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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 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）
ナシ、ブドウ
緑茶

・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 Tom 's Farm 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 )
・秋川ファーマーズセンター
　( JA直売所 )
・学校給食

TEL 042-508-2860

MAIL
tomsfarmtokyo@gmail.c
om

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

東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点
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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
・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、ダイコン、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 並川　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

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=10
0013844265821

TEL 042-551-1524
       080-3020-6580

2019年6月26日 第０２３号 門倉農園 門倉　周史 江戸川区 コマツナ

・三越伊勢丹
・成城石井
・高島屋
・紀伊国屋
・学校給食

http://www.komachauna.com/ TEL 090-2161-6712
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2019年6月26日 第０２４号 西野農園 西野　直樹 三宅村 アシタバ
・オンラインショップ
 ( ホームページ内 )

http://www.nishino-farm.com/ TEL 04994-2-0947

2019年6月26日 第０２５号 角田農園 角田　直之 東村山市 トマト

・スーパー（ヨークマート）
・みらい東村山新鮮館
 （ JA直売所 ）
・庭先直売（ 自販機 ）

TEL 042-391-7506

2019年6月26日 第０２６号 宮奈農園 宮奈　彰男 小平市 トマト、ピーマン
・小平ファーマーズ・
　マーケット( JA直売所 )
・学校給食

TEL 042-381-9416

2019年6月26日 第０２７号 平野農園 平野　沢彦 江戸川区 コマツナ
・小松菜収穫時の圃場、
　または自宅にての対面販売
・学校給食

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shi
gotosangyo/jigyosha_oen/nogyo_suisan/map
/map04/map04_01.html

※江戸川区役所の直売MAPのアドレス

TEL 03-3658-1058

2019年6月26日 第０２８号 越塚農園 越塚　弘 江戸川区 コマツナ
・市場出荷（ 東京青果 ）
・学校給食

TEL 090-3694-9495

2019年8月29日 第０２９号 佐伯　渡 佐伯　渡 国立市 トマト、ミニトマト

・JA東京みどり国立地区
　農産物直売所
・フーズマーケットさえき
　国立店、富士見台店
・しゅんかしゅんか

TEL 042-574-2441
　　　090-4702-0240

2019年8月29日 第０３０号 眞利子　伊知郎 眞利子　伊知郎 江戸川区 コマツナ ・庭先直売

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shi
gotosangyo/jigyosha_oen/nogyo_suisan/map
/map01/map01_03.html

※江戸川区役所の直売MAPのアドレス

TEL 03-3652-5495

2019年8月29日 第０３１号
町田いちご狩り農園
やさいの家

宮﨑　政明 町田市 イチゴ

・CAINZ　多摩境店
・アグリハウスさかい
  ( ＪＡ直売所 )
・まち☆ベジ市
・町田ﾂｰﾘｽﾄｷﾞｬﾗﾘｰ
・庭先直売

http://www.ecofarmer.net TEL 070-5370-1275

2019年8月29日 第０３２号 吉田農場 吉田　智博 練馬区
ブロッコリー、ホウレンソウ、
リーフレタス

・庭先販売
・クイーンズ伊勢丹
  石神井公園店、
　杉並桃井店
・ヨークマート　練馬平和台
・ＪＡ東京あおば練馬地区
　アグリセンター、
　ＪＡ東京あおば総合園芸
　センターふれあいの里
・学校給食
・麦わらマルシェ（年数回）

https://ameblo.jp/tomo0820farmer/ TEL 03-3930-7431

2019年8月29日 第０３３号 三田農園 三田　栄作 国立市 ナス ・市場出荷 TEL 042-573-0187
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2019年8月29日 第０３４号 向野農園 向野　弘 小平市 タマネギ

・小平ファーマーズ・
　マーケット ( JA直売所 )
・庭先直売
・プクプクベーカリー

TEL 042-323-5609

2019年12月11日 第０３５号 旭ぶどう園 金子　真治 清瀬市
ホウレンソウ
ブドウ

・ホウレンソウ：市場出荷
（東京多摩青果）
・ブドウ：圃場にて対面販売
（直売・地方発送・ぶどう狩り）

http://asahi210.com/ (ホームページ)
http://asahibudouen.cocolog-
nifty.com/blog/ ( ブログ )
https://twitter.com/knksnj

