皆さんの食卓に
おいしくたのしい果物を
お届けできるよう
一生懸命頑張ります！
多摩青果職員 国立 せいか(25)

1.せいかが
いちご

『

いちご

バラ科

』

の旬について考える

2.多摩青果で取り扱う

原産地：オランダ

日本での生産量は年間約20万ｔであり、そのほとんどは11～6月に生産されています。主な産地は栃木県や福岡県ですが、北海道から沖
縄まで日本全国で栽培されています。いちごの旬は本来は5月～6月。しかし冬場にクリスマス・バレンタイン・ひな祭りといった冬～春先に
かけての行事で需要が高まることや、暖かくなりすぎると傷むのが早くなってしまい遠方消費地への出荷が難しくなってくることなどから、近
年は全体としての出荷のピークは4月となっています。

さがほのか

東京多摩青果H21～23年の入荷量より

「大錦」 × 「とよのか」

長崎県産

色の基準

産地
茨城
栃木
群馬
埻玉
千葉
静岡
福岡
佐賀
長崎
宮崎
その他

1月

2月

1月末～2月頭頃
この頃に出回る大玉のいちごは年
間の中でも特に食味が良いと言わ
れています。寒さのために生育期
間が長くなるのでその分甘味がの
ります。(※その年の気候により左右され

3月

4月

5月

0%

6月

0～9％

7月

8月

東京多摩青果H21～23年の入荷量より

10～19％

9月

20～29％

10月

30～39％

11月

12月

』

群馬県産 やよいひめ

1998年に佐賀で誕生したさ
がほのか。生産技術が確立
された現在は、県外許諾を
行っておりおり、九州各県を
はじめ全国に生産地が広
がっています。
暖かくなると香りと甘味が特
に増してくる品種！

■産地別 年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合

いちご

日本のいちごはかつて東の『女峰』、西の『とよのか』の二大品種でしたが
現在は各産地独自で開発した品種へと移行してきています。
ひとつの品種を世に出すには最低5年以上はかかるそうです。品種が試作されてから、
何年か試験栽培し、その特徴が維持できると確認できて始めて生産者が栽培をスタートすることが出来る！
新しい品種ひとつ作るにも多くの努力と時間が必要なんですね。。。。

佐賀県産

■東京多摩青果のいちごの年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合(％)

『

「とねほっぺ×とちおとめ」
×
「とねほっぺ」
2005年に品種登録された群馬
県生まれのやよいひめ！
果皮は明るい赤色と硬めの果肉
が特徴です。当社で扱ういちご
の中で一番作型が遅く、名前の
通り3月以降がメインの品種とな
ります。

おいＣべりー
さちのか・こいのか

新品種！おいＣべりー
ビタミンCが市販品種の中で
最も多い「さちのか」の約1.3
倍含まれているおいＣベリー。
付加価値の高い品種として
普及拡大が期待されます。
食味も良好です。
入荷量はまだ多くありません
が注目の品種ですね！

熊本県産

10月末～11月頃
各産地出荷スタート！
12月頃
クリスマスになると一気に需要が高まります。
ケーキにのせる小粒いちごの需要が年間で最も高
まるのもこの時期です！

ます)

近年の天候丌順に加え、燃料費の高騰によりいちごを育てるハウス内の絶対温度の確保が難しくなっており、上記のよう
な今までの出荷パターンにはまらなくなってきているのが現状です。2012年は1～2月に非常に強い寒波に覆われ、いちご
の生育に大きな影響をきたし、出回り数量が少なく高値となりました。

福岡県産

＇とよのか×てるのか)
×
＇久留米49号×さちのか（
福岡農業総合試験場で約6年間という年
月をかけて研究開発2003年にデビューした、
あまおう。あかくて・まるくて・おおきくて・うま
い、の頭文字が名前の由来！今や知名度
抜群。

