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江戸から続く野菜を小金井でつないでいく

江戸東京野菜の魅力は、野菜本来の個性を味わ

うことができるところです。一方で、栽培する農家

にとっては、収穫量が安定しないなどの苦労があ

りました。こうした理由から、生産や流通の管理が

しやすいよう品種改良をされてきた野菜（Fl種）

が、市場に多く出回るようになっていきました。

このままでは、古くから続いてきた伝統野菜が姿

を消してしまう。そんな危機感の中で、町おこしの
一環として江戸東京野菜の栽培に積極的に取り組

んだのが、小金井市でした。2007年にはJAやいくつか

の農家も協力して「黄金井江戸東京伝統野菜研究

会」を立ち上げ、種を確保して栽培をはじめます。

血1ェ　　　　＼　　　■■W

その後、市内の農家で生産された江戸東京野菜

を使って地元の飲食店がメニューを作り、より多

くの人たちに食べてもらおうという試みが行わ

れました。春には「お花見フェア」、秋には「黄金井

フェア」として、江戸東京野菜を使ったお弁当や

料理を味わうことができるほか、料理教室なども

実施されました。

もっと日常の中に江戸東京野菜を

現在、小金井では十数種類の江戸東京野菜が手

に入ります。農家と飲食店との連携で生まれたこ

の取り組みを、イベントの一時的な盛り上がりでは

なく、もっと日常の中で広げていきたい。たくさん

の人に食べてもらい、美味しいと思ったらぜひ家

庭でも使ってみてほしい。そんな想いから、16軒の

飲食店が「小金井市認定　江戸東京野菜使用店」と

して登録し、料理に江戸束京野菜を使っています。

まずは、お店で食べてみてください。店主それぞ

れの個性と、江戸束京野菜の美味しさがつまった

料理が待っています。この土地に長く根付いてき

た野菜からは、作り手たちの想いと野菜が本来

持っている濃厚な味わい、また季節の旬を感じる

ことができるでしょう。

小金井市内で江戸東京野菜の栽培に

取り組む農家を、一部ご紹介します。

警苧冨君黒蒜三豊震㌧息州
もらいたいです。
（本木農園　本木俊哉さん）

現在、小金井市内では、いくつかの農家が通常

の野菜と並行して江戸東京野菜を栽培していま

す。品種改良をされてきた通常の野菜（Fl種）

は、同じ規格で育ち年間を通して効率よく収穫

することができますが、代々受け継がれてきた

種から育つ江戸東京野菜は、同じように育てて

も大きさが揃わなかったり、収穫時期もまばら

で量が少なかったりと手間がかかります。それ

でも、この土地本来の気候風土や地域の特性を

活かして育った野菜は、個性豊かで味わい深い

ものばかりです。旬が短いからこそ、その季節ご

との味を楽しんでみてください。



子どもからお年寄りまで食べられる

料理を開発していきたいです。

15～16名くらいで満席になる小さな中華料理店で

す。普段は、お腹をすかせた近隣の学生たちがたくさん

来店してくれます。江戸東京野菜を最初に使ったのは、

「いがねこ」という、食でまちおこしをしようと活動し

ている学生グループと、“エビソバ”というメニューを

共同開発した時です。塩味の透き通ったスープのエビ

が入ったあんかけそばで、伝統小松菜を練り込んだき

れいな緑色の麺が特徴でした。期間限定で作りました

が、わざわざ食べに来てくれるお客さんも多かったの

で、また近いうちに復活させたいですね。他には、小金

井産の小松菜と豚肉の細切りをあんかけにした、黄金

井も人気メニューです。

野菜の仕入れは、いつもJAむさし小金井ファーマー

ズマーケットに行っていますが、長い付き合いのある

近くの農家さんに、野菜の調理方法などを教えても

らったりもしています。例えば、伝統小松菜の場合はな

店主の伊藤英雄さん

正己えびす菜館

るべく新鮮なうちに、歯ごたえを残すため茄ですぎな　匡＝二画貫井北町3－31－1

∴二∴二二一㍉二一三二＝∴‾
たいですね。

調理はなるべくシンプルに

