro.tokyo.jp/ TEL 042-557-0142

2019年2月5日 第００９号 保谷　隆司 保谷　隆司 西東京市 スイートコーン ・庭先直売 TEL 042-421-6615

2019年2月5日 第０１０号 野崎　智経 野崎　智経 西多摩郡日の出町 コマツナ
・日の出町ふれあい
　農産物直売所
  ( JA直売所 )

TEL 090-5332-6766

農園名： Tom'S Farm
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2019年2月5日 第０１１号 野口農園 野口　隆昭 西多摩郡日の出町 トマト
・日の出町ふれあい
　農産物直売所
  ( JA直売所 )

TEL 042-597-0160

2019年2月5日 第０１２号 伊藤園 伊藤　定男 三鷹市 ナス

・三鷹緑化センター
  ( JA直売所 )
・スーパーマーケット
  ( サミットストア
    三鷹市役所前店
    三鷹台団地店 )
・庭先直売

TEL 0422-45-3735

2019年2月5日 第０１３号 平野　健太郎 平野　健太郎 立川市
ブロッコリー、カリフラワー、
ホウレンソウ、エダマメ

・(株）ベジテック( 仲卸業者 )
・都内イトーヨーカドー

TEL 042-534-5191

2019年3月27日 第０１４号 阪本農園 阪本　啓一 小金井市
フダンソウ、ベカナ、
ホウレンソウ、ミズナ、ルッコラ

・オイシックス・ラ・大地（株） TEL 0422-31-2866

2019年3月27日 第０１５号 榎本　一宏 榎本　一宏 武蔵野市 コマツナ

・学校給食
・スーパーマーケット
　( JA東京むさし経由 )
・JA東京むさし武蔵野
  新鮮館　( JA直売所 )
・庭先直売

TEL 0422-51-4102

2019年3月27日 第０１６号 田中農園 田中　重孝 葛飾区

エダマメ、カリフラワー、
キャベツ、キュウリ、コカブ、
コマツナ、サヤインゲン、
サヤエンドウ、ジャガイモ、
シュンギク、スイートコーン、
ダイコン、トマト、ナス、ネギ、
ハクサイ、ブロッコリー、
ホウレンソウ、ミニトマト、
モロヘイヤ

・庭先直売
・葛飾元気野菜直売所
・JA東京アグリパーク

TEL 03-3600-8384

2019年3月27日 第０１７号 東京都立農産高等学校 伊達崎　広 葛飾区
ブロッコリー、カリフラワー、
キャベツ、ナス、ピーマン
ブルーベリー

・校内販売所 http://www.nousan-h.metro.tokyo.jp/ TEL 03-3602-2865

2019年3月27日 第０１８号 ３９ＦＡＲＭ 齊藤　幸雄 葛飾区 トマト、ミニトマト
・葛飾元気野菜直売所
・都内スーパーマーケット

https://39farm.tokyo TEL 03-5668-2559

2019年3月27日 第０１９号 東京都立農芸高等学校 小堀　紀明 杉並区 トマト ・校内販売所
http://www.nogei-
h.metro.tokyo.jp/site/zen/entry_0000041.html

TEL 03-3399-0191

2019年3月27日 第０２０号 東京都立園芸高等学校 並木　直人 世田谷区 トマト
・契約栽培
 ( 都内加工業者 )

http://www.engei-h.metro.tokyo.jp/ TEL 03-3705-2154
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2019年3月27日 第０２１号 もとはしキウイフルーツ園 本橋　登 小金井市 キウイフルーツ
・庭先直売
・観光農園( 農場もぎ取り )
・贈答用販売

http://kajul.akibare.ne.jp/ TEL 042-384-6685

2019年3月27日 第０２２号 村のやさい 村野　正 福生市
ジャガイモ、タマネギ、
ニンジン、ネギ

・JAにしたま福生直売所
・スーパーマーケット
  ( ベイシア青梅店
    いなげや福生店
　  いなげや雨間店
    ブルーミングブルーミー
   ららぽーと立川立飛店 )

https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00013844265821

TEL 042-551-1524
       090-3020-6580
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