その他、Facebook、Instagram

TEL 042-491-2073

2019年12月11日 第０３６号 石井農園 石井　睦子 江戸川区 コマツナ、トマト
・新鮮野菜やいちゃん
　（直売）

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shi
gotosangyo/jigyosha_oen/nogyo_suisan/map
/map01/map02_01.html

※江戸川区役所の直売MAPのアドレス

TEL 080-1152-9553
        ( 石井睦子 )
       090-5075-4043
        ( 石井直美 )

2019年12月11日 第０３７号 草薙農園 草薙　昭広 江戸川区 コマツナ
・学校給食
・市場出荷( 葛西市場 )

TEL 03-3676-2739

2019年12月11日 第０３８号 やすだ農園 安田　弘貴 西東京市
サニーレタス、サヤエンドウ、
ホウレンソウ

・三越銀座店（常設）
・マルシェ出店（不定期：
　　吉祥寺・二子玉川等）

http://yasudanouen.tokyo/

その他、Facebook、Instagram
TEL 042-462-2479

2019年12月11日 第０３９号 なみき農園 並木　猛 清瀬市 セルリー、ナス、ニンジン

・市場出荷( 東京青果 )
・直売( セルリー収穫時の
  ハウス )
・スーパーサカガミ清瀬店

TEL 042-491-3150

2019年12月11日 第０４０号 岸野農園 岸野　昌 小平市 ジャガイモ、ゴボウ、トウガラシ

・学校給食、
・小平ファーマーズ・
  マーケット( JA直売所 )
・庭先直売
・契約青果業者

TEL 042-341-2885

2019年12月11日 第０４１号 佐藤園 佐藤 慎太郎 国分寺市 ミニトマト

・ヤオコー 若葉町店
・ヤオコー 回田店
・にしこくマルシェしゅんか
　しゅんか
・サミット 恋ヶ窪店
・国分寺ファーマーズ・
  マーケット( JA直売所 )

https://www.facebook.com/satouen TEL 042-321-4103
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2019年12月11日 第０４２号 宮寺農園 宮寺　光政 小平市
トマト、ミニトマト、ダイコン、
カブ、コマツナ、ホウレンソウ、
三河島菜、ナス、キュウリ

・小平ファーマーズ・
  マーケット( JA直売所 )
・市場出荷
  ( 東京シティ青果 )

TEL 042-341-3191
      090-1427-8641

2019年12月11日 第０４３号 みずむら農園 水村　好昭 青梅市 キャベツ、ダイコン、ニンジン
・学校給食
・スーパー
・直売所

mizumuranouen.sakura.ne.jp TEL 050-1291-4018

2019年12月11日 第０４４号 近藤ファーム 近藤　美保子
西多摩郡
瑞穂町

ネギ、キュウリ
・学校給食
・スーパー
・食品加工会社

https://www.kondofarm-tokyo.com

TEL 080-3452-2812
MAIL
kondofarmtokyo@gmail.
com

2019年12月11日 第０４５号 藤本園 藤本　昇
西多摩郡
瑞穂町

茶（緑茶）

・庭先直売
・瑞穂町農畜産物直売所
　ふれっしゅはうす
　( JA直売所 )
・ジョイマルシェ
  ( ジョイフル本田 瑞穂店 )
・JA東京アグリパーク
・ネット販売

http://fujimotoen.tokyo
TEL 042-557-0652
      090-3008―5953

2019年12月11日 第０４６号 小島啓達農園 小島　啓達 江戸川区 コマツナ
・市場出荷( 東京青果 )
・学校給食

TEL 03-6912-8924
      090-5586-7984

2020年3月27日 第０４７号
株式会社アーバンファーム
八王子

續橋　昌志 八王子市 ホウレンソウ

・sanwa 八王子みなみ野店
・sanwa イーアス高尾店
・イオンフードスタイル
  八王子店
・マルシェ802( 八王子市 )

http://ufh.tokyo/
TEL 042-632-8318
http://ufh.tokyo/conta
ct/

2020年3月27日 第０４８号 馬場農園 馬場　敏明
西多摩郡
日の出町

キュウリ
・JAあきがわ直売所
・スーパー

TEL 042-597-0347
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認証年月日 認証登録番号
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東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点