野菜の個性を味わってみてください。

素材にこだわり、昼はとんかつ、夜は串揚げの料理を

中心としています。

江戸東京野菜は、お店がオープンしてすぐに使い始

めました。仕入れはJAむさし小金井ファーマーズマー

ケットに毎朝顔を出して、その日その日の出会いを大

切にしています。野菜の出荷状況など、その時期ごとに

情報を教えていただいています。

他の食材よりも味が強いので、なるべく単品で、その

ものの味を感じられるように、調理もシンプルにする

ことが多いです。漬物やお浸しにしたり、脾（なます）に

したりして、お店のメインである揚げものに合わせる

副菜として出すこともあります。

夏は寺島なすの揚げ物が人気です。普通のなすに比べ

ると色素が薄いですが、味は濃厚。ちょっとした苦味も

あり、味噌や他の調味料をつけなくても、なすそのもの

の味を楽しむことができます。冬は、ふぐやクエなど一　血揚げ処　まき竜

∴∴∴二二二二二二二了二■－‾ニー．＿
菜のようにスープが濁らないし、歯ざわりもいいんで　匿亘：司水曜日

す。ぜひ味わってみてください。（店主：早坂斉竜さん）　lU R Lr wwwfacebookcom／masatatu／

栽培が大変な中でも長年つないできた

農家さんたちの思いを大切にしたいです。

小金井公国の近く、玉川上水沿いにあるお店です。

窓から、桜をはじめとする玉川上水の木々を眺めるこ

とができます。料理はヴイーガン対応の100％植物性

で、農薬や化学肥料を控えた食材を使うように心がけ　店主の小林由美さん

ています。野菜は、小金井公園の近くにある「農家み

ち」から積極的に買っています。

江戸東京野菜を使うようになったのは、市内で開

催されていた秋の黄金井フェアと、春のお花見弁当

フェアに参加したことがきっかけでした。もともと

お店では薄味で素材の味を活かした料理を心がけて

いますが、特に江戸東京野菜では、野菜の個性を楽し

んでもらえるように工夫しています。お店の看板メ

ニューでもある、日替わりプレートの中で副菜とし

て出したり、サラダや和え物などにすることが多い

ですね。

江戸東京野菜は栽培が大変だと思います。そんな中

で種を採り、つないできた農家さんたちの思いを大切

に料理していきたいです。私自身も、これからもっと

EZZZlCafe　5884

低　利桜町1・11－21　　け　E U042－387・1004

1営業時剛11・00－18－00（17－30LO）

憶休引　不定休

禁書浣芸ヒ至芸晋たこ：三：妄言芸苦誓いきた匡蚕霊慧慧ニk．。。。／。af。588。／B

味に個性のある江戸東京野菜は

新しいメニューに挑戦するきっかけになります。

フランス料理をベースとした洋食屋です。江戸東京

野菜を初めて使ったのは、小金井市が開催したお花見

弁当フェアで、フレンチオードブルを作った時です。そ

れ以降、年に2回行われている江戸東京野菜のイベント

には、毎回参加してきました。

お店のおすすめメニューは、大蔵大根の煮込みや、金

町小カブのサラダです。大蔵大根は煮崩れしないので、

煮込み料理に向いていますね。焼いてからフォンド

ヴオーのように煮込むこともありますし、スライサー

で削って麺のようにした、大蔵大根のラーメンを作っ

たこともあります。金町小カブやしんとり菜は菜が柔

らかいので、サラダや胡麻和えにしたりすると美味し

いです。寺島なすは味が強いので、バジルやアンチョビ

と一緒にフードプロセッサーにかけてムース状にし、

パンに塗って食べるメニューが人気でした。

江戸東京野菜は、新しいメニューにチャレンジする

店主の永瀬義祐さん

lロコヴァン・ド・リュ

l二　∴∴－∴‾こ∴∴二　二＿∴・．
いメニューを考え続けて・お客さんに食べていただき　監卦霊。。。b。。k。。。／。135。6285372828日

たいです。



野菜の味がこんなに濃厚なんだと

地元の人たちに知ってもらいたいです。

旬の食材を活かした日本料理をお出ししています。

1階はカウンターやテーブル席でお食事していただ

