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夏期限定！葛 飾夏の直売所情報 
トマト・枝豆・ナス・きゅうり、夏野菜の美味しい季節となりました。区内の農家さんの庭先で

は美味しい旬の野菜を直売しています。直売マップを片手にぜひ足を運んでみて下さいね。 

 

四ツ木 地区 

１ 高橋直売所（宝町２－１８－１７） 

庭先販売しています 

毎日 午後１２時から午後４時頃まで 売り切れた場合は早目に終了します。 

有機「循環農法」にこだわって栽培したお野菜も販売しています。 

ご相談の上、毎週または隔週の定期配送もいたします。 

お問い合わせは 03‐3697‐6945（留守番電話）まで、メッセージをお願いします。 

 

奥戸・細田 地区 

・２ 奥戸園（奥戸８－１８） 

北沼交通公前、ホームセンターLIVING隣 

切り花から鉢植、農業用資材までいろいろ取り揃えています。 

元気野菜の販売は毎朝 午前９時半頃から 売り切れ次第終了です。 

近隣の農家さんの作ったお野菜です。日によって入荷のない場合もあります。 

定休日なし（年末年始はお休み） 電話 03-3696-1226 

 

・３ 鈴木農園直売所（細田５－１３） 

   畑にて直売しています。枝豆など少量多品目生産。（※枝豆は 7月で終了です。） 

6月から 8月は毎日ほぼ午前 6時から 10時まで。売り切れ次第終了です。 

 おかげさまですぐに売り切れてしまいますので、前日までにご予約いただければ、お取り置

きいたします。午前 6時から 10時頃までは畑におりますのでお声掛けください。 

※11月から 3月は午前 8時から 11時まで、主に小松菜を予定しています。 

 

・４ 清水庭先販売所（奥戸３－２４－１１） 

   庭先販売しています。ライフ奥戸店隣。 

その日の収穫に応じての随時販売、のぼり旗が目印です。 

夏期の販売時間は午後 5時から 6時 30分ごろまで。売り切れ次終了です。 
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・ＮＥＷ ５ 清水直売所（奥戸３－１１－１６） 

 庭先販売しています。葛飾元気野菜のぼり旗が目印です。 

毎週火曜日・金曜日 午前 10時から 売り切れ次終了。 

※ＮＥＷ 平成 26年 7月に新規でご紹介する個人直売所です、平成 24年度版の直売マップには記載されていません。 

 

新宿・高砂・柴又 地区 

１ 上杉直売所（新宿３－２５） 

枝豆を庭先販売しています 

随時販売 午前 7時から 10時頃まで 売り切れ次第終了。 

  ※12月はネギの販売を予定しています。 

 

・２ 高石農園直売所（高砂７－２５） 

農園前で直売します。葛飾商業高校前。 

毎週土曜日 午前 8時から 12時頃 売り切れ次第終了です。 

 ジャガイモ、ナス、キュウリほか夏野菜 

 （9月～10月頃の端境期にはお休みします。）  

 

３ 田中直売所（高砂７－２１） 

庭先販売しています。 

枝豆の販売は 6月下旬から 7月いっぱいまで。 

その他夏野菜は収穫でき次第 随時販売いたします。  

販売時間は午前中、売り切れ次第終了です。 

  秋～冬時期のお野菜は毎週水曜日と土曜日の午前中、販売予定です。 

 

・４ 矢作直売所（高砂６－１） 

庭先販売しています。 

枝豆ほか、随時販売。 午前 9時から午後 4時頃 売り切れ次第終了。 

 

５ 佐野直売所（高砂２－１２） 

庭先販売しています。夏期は枝豆他夏野菜を販売します。 

毎日 午前 10時から 売り切れ次第終了。 

 

・６ 田辺農園直売所（高砂２－３）  

農園前で直売しています。テントが目印です。 

日祝休み 午前 10時頃から 11時頃まで 売り切れ次第終了 

※作業中の場合は、お手数ですがお声がけ下さい。 

 

