皆さんの食卓に
おいしい野菜と、楽しい情報を
お届けできるよう
一生懸命頑張ります！
多摩青果職員 東京たまお

1.たまおが

トマト

『

トマト

ナス科

』

の旬について考える

2.多摩青果で取り扱う

原産地：单米アンデス地方

■東京多摩青果のトマトの年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合(％)
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■産地別 年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合

9月

10月

ミニトマト

品種は桃太郎・麗容・先のとがった
ファーストトマトなどが有名です。中で
も桃太郎トマトは現在日本のトマトの約
70％を占めている代表品種です。

かつては機内食用に国際空港の周辺でご
くわずか作られているだけでしたが、
1980年代に入り急速に普及しました。
今ではたくさんの色や高糖度のものなど
多くの品種が作られています。

11月

12月

東京多摩青果Ｈ21～23年入荷量より

多摩青果に入荷するトマトの主な産地
岩手
北海道
夏場の一大産地です。年間で
も熊本に次ぐ第2位の出荷量
で、全国にコールドチェーンで出
荷しています。そのため棚持ち
も良いのが特徴です。

5月
意外かもしれませんが、一年の間でトマトの入荷量が最も増え
るのが5月で、価格が最も安くなるのもこの頃です。この機会
に生食の他、トマトソースや自家製ケチャップなど色々な食べ
方で召し上がってみて下さい。

6月-9月
一般に旬と言われる時期です。トマトはこの
時期しか露地栽培できない夏野菜の代表で
す。しかし近年あまり露地栽培のトマトはあ
まり作られていません。

原産地であるアンデス地方高地の気候は、雨が少なく強い日の光と昼夜の温度差が特徴的です。そのため産地も時期
によって、暑い夏は比較的涼しい北海道・東北・岐阜の高冷地へ、冬場は暖かい東海地方・九州へと移動していきま
す。適した産地へ移動することで美味しいトマトとなり、また、産地も暖房費などのコストをおさえることができる
とういうメリットもあります。トマトは主に3月～6月に収穫できる春トマト、6月～9月に収穫する夏秋トマト、9月
～2月に収穫する秋冬トマト、12月～3月に収穫する冬春トマトの4種類に分けられます。いずれのトマトも、出始め
は大玉傾向で、後になるほど小さくなっていきます。

寒暖差を利用し、夏
場にトマトを作ってい
ます。京浜・中京地
区まで出荷されてい
ます。

大玉トマトとミニトマトの中間的なサイ
ズで品種により『酸味が強い』『甘みが
強い』など個性があるのが特長。

福島

青森県

多摩青果では夏場の
入荷量が北海道に次
ぐ2位の福島県。京浜・
中京地区まで出荷され
ています。

夏場の出荷量が全国1位で、
コールドチェーンで全国に出
荷されています。小箱やPK
などアイテム数の多い産地
です。

岐阜県

関東

高冷地の涼しい気候を利用し、
夏場～秋にかけてトマトを出荷
しています。
日本の中央部に位置している
ため、関西・中京・京浜地方と
広く出荷している産地です。

(群馬)昼夜の温度差のある高
冷地で作っているため、食味が
抜群です。(茨城・栃木)春に
は麗容という品種を作っていま
す。実が硬めで色つきが良いの
が特徴です。

福岡県

2月-3月頃
この頃出回るトマトは、寒さのため生育
期間が長くかかります。そのため味がのり、
一年間の中でも特に食味が良いといわ
れています。

ミディートマト

赤系のトマトで、日本ではホールトマトの
缶詰でお馴染みです。酸味が強く生食には
向きませんが、加熱することでぐっと旨み
が増します。

6%

2%

2月

大玉トマト

調理用トマト

8%

4%

1月

』

トマトは果肉の色が赤い『赤系トマト』と桃色の『ピンク系トマト』に分けられます。赤系トマトは果肉が厚く、ゼリー部分が少な
く、縦長の形をした品種が多くあります。また、酸味も強く生食にはあまり向きませんが、加熱調理をすることで旨みが増すため多
くが加工向けとして使われます。一方ピンク系トマトは赤系トマトに比べゼリー部分が多く、丸い形をしています。甘みが強く生食
に向いていることから、生食で食べられることの多い日本ではピンク系トマトが大半を占めています。

12%
11%

トマト

■赤系トマトとピンク系トマト

トマトはスーパーや八百屋さんに必ず置いてある野菜の一つで、近年では品種も豊富で様々な種類を簡卖
に見かけることができます。平成23年産の全国年間収穫量は約70万トン、市場での取り扱い金額を見て
もナンバーワンを誇る野菜です。

10%

『

愛知県

九州の中では熊本に次ぐ出荷量
です。主に春トマトを生産してい
ます。農協一体となって品質を一
定にしようと努めている産地です。
またトマトの色回りも良いのが特
徴です。

年間では全国3位の生産量を
誇る愛知県は、ファーストトマト
の一大産地としても有名です。
また、ファーストトマト以外にも
たくさんの品種を作っています。
主に愛知県内・京浜地区に出
荷されています。

熊本県

静岡県

日本一の生産量を誇る一大産
地で、九州から北海道まで全国
に出荷されています。主に冬春
トマトと春トマトを中心に生産し
ています。熊本県内の青果物で
みてもトマトの生産量は1位です。

温暖な気候を利用して、冬場
から春先を中心に7月頃まで出
荷しています。高品質なトマトを
作る産地として有名で、またフ
ルーツトマトの生産量も多い産
地です。主に県内・京浜地区を
中心に出荷されています。