き、2階の宴会場では、会食やご宴会、法事などでご利

用いただいております。

江戸東京野菜を使うようになったのは、地元でこ

んなに美味しい伝統のある野菜が生産されている

ことを、町の人たちに知ってほしかったからです。

小金井市が開催しているフェアにも毎回参加して

いますし、農家さんとは親密にさせて頂いておりま

店主の淀遺忠さん

すので野菜の収穫時期や特徴、使い方についてなど　」

お聞きしています。仕入れは、昔から長いお付き合

いのJAむさし小金井ファーマーズ・マーケットで

主にしています。

野菜の味が濃厚なので、それを活かすように魚や

肉と合わせたり、単品だけで使ったりと工夫してい

ます。割烹というかたちでやっていますので、ただ　四割烹　真澄

焼いたり煮たりというだけではなく、仕込みを丁寧　匡≡≡≡璽本町5－18－5

にやる、出汁にこだわるなど、下ごしらえをしっか
lT E Ll o42・38ト2770

1営業時間lll：30～1330／17：00～2300

りしたものを食べていただけるように・心がけてい　直垂：豆日曜日（ご宴会予約のみ承ります）

ます。

それだけで主役を張ることができる、

深い味わいが特徴だと思います。
“からだに優しい食事をカジュアルに”をテーマにした　＼1仁1

ダイニングキッチンです。できるだけ地場野菜を中心

にして、完全手作りの料理をお出ししています。

江戸東京野菜を使うようになったきっかけは、市内

の直売所で知ったことがきっかけでした。それだけで

主役を張ることができる、深い味わいが特徴だと思い

ます。その後、江戸東京野菜のコンシェルジュの方とも

知り合いになり、その魅力に引き込まれました。

江戸東京野菜を使ったお店のおすすめメニューは、

高倉大根のステーキやクリーム煮、金町小カブのコン

フィ、寺島ナスの揚げ浸しなどです。江戸束京野菜を使

う時は、できるだけ一種類ずつ、あまり小さく切らずに

形を残して調理するように気をつけています。また、料

理を提供させていただく時は、簡単な野菜の説明も一

緒にお伝えしていますので、気になったことはぜひ聞

いてください。

今後は、コンシェルジュの資格を取りたいと思って

います。地元の方が小金井で生まれた野菜のブランド

を誇りにできるように、広く知っていただく活動にも

携わっていきたいです。

店主の山中頗平さん

EZEl自然派ダイニング　Bare GREEN

l住　所l本町5－12－15白星加藤ピル2階

IT E U042－403－2176

1営業時間Ill・30～15－00／1730－2200

匿葦雲三豊f三笠…霊霊己，egre。n，田

野菜の背景にある農家さんの想いも

料理を通して伝えていきたいです。

カウンターが7席、ボックス席が1つの、小さな隠れ家

のようなお店です。お店がオープンしたばかりの頃、周

囲を散策していて、JAの直売所で江戸束京野菜のしん

とり薬を見つけたんです。食べてみたらあまりにも美

味しくて、これはぜひ料理に使いたいと思ったのが最

初でした。

お店では、しんとり菜のお浸しや、寺島なすの揚げ浸

し、グラタンなどが人気です。江戸東京野菜を使う時

は、他の野菜と違って、それが主役になるように心がけ

て調理をしています。

少しずつ地元の農家さんとのつながりも増えて、今

ではどの野菜をどの農家さんが作っているのか、すぐ

に顔が浮かぶようになりました。だからこそ、野菜の背

景にあるみなさんの想いも伝えたい、という気持ちで

料理を作っています。また、江戸束京野菜の勉強会や食

事会も定期的に開催しています。その時、参加した方に

店主の滑川一美さん

lヨヨチェリオ

野菜を持ち帰ってもらって、実際に自宅でも調理でき　匡≡璽本町ト20－3
lT E Ll o42－301－3555

1営業時間l18‥00～26・00
るようにしたりと、広く知ってもらう工夫をしていま

す0ゆくゆくは・地元の野菜や江戸東京野菜をお店でも　直蚕：司火曜日

販売できるようにしていきたいですね。

鮮度が大切な江戸東京野菜。