2020年3月27日 第０４９号 きりり農園 田口　明香
西多摩郡
瑞穂町

ダイコン、ニンジン、ビーツ、
キクイモ、サツマイモ、
ジャガイモ、非結球レタス、
ケール、フダンソウ、バジル、
ルッコラ、ルバーブ、ディル、
ハッカ、セージ、ピーマン、
ミニトマト、トマト、ナス
ブルーベリー

・個人宅配
・圃場で対面販売 (夏季 )
・瑞穂町農畜産物直売所
 ふれっしゅはうす
 ( JA直売所 )
・いなげやina21 羽村店
・いなげや 福生店
・食べチョク
・ジャパンエナジーフード
  オンラインストア

https://www.biogarten-kiriri.com/ TEL 050-3748-8314

2020年3月27日 第０５０号 柴田農園 柴田　正貴 葛飾区

エダマメ、キュウリ、コマツナ、
トマト、ホウレンソウ、ミズナ、
ダイコン、サントウサイ、ナス、
シシトウ、ピーマン

・葛飾元気野菜直売所
・庭先直売
・庭先直売( 自販機 )

TEL 03-3607-9738

2020年3月27日 第０５１号 宇田川農園 宇田川　雅弘 足立区

エダマメ、ラッキョウ、
サヤエンドウ、トマト、カブ、
レタス、ダイコン、オクラ、
サヤインゲン、サトイモ、
ショウガ、スイートコーン、
タマネギ、ジャガイモ、ネギ、
キャベツ、ブロッコリー、
ニンジン、サツマイモ、
ホウレンソウ

・あだち菜の郷
 ( JA直売所 )

TEL 090-1463-1700

2020年3月27日 第０５２号 竹内農園 竹内　博行 小平市 ナシ、ブドウ
・庭先直売
・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 ）

TEL 042-341-1804

2020年3月27日 第０５３号 おおぬき農園 大貫　信治 江戸川区 コマツナ

・直売所「ノラ仕事」
 ( 自宅直売 )
・ライフ 本一色店
・マルエイ 西葛西店
  「風のまーけっと」
・えどちゃんショップ
  ( JA直売所 )

LINE公式ID : @hxh6524e

https://goo.gl/maps/KRfW3bfmYMCm5GWD
A

TEL 03-3670-1891

2020年3月27日 第０５４号 竹松園 竹松　勇 小平市 ナシ、ブドウ

・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 042-343-8577
　　　090-3471-8578
FAX 042-344-8098

2020年3月27日 第０５５号 冨澤ファーム 冨澤　剛 三鷹市 ナス、ノラボウナ
・三鷹緑化センター
  ( JA直売所 )

MAIL
info@tomizawa-
farm.tokyo

2020年3月27日 第０５６号 柴松　齊藤農園 齊藤　國松 葛飾区 トマト、コマツナ、エダマメ
・リブレ京成( スーパー )
・JA直売所
・庭先直売

TEL 03-3658-8640
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東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点

2020年3月27日 第０５７号 中代ファーム 中代　秀崇 江戸川区 コマツナ、トマト ・ＪＡ東京スマイル TEL 03-3679-4861

2020年3月27日 第０５８号 井上果樹園 井上　誠一 小平市 ナシ、ブドウ

・売店で直売
・地方発送
・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 ）
・学校給食
・契約青果業者