こちらのレシピの詳細は
レシピページにて公開！
TOP→取扱商品→レシピ

3.作ってみたい！

こだわりトマトも料理！

4.実践！

美味しいトマトを食べたい！！

たまおのトマトを美味しく食べられるレシピ

基本編

どんなトマトも美味しくたくさん食べるための基本のレシピ！！

■実験1 美味しいトマトは『水に沈む』は本当か！？
■美味しいトマトは沈むという情報を仕入れたたまお。水を張った容器にトマトを入れ、実験することにしました。
実験結果
72個調べた結果沈んだトマトの合計は37個、浮いたトマトの合計は35個と
ほぼ半々の結果に。水に入れると『沈んだトマト』『浮いたトマト』に分かれま
した。また、どちらにも皮の色が濃いものと薄いものがありました。
そこでたまおは、
『沈んだトマト』のうち、皮の色が濃いものを①、薄いものを②
『浮いたトマト』のうち、皮の色が濃いものを③、薄いものを④

①

③

②

④

■4つに分類したトマトから無作為に6個選び、重さ・糖度を測りました。

作り方
材料
1）トマトの湯むきをする。
（トマト中3個分）
2）①をざく切りにし、少し形が残る
・トマト 3個
程度にフードプロセッサーにかける。
・塩
ひとつまみ

■実験2 実食！！！『沈んだトマト』『浮いたトマト』で味は違うのか！？

3）②をフライパンに移し、時々混ぜ
ながら中火で20分加熱する。
4）水分が飛んでドロッとしてきたら塩
を一つまみ入れ完成。

一番美味しいもの、一

■実験1で4つに分類されたトマトを食べ比べて『甘さ』『濃さ』『硬さ』それぞれの項目に順位を付けてもらいました。 番美味しくないものは？

実験結果

セミドライトマト

基本のトマトソース

重さはは平均では、沈んだトマトの方が重かったのですが、
『沈んだトマト』中には140g未満のものもあり、重さで浮き沈みは
関係ないようです。
糖度は若干の差で、『沈んだトマト』の方が高い結果になり
ましたが、皮の色では糖度は決まりませんでした。

の質問には一番美味し
いは①、一番美味しくな
いに③を選ぶ人が多く
見られました。

※実験参加者はどのような分類分けがされているか知りません。

作り方
材料
（トマト中3個分） 1）トマトを横半分に切る。
2）オーブンで150℃で3時間加熱する。
・トマト 3個

3）水分がぬけてしわしわになったら完成。

＊ゼリーの部分は取り除いても、除かなくてもできます。
ゼリーがあると味は濃縮されていますが、水分はまだあります。
ゼリーがないほうが乾燥します。お好みでお試し下さい。

応用編

シンプルなトマトパスタ

セミドライトマトの

かんたん♪ おつまみ

手作りケチャップ

●『甘さ』『味の濃さ』の項目では、1位に①が、最下位に『甘さ』では③が選ばれ、『味の濃さ』では結果が分かれました。
●『甘さ』『味の濃さ』の結果を沈む・浮くの二つで分けると、どちらも『沈んだトマト』が上位に
選ばれる傾向があるようです。皮の色で比べると、『甘さ』は色の濃いほうが上位に、『味の濃さ』では差は
ほとんど出ませんでした。
●『硬さ』の項目では、ばらつきがでる結果に。浮く・沈むで比べても結果はほとんど変わりません。、
皮の色の濃い・薄いで比べてもばらつきのでる結果に。今回の実験では、硬さはトマトの浮き沈み・
皮の色の濃さでは関係性がみられませんでした。

結論！！沈むトマトは美味しい！！ 皮の色ではトマトの美味しさはわからない
■番外編 先輩社員に聞く美味しいトマトの見分け方！
美味しいトマトを見分けるために、買うときには
どこに注目すればいいのでしょうか？？
上の説明でも分かるように、真っ赤であれば美味しいという
わけではありません。美味しいと感じる基準も人により異な
るので、一度食べてみて『自分好みの美味しかったトマト』
の特徴をよく観察してみてください。
また、産地や時期によっても味が違うので、産地ごとで食べ
比べてみたり、同じ産地のものを時期を変えて食べ比べて、
自分好みのトマトを探してみてください。
スーパーやお店によっても扱うトマトは違うので、お店で比
べてみるのもいいですね！！

■実験3 美味しくないトマトは美味しくなるのか！？
煮る！！
れぞれ湯むきをし、形が残るくらいに
ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰにかけ、中火で加熱。

①

③

食べ比べると①の方が若干味
が濃いような気がしましたが、
生食で食べたときより、①と③
の味の差がだいぶなくなったよ
うに感じました。

焼く！！
それぞれヘタを上にし横半分に切
り150℃のｵｰﾌﾞﾝで3時間加熱。

①

③

低温で長時間加熱したことで、
味が濃縮されとても濃い味の
トマトに！！二つの違いはほ
とんど感じられませんでした。

にんにくをオリーブオイルで低温でじっくり
香りが出るまで炒めたら、基本のトマト
ソースを加え、一煮立ちさせます。
後はパスタを入れ味を整えれば完成。

ガーリックトーストの上に、アンチョビ・チーズ・
セミドライトマト・バジルの葉を乗せ、塩・
胡椒を上からかければ完成。

基本のトマトソースを弱火で加熱し、すり
おろした玉ねぎ・にんにく・砂糖・酢・
シナモンスティック・クローブ・オールスパ
イスを入れ、一煮立ちさせれば完成。

トマトの秘密を知っている！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！トマト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㈱
参考・資料） WEB ・農林水産省-統計情報
他
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