季節それぞれの味を食べてみてください。

カウンターのみの居酒屋ですが、昼の時間帯は肉や

魚をメインにした、副菜もたっぷり味わうことができ

る定食もやっています。近所の会社で働く方たちもよ

く来てくれます。夜は、伊豆大島の郷土料理や釜飯、天

ぷらや刺身の盛り合わせなど、お酒に合う料理をいろ

いろ作っています。特に、伊豆大島の名産でもある明日

葉の素揚げは、みなさんよく注文してくれます。

江戸東京野菜は、小金井市で開催される春のお花見

弁当フェアに参加後、お店でも使うようになりました。

野菜は、JAむさし小金井ファーマーズ・マーケットな

どで仕入れているので、その時に、農家さんとよく話を

させていただきますよ。野菜の特徴についてお聞きし

たり、この前の野菜が美味しかったですよと伝えたり。

江戸東京野菜は、鮮度が大切だと思っているので、朝採

彗壷岳
二＿＿＿＿＿＿

りのものを新鮮なうちに使うということに気をつけて　■田居酒屋　波浮港

∴∴∴二∴∵∵一二∴－
さりの草子和え、など。ぜひ、季節それぞれの野菜の味l定休日r　日曜日

を食べにきてください。（店主：三上美子さん） 囚



独特の食感を味わっていただけるよう

シンプルな調理で惣菜をつくっています。

材料は市内での地場野菜にこだわり、添加物を使わ

ず、すべて手作りの優しい味付けを心がけた家庭料理

のお店です。惣菜やお弁当を中心に販売していますが、

買っていただいた惣菜をイートインとして店内で食べ

ていただくこともできます。

江戸東京野菜は、素材の味が濃く、独特の食感が魅力

だと思います。なるべく多くの地元の人に味わっても

らいたいという気持ちから、お店で使うようになりま

した。黄金井フェアに参加した時は、江戸東京野菜を

使った莱飯と素揚げ、自家製三升活のピリ辛焼鳥の井

を作りました。お店でのおすすめメニューは、のらはう

菜のからし和え、亀戸大根のフライ、東京ウドの酢味噌

和え、しんとり菜の煮浸し、江戸野菜の食べ比べセッ

ト、などです。季節によって、その日に入荷できたもの

を使って調理をしています。

素材の味を楽しんでいただけるように、下ごしらえ

店主の宮川さん、宮林さん

lココくりやぶね

∴－∴　言‾‥・∴∴∴「一一二一＿　＿∴

三塁雪二三㌢。野菜を買いながら、お店にも寄って匿亘可土曜日、日蝕祝日　　田

野菜の元の形や色がイメージできるように

工夫して料理しています。

和洋折衷で自由な料理を、新鮮な小金井野菜でお

作りしているお店です。国産にこだわった捏ねたて

の十割そばを、ご注文を受けてからパスタマシーン

で麺状にしていますので、香り豊かなそばを味わっ

ていだけると思います。初めて会うお客様同士が自

然と会話を楽しむような、不思議な空間のお店です。

お店で使う野菜は、小金井公園の近くにある「農家

みち」などの直売所で仕入れています。ある日、見た

ことのない野菜があるなと思ったのが、江戸東京野

菜を知ったきっかけでした。まずは、自分が「食べて

みたい！」という思いで買いました。

お店で使う時は、食べる人が野菜の元の形をイ

メージしやすい切り方や、色がきれいに見える火の

入れ方などを工夫しています。江戸東京野菜を使っ

たおすすめメニューは、サラダ仕立てのそば、ラタ

トゥイユそば、その日の気分で作る惣菜です。これか

らも、ジャンルにとらわれない料理にチャレンジし

店主の岩崎茂雄さん

l；Eaスナフキッチン

他　所l繰町1－5－3エミールハイツ102

lT E Ll o90－5198－2216

ていきたいです0小金井産の野菜と、小金井と名のつ　画1130～14・30／1800～2230日祝1130～1800

さ、冒誓言誌こも揃えていますので、ぜひ食べに医引、慧lミa。e。。。k。。。／23336。2。7。25。．7／囚

農家さんに野菜の特徴を聞いて

調理に活かすようにしています。

小さなお子様から年配の方まで、気軽にお食事

やお酒を楽しんでいただけるお店で、地元の小金

井野菜や、旬の魚などを使った健康的な料理をお