TEL 042-341-0601

2020年3月27日 第０５９号 竹内園 竹内　弘信 小平市 イチゴ

・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 ）
・スーパー
・庭先直売

TEL 042-341-6710

2020年3月27日 第０６０号 宮本農園 宮本　兼一 練馬区 キャベツ、カボチャ

・市場出荷( 東京豊島青果 )
・(株)大治
・(株)東京野菜ネットワーク
・契約販売
  （JA東京あおば経由）

Twitter ID : @tokyo_cabbage

TEL 090-9641-0731
（留守電対応）
MAIL
tokyo.cabbage@gmail.co
m

2020年3月27日 第０６１号 木下園製茶工場 木下　修一 東大和市 茶（緑茶・紅茶）

・直営店舗
・髙島屋 立川店
・JA東京アグリパーク
・みのーれ立川
 ( JA直売所 ）
・みどりっ子 仲原店
 ( JA直売所 ）
・日野市七ツ塚ファーマーズ
  センター

https://tokyotea.official.ec/ TEL 042-565-1627

2020年3月27日 第０６２号 美園フルーツファーム 内堀　眞一 小平市 ナシ、ブルーベリー

・庭先直売
・学校給食
・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 ）

https://www.misono.tokyo/ TEL 042-341-6296

2020年3月27日 第０６３号 株式会社杉本園製茶 杉本　昌美 東大和市 茶（緑茶・紅茶）

・直営店舗
・JA東京アグリパーク
・みどりっ子 仲原店
 ( JA直売所 ）
・通信販売

http://www.sugimotoen.jp/

TEL 042-561-3265
FAX 042-561-4213
MAIL
info@sugimotoen.jp

2020年3月27日 第０６４号 本比園製茶 比留間　啓二 武蔵村山市 茶（緑茶）

・自宅
・みどりっ子( JA直売所 ）
・みのーれ立川
 ( JA直売所 )

TEL 042-560-0222
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東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点

2020年3月27日 第０６５号 森藤園 森田　常彦
西多摩郡
瑞穂町

茶（緑茶・紅茶）

・庭先直売
・瑞穂町農畜産物直売所
　ふれっしゅはうす
　( JA直売所 )
・JA東京アグリパーク

https://morifujien-mizuho.tokyo/ TEL 042-557-0517

2020年3月27日 第０６６号 株式会社栗原園 栗原　健一
西多摩郡
瑞穂町

茶（緑茶）

・直営店舗
・本店（瑞穂町）
・支店（青梅市）
・卸販売
・JA東京アグリパーク

https://kuriharaen.company-
info.jp/company.html

TEL 042-568-7770

2020年3月27日 第０６７号 矢ヶ崎ぶどう園 矢ヶ崎　泰幸 西東京市 ブドウ、キウイフルーツ ・庭先直売 http://yagasakifruits.web.fc2.com/index.html

TEL 042-461-3453
MAIL
yagasaki_fruits@inter7.j
p

2020年3月27日 第０６８号 吉澤園 吉沢　美智男 小平市 ナシ、ブドウ

・庭先直売
・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 ）
・学校給食

TEL 042-341-2061

2020年3月27日 第０６９号 吉野果樹園 吉野　康雄 三鷹市 ブルーベリー ・園内摘み取り http://grapesblueberry.blog.fc2.com/ TEL 0422-31-6831

2020年3月27日 第０７０号
東京都農林総合研究
センター

村上　ゆり子 立川市

トマト、キュウリ、パプリカ、
タマネギ、ネギ、ワケネギ、
キャベツ、ブロッコリー、
ジャガイモ、ニンジン、イチゴ、
ダイコン、サトイモ、ウド、ナス、
エダマメ
ナシ、ブドウ、カキ、
ブルーベリー、キウイフルーツ

所内販売所（不定期） https://www.tokyo-aff.or.jp/site/center/ TEL.042-528-5216

2020年3月27日 第０７１号 株式会社グリーンガーラ 風間　富重 八王子市 ミニトマト

・道の駅八王子滝山
・どりーむふぁーむ夢畑～
 自然派マルシェ
 ココリア多摩センター店

TEL 042-676-4781

2020年3月27日 第０７２号 東山農園 前田　洋一 三宅村 パッションフルーツ
・いきいきお魚センター
・三宅島観光協会
・庭先直売

TEL 04994-8-5815
　　　090-7802-3546

2020年3月27日 第０７３号 町田園 町田　浩章 東村山市 ナス

・いなげや
・学校給食
・みらい東村山新鮮館
 ( JA直売所 )