「久留米49号」
×
「栃の峰」
「女峰」の後継品種として、1996年
に栃木県(日本一のいちご生産量)
で誕生したとちおとめ。女峰の特性
である形の良さや色の鮮やかさを受
け継ぎながら、より大きく、糖度もの
るようになり、現在関東を中心に日
本で最も多く栽培されている品種で
す。栃木では新たな品種の開発も
現在進行中とのこと！ポストとちお
とめはどんな品種なのか！楽しみで
すね～！

とちおとめ

主力品種はとちおとめ。温
暖な気候と平坦で水はけの
良い肥沃な土地に恵まれ
る県内屈指の農業地帯で、
ビニールハウスによるいち
ご・メロン等の施設園芸が
盛んに行われています。

紅ほっぺ
さがほのか

あまおう

とちおとめ

茨城県産

千葉県産 とちおとめ

熊本は全国三位のいちご生産
量！関西への出荷がメインの産
地ではありますが、ひのしずくな
どのオリジナル品種は関東でも
知名度高いですね！

3月・4月頃
気温が上がり、年間で最もいちごの出回りが
多くなる頃！価格も冬に比べ値ごろになって
来る時期ですので、ぜひこの機会にいちご酒
やいちごジャム、いちごアイスなど、いろんな
食べ方でどうぞ！

栃木県産

全国9位のいちご生産量。千
葉は関東最大級のいちご狩
りエリアとしても大人気です
ね！当社にも千葉のとちおと
めが入荷してます！

宮崎県産

さがほのか
やよいひめ

当社の扱ういちごの産地の
中で最も南に位置する産
地！太平洋側で温暖な気
候と日照時間の長さを活か
しいちご栽培がなされてい
ます！

静岡県産

紅ほっぺ

「章姫」×「さちのか」
静岡で誕生し2002年に品種登
録。縦長の円錐形が特徴的！
それまで静岡の主力だった「章姫」
の色形に、味が濃くて果肉がしっ
かりとした「さちのか」の特徴が加
わり、今では静岡県を代表する品
種となりました！

こちらのレシピの詳細は
レシピページにて公開中です！
TOP→取扱商品→レシピ

3.『

いちご

』丸ごともっと楽しくもっとおいしく！

今回使用した材料

美味しいジャムと、ジャムを活用したレシピが知りたい！
試食中風景・・・

レモン無し

砂糖の量で
味はどう変わる？

』鉄板レシピとは！

おいＣベリー 国産レモン

砂糖
50％ レモン汁
最後に

砂糖
50 レモン汁
最初に

香り
レモンを入れないほうがいちご自体の香りが
強く現れた。
色
レモン無しは時間を置くとレモンありより色が
くすんできた。
味
レモン無しは甘味が強すぎとの声が一番多
かった。レモン皮ごとは苦味が強い。

砂糖
50％

レモン
皮・果肉ごと

砂糖
砂糖
レモン無し 30％レモン無し 10％ レモン無し

人工
甘味料
甘さは砂糖
50％と同じ

色

・いちご 300ｇ

砂糖が少ない程、時間が経つと色がくすむ。
レモン汁 味
最後に 砂糖50％は甘味が強すぎるという声が多い。30％が
一番人気。10％では酸味が冷えると強くなってしまう。
砂糖が少ないほど煮詰まるのも早い。人工甘味料は

いちごの生ジャム!?

ブランデーストロベリージャム
材料(いちご1PK分)

砂糖
50％

いちご

今回は最も基本的ないちご料理ジャムに注目！果実に含まれるペクチンと砂糖と酸を混ぜて加熱することにより、
とろみができてジャムになるそうです。レシピ本でいろんなジャムの作り方を調べたところ、平均的なレシピは、いちご
に砂糖＇いちご対し60％～50％の重量（とレモン汁をかけてしばらく置き、いちごの汁気が出てきたら火にかけ強
火で20分という内容でした！そこで今回はレモン汁の有無、砂糖の量、加熱しないで砂糖漬けにするなど、いろん
な条件で調理し、内容は伏せて職員15名に試食アンケートを実施！火加減はＩＨでやや強火、加熱時間は20分を
目安に水を張ったコップにジャムを垂らして撹拌せず下まで落ちる程度のとろみになるまでとしました！