出ししています。また、お食事だけではなく、日替

わりで惣菜の販売も行っています。

江戸東京野菜は、市内で開催されていた秋の黄

金井フェアと、春のお花見弁当フェアに参加した

時から使うようになりました。野菜は、近所の農

家さんなどで仕入れています。それ以外でも、小

平や東久留米など東京のなるべく近い地域の野

菜を使うようにしています。農家さんに、野菜ご

との特徴や使い方などを伺って、調理に活かした

りもしています。

おすすめのメニューは時期によって異なるの

ですが、江戸東京野菜を入荷できた時は、サラダ

や和え物にしたり、大蔵大根をプリのあらと一

緒に煮たりしています。江戸東京野菜を料理に

使う時は、必ずメニューにその名前を入れるよ

うにしていますので、注文の際に見つけてみて

ください。

店主の小谷夫妻

○

lEaサクラキッチン

低　利梶野町4－17・7　lT E U042－316－3336

㈱ランチDll：30～14：00l定休酎月曜日、不定休あり
デけ－♭17：30－（21：00LO水・土・日）（2200LO木・金）

笠」…∴∴1－∴」：」…、魁

江戸東京野菜の味わいを
パンと一緒に楽しんでください。

小金井産の野菜や果物を使った、昔なつかしい匂

いのする地域密着型のパン屋です。江戸東京野菜を

初めて使ったのは、農家みちの「金薬屋」さんで見つ

けた寺島なすです。その翌年、2012年に開催された

「江戸東京野菜　春のお花見弁当フェア」に参加して

店主の浅野光政さん
、＼

からは、本格的にお店でも使うようになりました。野　㌢J

菜は、地元の農家さんの直売所に行って買ったりし

ています。

江戸東京野菜は、伝統野菜ならではの、野菜そのも

のの味の漉きや風味が特徴だと思いますので、パン

の調理に使う時は、それを失わないように気をつけ

ています。お店のおすすめパンは、3～4種類の江戸

東京野菜を使った春のお花見サンドイッチと、その

時々の旬の江戸東京野菜を使った、色鮮やかなチー
ズフォンデュパンです。

これからも、地元小金井産の野菜や果物を使った

パンの種類を増やしていきたいです。野菜の美味し

さを、お店のパンと一緒に楽しんでいただけたらう

れしいです。日々美味しいパン作りを心がけていま

すので、みなさまぜひご来店ください。

EBファンタジスタ

l住　所l梶野町5－6－4

lT E Ll O42づ82－8083

匿至芸S£誓aceb。。k。。m／bakeryfantas．sta／EEl

町
モ



過度なことはせず、素材の持ち味を活かした

シンプルな料理を心がけています。

家庭の料理を美味しくするために作った調味料

と、小金井産の新鮮な野菜を使った食堂です。食材

の新しい使い方や調理法のアイデアを持ち帰って

もらい、家庭の食卓が豊かになることをコンセプト

にしています。

前職のカフェで地場野菜を使っていた関係で、小金

井の農家さんが江戸東京野菜を作るようになったこと

を知りました。そこからフェアの立ち上げに立ち会い、

在来種を残していくことに行政が関わって、一緒に盛

り上げいくというのは素晴らしい取り組みだなと思い

ました。江戸東京野菜は、品種改良がなされてきた他の

野菜に比べて繊細で、足も早いので、とにかく新鮮なう

ちに使うようにしています。あまり過度なことはせず、

素材の持ち味を活かしたシンプルな料理を心がけてい

ます。農家さんとも、「こう食べると美味しい！」という

話で盛り上がることが多いです。

私自身、小金井の野菜に出会って自分の料理に芯が

できたと思っています。素材がよければ、特別なことを

しなくても料理は美味しくなる。そのことを、これから

もお店を通してもっと伝えていきたいです。

l≡ヨあたらしい日常料理　ふじわら

他　所l梶野町5－10－58コミュニティステーション東小金井

IT E Ll o42－316－5613

1営業時剛11‥30～14・30／1800～22：00

上！∴－∴・∴・言∴∴黒川　　固

江戸東京野菜は、甘みや苦みなど

味にパンチがあるのが魅力です。