TEL 042-391-6481

2020年3月27日 第０７４号 尾﨑園 尾﨑　信幸 小平市 ナシ
・庭先直売
・宅配対応
・保育園給食

TEL 042-341-7236
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東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点

2020年3月27日 第０７５号 岡田農園 岡田　雅彦 小平市 ナシ ・庭先直売 TEL 042-343-3939

2020年3月27日 第０７６号 金子　博文 金子　博文 羽村市
ダイコン、ニンジン、サトイモ、
コマツナ、トレビス

・羽村市農産物直売所
 ( JA直売所 )
・JAにしたま自然派野菜
　直売所ベジ・ベジ
 ( JA直売所 )
・スーパーオザム 栄町店
・スーパーサンパ 栄町店

TEL 042-570-2585

2020年3月27日 第０７７号 中村ファーム 中村　勝司 羽村市 キュウリ、コマツナ

・羽村市農産物直売所
 ( JA直売所 )
・JAにしたま自然派野菜
　直売所ベジ・ベジ
 ( JA直売所 )
・スーパーオザム栄町店
・スーパーサンパ栄町店
・JA東京アグリパーク

TEL 090-8879-7782

2020年3月27日 第０７８号 田辺農園 田辺　陽介 三鷹市 ノラボウナ

・三鷹緑化センター
  ( JA直売所 )
・たべごと屋のらぼう
・庭先直売
・サミット 三鷹台団地店

TEL 0422-77-9515

2020年3月27日 第０７９号 ファーマーズショップ根岸 根岸　隆好 三鷹市 ナス
・庭先直売
・学校給食

TEL 0422-43-5306

2020年3月27日 第０８０号 田中ファーム 田中　真一 あきる野市 トマト
・秋川ファーマーズセンター
 ( JA直売所 )

TEL 042-558-8786

2020年3月27日 第０８１号 井上農場 井上　幸雄 小平市 トマト

・小平ファーマーズマーケット
 ( JA直売所 )
・庭先直売
・学校給食

TEL 042-341-1602

2020年3月27日 第０８２号 村野　智宏 村野　智宏 清瀬市 ジャガイモ
・（株）大治( 仲卸業者 )
・庭先直売

TEL 042-491-5260

2020年3月27日 第０８３号 野村ファーム 野村　浩敬 清瀬市 コマツナ
・都内スーパー
・都内飲食店
・JA直売所

http://nf831.jp TEL 090-1806-7901

2020年3月27日 第０８４号 関ファーム 関　健一 清瀬市 ミズナ、トマト、ミニトマト

・JA直売所
・都内スーパー
・清瀬市内飲食店
・都内飲食店

https://seki-farm.jp/
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2020年7月20日 第０８５号 果実の相田園 相田　健吾 西東京市 ナシ、ブドウ、キウイフルーツ
・庭先直売
・学校給食
・オンラインショップ

https://www.aidaen.tokyo/

TEL  042-421-2679
FAX  042-421-1578
MAIL
aidaen.tokyo@gmail.com

2020年7月20日 第０８６号 田中農園 田中　聖晃 練馬区 エダマメ、ブドウ

・庭先販売
・JA東京あおば こぐれ村
( JA直売所 )
・学校給食
・(株)大治
・(株)東京野菜ネットワーク

TEL 080-1302-0732

2020年7月20日 第０８７号 山口トマト農場 山口　卓 練馬区 トマト
・庭先直売
( 練馬区大泉学園町2-23-56
)

TEL 03-3923-5724

2020年7月20日 第０８８号 柳勝　遠藤農園 遠藤　清美 東久留米市 トマト、キュウリ、ホウレンソウ

・都内イトーヨーカドー
・(株)モスフードサービス
・(株)日吉
・武蔵野テーブル
・グランドプリンスホテル
・都内飲食店
・庭先直売

https://yanakatu.com TEL 042-462-8050

2020年7月20日 第０８９号 こうち農園 河内　貴史 府中市

キャベツ、ハクサイ、
サヤエンドウ、サトイモ、ナス、
インゲン、オクラ、ダイコン、
ブロッコリー、カリフラワー、
エダマメ

・庭先直売
(府中産農産物直売所マップ
19Pに掲載)
https://www.city.fuchu.tokyo.j
p/kurashi/nogyonituite/tokus
an/nousannbutsuchokubaijom
ap.html