砂糖
50％
レモンの有無
違いは？

グラニュー糖

4.実践！せいかの『

・砂糖 90ｇ
・レモン 1/2個分
・ブランデー 大さじ2

1（ いちごは洗ってヘタを取り、砂糖とレモ
ン汁をまぶして置く。
2（ 水気が出てきたら中火～強火で焦げ
付かないようやさしく混ぜながら15～20
分加熱。
3（とろみがついたら最後にブランデーを大
さじ2杯かけて混ぜたら火を止める。

材料(いちご1PK分)
・いちご

300ｇ

・砂糖

90ｇ

・レモン

1/2個分

1（ いちごは洗ってへたを取り、しっかり
水気を切る。
2（ ビニール袋にすべての材料を入れて、
全体に砂糖がいきわたるようやさしくま
ぶす。空気をよく抜いて密封したら冷蔵
庫で一晩置く。
※保存は冷蔵庫で！

甘さを50％と同じにするとカロリーは1/10！レンジで
作るレシピが多いが鍋で十分出来る。ただレモンが無
いと味が締まらないのでレモンは必須！
香り

加熱しないで
出来る？

砂糖
50％ レモン汁
最初に

砂糖
レモン汁
30％
最初に

お酒を加えると
美味しいってホント？
砂糖漬け

まとめ

砂糖漬け

ブランデー

加熱したものよりもいちごの本来の香りが
楽しめると、香り部門では第1位。
色

砂糖
30％ レモンあり

香り
深みのある香り。
色
渋い赤色に。

色は加熱していない分鮮やか。

味

味

深みのある味に！ちょっと甘

粒によって漬かり具合(味・食感)に差が出

さも落ち着いてまろやか？な

た。特に30％の方が味にバラツキがあった。

味。何度も試食を重ねた結

ジャムとして使うにはもうちょっととろみが

果これが一番人気！

欲しいとの意見も。

◆いちごの香りはレモン無しのが
強く香る！でも、レモンなしは時
間が経つと色がくすんできた！

◆保存性を問わなければ砂糖30％でも
十分美味しい！

作りたてはあまり違いはなかったのです
が、3日後に比べてみるとレモン無しの

ごの60％程度の砂糖を入れますが、今回のように

もの(特に砂糖の量が少ないもの)は色

という意見でした。砂糖を控えめにしてたっぷり
使ってもカロリーを気にせずいいジャムにできるの

がくすんでいました。

ジャムのアレンジレシピを社内で試食＆アンケートを実施！結果は・・・！

ジャムは保存性を高めるために、一般的にはいち

ジャムだけで食べると特に50％は甘味が強すぎる

◆砂糖漬けはジャムとは違う性質
だが、色と香りはとても良い。生
ジャムといった感じ。

◆ブランデーや粒胡椒、ミントなど
を入れてオリジナルフレーバーで楽
しみ方無限大！

こんな方法ならもっと美味しい！もっと簡単に作れるよ！他にはこんな食べ方がオススメ！など
みなさんからの情報、ご意見・ご感想ぜひお寄せください！
もちろん！いちごに限らずその他野菜果物なんでも大歓迎です！
宛先 メール：kaihatsu@tamaseika.co.jp お手紙：東京都国立市谷保367 東京多摩青果㈱ 開発課宛
参考（ WEB ・農林水産省品種登録ホームページ ・栃木県HP ・静岡いちご通信 ・ＪＡさがＨＰ ・ファームステージョン福岡 他
文献 ・田端永子、八月社「果実とハーブとお酒とシロップ ジャムとお茶とコンポート」 主婦の友社
・「四季のジャムと甘煮」 婦人之友社 他