７ 杉浦直売所（細田 3－38） 

大きな白いビニールの直売テントが目印です 

毎週土曜日 午前 10時から 売り切れ次第終了 
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・ＮＥＷ ８ 新宿ゴルフセンター・グリーンアロー矢作直売所（新宿 3‐33-12） 

ゴルフセンター受付で直売しています。 

年中無休、毎日 11時頃に新鮮な野菜が入荷します。売り切れ次第終了。駐車場完備。 

※ゴルフセンターの営業時間など 

[営業時間]平日 9:00～21:00 土日祝 8:00～21:00 

[定休日]年中無休（年末年始・お盆除く） 

[電話]03-3600-8668 

※ＮＥＷ 平成 26年 7月に新規でご紹介する個人直売所です、平成 24年度版の直売マップには記載されていません。 

 

水元・金町 地区 

１ 大川直売所（東水元５－３３） 

トマト直売のぼり旗と直売所ガレージが目印です。 

平成 26年 6月１４日（土曜日）より 

毎日 午前 6時 30分から 9時まで 売り切れ次第終了 

 

・２ 鈴木直売所（東水元５－３４） 

   庭先販売しています。 

毎日（ただし不定期でお休みをいただきます。） 

午前 8時から 9時頃 売り切れ次第終了 

※ トマト販売は終了しました、次回のトマト販売は 11月～12月頃。 

   また、来年 5月～6月頃に収穫できるよう作付予定です。 

※ マルハナ蜂で受粉するトマトです。 

 

・３ 佐藤直売所（東水元５－３６） 

コインロッカー式の自動販売機を設置しています。 

随時 午前 8時 30分から 12時頃まで 売り切れ次第終了 

※8月中旬から 11月までお休みです。12月頃より小松菜などを販売予定。 

 

４ 柴田（柴邦）直売所（東水元４－１１） 

大きな葛飾元気野菜の看板が目印 

夏期営業時間 

午前 9時 30分から 12時 30分 

午後 3時から夕方まで 

売り切れ次第終了です。 

  

５ 柴田直売所（東水元４－１１） 

水元公園のサイクリングコース、水元さくら堤土手沿い、葛飾元気野菜ののぼり旗と 

作業台がわりの事務机が目印です。 

7月中は毎日 主に枝豆などを販売します。 

 午前 6時頃から 売り切れ次第終了。 
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６ 谷澤直売所（東水元３－２１） 

水元公園のサイクリングコース、水元さくら堤土手沿い、ビニールハウス脇 

葛飾元気野菜のぼり旗が目印です。 

毎日（雨天の場合はお休みです） 

午前 7時 30分頃から 11時頃まで 売り切れ次第終了。 

 

・７ 臼倉直売所（東水元２－３１） 

 庭先販売しています。葛飾元気野菜のぼり旗が目印です。 

 毎日 午前 8時 30分から 12時頃 売り切れ次第終了します。 

 

・８ 臼倉地蔵前直売所（東水元２－２７） 

  庭先販売しています。葛飾元気野菜のぼり旗が目印です。 

随時 午前 10時から 12時頃 売り切れ次第終了します。 

 

西水元 地区 

ＮＥＷ １ うえくさ農園（西水元２－１５）ｓ 

 幸田なかよし通り沿い、ビニールハウスと「うえくさ農園」の看板が目印 

枝豆直売会 

平成 26年 6月 27日より毎日（日曜日と祝日はお休み。） 

 午後 5時から 30分程度 売り切れ次第終了します。 

畑の場所を変えて販売することもあります。 

ご予約・ご注文はこちら 080‐4336‐3171※ 

※電話受付時間は土曜日を除く午前 9時から午後 7時まで 

※今年の夏は 8月下旬～9月上旬頃まで収穫できる予定です。 

 

※ＮＥＷ 平成 26年 7月に新規でご紹介する個人直売所です、平成 24年度版の直売マップには記載されていません。 

 