・市内レストラン

https://www.kochi-farm.com/
TEL 090-2656-7485
MAIL
kochi0311@gmail.com

2020年7月20日 第０９０号 中代農園 中代　孝一郎 江戸川区 コマツナ ・市場出荷( 葛西市場 ) TEL 03-3670-9074

2020年7月20日 第０９１号 有限会社東常マック 尾形　吉郁
西多摩郡
日の出町

トマト、ルッコラ、カラシナ、
ケール、ビーツ、ディル、パセリ

・東京フレッシュ(株)
・(株)ケーアイ・フレッシュアク
セス
・(株)石竹多摩
・(株)エマリコくにたち

TEL 042-588-5961
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東京都ＧＡＰ認証取得者一覧 令和３年３月30日時点

2020年7月20日 第０９２号 ＳＯＨファーム 莊　光男 練馬区 エダマメ

・(株)大治
・JA東京あおば  こぐれ村、に
りん草( JA直売所 )
・庭先直売
・学校給食

TEL 03-3922-4371

2020年7月20日 第０９３号 株式会社あみちゃんファーム 網野　信一 立川市 エディブルフラワー（食用花）
・オンラインショップ
( ホームページ、ハナラボ )
・卸売

https://amino-farm.com/ TEL 042-537-9260

2020年7月20日 第０９４号 ファーム大泉学園 加藤　直正 練馬区
エダマメ
ブルーベリー

・庭先直売
・JA東京あおば こぐれ村
( JA直売所 )
・(株)大治( 仲卸業者 )
・(株)東京野菜ネットワーク
・社会福祉法人つくりっ子の
家

TEL 090-6115-9168

2020年7月20日 第０９５号 岩田農園 岩田　弦 清瀬市 ナス

・JA東京みらい 新鮮館
( JA直売所 )
・庭先直売
・都内スーパー
・学校給食

TEL 042-491-2660

2020年10月14日 第０９６号 うちで農園 小勝　正太郎 府中市 トマト

・JA直売所
・都内スーパー
・府中市内飲食店
・庭先直売

TEL 080-5445-3435

2020年10月14日 第０９７号 岸農園 岸　勇次 清瀬市 ミズナ

・市場出荷（東京多摩青果）
・（株）大治
・東京野菜ネットワーク（株）
・庭先直売
・学校給食

TEL 042-491-5217

2020年10月14日 第０９８号 関　直之 関　直之 清瀬市 ナシ、ブドウ

・庭先直売
・都内スーパー
・飲食店
・学校給食

https://www.facebook.com/kajyuseki TEL 042-495-9721

2020年10月14日 第０９９号 坂間　博之 坂間　博之 清瀬市 コマツナ、ジャガイモ
・(株)大治
・JA直売所

TEL 042-491-3630
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2020年10月14日 第１００号 横山園芸 横山　直樹 清瀬市 エディブルフラワー（食用花）

・オンラインショップ
 ( ホームページ内 )
・JA東京みらい 清瀬新鮮館
( JA直売所 )
・(株)大治
・東京野菜ネットワーク(株)
・TATSUMI

ホームページ：
https://yokoyamanurs.thebase.in/
facebook : 横山直樹
instagram :  yokoyama_nursery