朝採りの小金井産野菜の直売をはじめ、小金井市

内で生産・製造された食材や商品を販売している、タ

ウンショップです。毎朝手作りしている弁当や惣菜、

サンドウィッチなども人気です。ランチは、大地の恵

みをたっぷり味わうことができるサラダプレートラ

ンチがおすすめです。江戸東京野菜や地元野菜を使

い、スープや玄米入りご飯、フレッシュドリンクなど

がつきます。

江戸東京野菜を知ったのは、小金井を中心に江戸

束京野菜を生産している農家さんとの出会いがきっ

かけでした。特に、寺島なすや馬込半白きゅうりなど

の夏野菜の美味しさに感動しました。一般的にある

野菜とは水分量なども違うため、火の入れ方に気を
つけています。甘みや苦みなど、すべての野菜にパン

チがあるのが魅力だと思います。

お店のランチや惣菜で江戸東京野菜を美味しいと

思っていただけたら、ぜひ店頭でも野菜を買ってみ

てください。これからも、販売や商品開発に力を入

れ、お客様がワクワクするような出会いを提供でき

るお店にしていきたいと思います。

店主の奥田佳子さん

正己小金井タウンショップ　黄金や

悔．j剰東町4－42－21　lT E U042－316・1833

1営業時剛1階ショップ♭10：00－20‥00

2階ランチ＆カフェDl130－1500（14●00LO）

医雲彗三豊誓a。。b。。k。。m／26132672396。．22′臨

色彩が大切な和菓子では

野菜の色がきれいに出るようにしています。

昭和34年に創業した和菓子屋で、昔ながらのやり

方を大切に、今でも新を燃料に餞を炊いています。羊

嚢やまんじゅう、最中など種類もたくさん揃えてお

りますが、道すがら、焼きたての今川焼きを買ってく

ださる方も多いです。トマトを使った練羊糞や、ゆず

餅など、地元で採れた野菜や果物を使った和菓子も

あります。

江戸束京野菜は、小金井市で主催されていた勉強会

に参加したことで知りました。実際に農家さんにお話

を間いたり、畑に行ったりして、生産者の方たちはこ

んなに大変な思いをして伝統をつないできているんだ

と驚きました。それ以来、春のお花見弁当フェアや秋

の黄金井フェアに参加して、しんとり莱まんじゅう

や、甘く炊いた野菜を仕立てた和菓子などを毎年作っ

店主の海老原満さん

ています。和菓子は色の美しきも大切なので、江戸束

京野菜を和菓子に使う時は、葉の色などが濁らず、き　皿御菓子司　亀屋
れいに出るように気をつけています。そのあたりは、匡：＝司東町4－8－15

農家さんにもアドバイスをいただいたりしています。
lT E Ll o42－381・3074

恒業時間llO OO～21‥00

これからも、江戸東京野菜ならではの和菓子を作り　直蚕豆不定休

続けて、みなさんに美味しさを伝えていきたいです。

割烹ならではの料理で

江戸東京野菜を知ってほしいです。

小金井で採れた野菜や川崎などの市場から仕入れた

魚などを使った、日本料理をお出しするお店です。日本酒

などのお酒も数多くご用意しています。小金井にお店を

出してから46年目になりますが、割烹を始める前は市内

でレストランもやっていましたので、洋食なども得意です。

江戸東京野菜は、小金井市が開催する黄金井やお花

見弁当フェアに参加してから使うようになりました。
一般的な野菜と違って形が揃わなかったり、時期に

よっては入荷できなかったりもしますが、味が濃厚で

他にはない美味しさがあります。JAむさし小金井

ファーマーズ・マーケットに見に行って、手に入ったも

ので料理を考えます。

特に夏の寺島なすは、和食にも洋食にも使いやすく、

メニューとしてお出しすると人気もあります。以前、

店主の海老原紀男さん

崇諾票諾㌍ご諾≡苦言；言霊竺三宝琵竺禦たけバンプ二
りました0他の食材との組み合わせも楽しみながら、臣雲霊芝慧二‡㌶
ちゃんと野菜が引き立つようにしています0　　　　囲］1700～24‥00

これからも、割烹だからこそできる江戸束京野菜のl定休日l火曜日

料理を考えていきたいです。 田