FAX  042-493-2530
MAIL
naokiyokoyama@mbf.nif
ty.com

2020年10月14日 第１０１号 練馬四季畑 村田　豊 練馬区 エダマメ ・(株)大治 TEL 03-3922-4943

2020年10月14日 第１０２号 松村　竹仁美 松村　竹仁美 清瀬市 ナス
・庭先直売
・JA東京みらい 清瀬新鮮館
( JA直売所 ）

TEL 042-491-5615

2020年10月14日 第１０３号 有限会社じぞうやしき 松本　健太 東久留米市 キャベツ

・ヤオコー
・スーパーあまいけ
・マルフジ
・JA東京みらい 東久留米新
鮮館 ( JA直売所 )
・庭先直売

TEL 080-3437-2226

2021年3月15日 第１０４号 オオバファーム 大塲　常則 江戸川区 コマツナ
・庭先販売(販売機)
・市場出荷
・学校給食

TEL 03-3651-6204

2021年3月15日 第１０５号 石井農場 石井　和宏 清瀬市 ショウガ
・(株) 大治
・JA直売所

TEL 090-8031-3607

2021年3月15日 第１０６号 平川農園 平川　幸志郎 大田区 トマト
・JA東京中央田園調布支店
販売ブース☆みみずの会

TEL 03-3759-9800

2021年3月15日 第１０７号 髙橋農園 髙橋　智之 世田谷区 トマト、ミニトマト、スイートコーン
・庭先直売
・学校給食
・飲食店

https://www.instagram.com/setagayayasai/
MAIL
sales@setagaya-
yasai.jp

2021年3月15日 第１０８号 東京都立大島高等学校 住吉　貴之 大島町 トマト、ブロッコリー ・校内販売所 http://www.osima-h.metro.tokyo.jp TEL 04992-2-1431
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2021年3月15日 第１０９号 東京都立三宅高等学校 森田　正男 三宅村
ナス、サトイモ
緑茶

・校内販売所 http://www.miyake-h.metro.tokyo.jp TEL 04994-6-1136

2021年3月15日 第１１０号 東京都立八丈高等学校 佐藤　俊一 八丈町 オクラ、トマト、ミニトマト ・校内販売所 www.hachijo-h.metro.tokyo.jp TEL 04996-2-1181

2021年3月15日 第１１１号 青梅清水農園 清水　麻衣子 青梅市 ニンジン

・わくわく広場 ( ららぽーと
　立川立飛店・モリタウン店 )
・食べチョク、
・クックパッドマート

https://www.tokyoneofarmers.com/037-
shimizuhirohisamaiko/

TEL 090-1044-2312
MAIL
mizu4sun@gmail.com

2021年3月15日 第１１２号 ふじた農園 藤田　良太郎 葛飾区 コマツナ
・市場出荷
・葛飾元気野菜直売所

TEL 090-3230-3692

2021年3月15日 第１１３号 吉野園 吉野　弘司 三鷹市 キウイフルーツ、カキ
・庭先販売
・三鷹緑化センター
  ( JA直売所 )

LINE: https://lin.ee/HMvX1Me
YouTube: https://tinyurl.com/ykxfy664
instagram、twitter: @yoshino_en

TEL 0422-31-7672
FAX 0422-32-8128
MAIL
hitoshi_kiwi@gmail.com

2021年3月15日 第１１４号 田中　健一 田中　健一 三鷹市 キュウリ、ナス
・(株)大治
・東京野菜ネットワーク(株)
・庭先直売

TEL 0422-43-3120

2021年3月15日 第１１５号 繁昌農園 繁昌　知洋 青梅市 ダイコン

・食べチョク
・岩蔵温泉CSA
・八百屋つばくろ
・SHIBAURAHOUSE
・レストランシズラー

https://www.hanjo-farm.com/ TEL 080-5406-7654

2021年3月15日 第１１６号 有限会社東京ドリーム 浅見　三二 小平市 トマト、レタス

・庭先直売
・スーパー（ いなげや、
 エコス ）
・JA直売所
・インターネット販売
・パン屋、レストラン等

http://www.tokyo-dream.co.jp/ TEL 042-345-8139

2021年3月15日 第１１７号 原島　暁 原島　暁 八王子市 ホウレンソウ ・園芸センター（JA直売所） TEL 042-624-0951
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2021年3月15日 第１１８号 菱山ファーム 菱山　佳一 八王子市 ハクサイ

・庭先直売
・道の駅滝山
・ふれあい市場
・打越保育園
・学校給食

https://www.hishiyama-farm.com TEL 042-636-4498

2021年3月15日 第１１９号 ＢＡＢＡ　ＦＡＲＭ 馬場　康裕 府中市 トマト、パプリカ、キュウリ

・市内スーパー
・地産マルシェ
・JA直売所
・府中特産品直売所
・市内、都内飲食店
・庭先直売

TEL 042-362-2875
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