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(25)

1.たまおが

『

菜の花

菜の花

』

2.多摩青果で取り扱う

の旬について考える

アブラナ科アブラナ属

■東京多摩青果の菜の花の年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合(％)
東京多摩青果Ｈ21～23年入荷量より
30.2%

32.1%

』

25%

・その他の菜の花

そもそも菜の花とは…
・ちんげん菜花
ちんげん菜を一度枯ら
し、とう立ちしてきた芽
を摘んだもの。菜の花
よりくせがないです。

アブラナまたはセイヨウアブラナの別名のほか、アブラナ科アブラナ属の花
を指します。菜とは食用の意味で、菜の花とは食用の花を指します。

・菜花

・かき菜

菜の花（アブラナ）の蕾と花茎、若葉を菜花とい
います。
蕾の目立つ頭頂部をまとめたもの(束タイプ)と
蕾と脇芽を掻き取って袋詰めにしたもの(袋タイ
プ)が主流となっています。

30%

20%

菜の花

■多摩青果に入荷する菜の花の主な種類

原産地：地中海沿岸・北ヨーロッパ・中央アジア

日本には紀元前に中国より渡来したと言われており、飛鳥時代には花芽が食用されていたと記録があるほど歴史の
ある野菜です。江戸時代からは油の精製にも用いられるようになりました。当初は中国より渡来した日本在来種が一
般的でしたが、明治時代に西洋種が渡来し、現在の主流となっています。

35%

『

元々は北関東で栽培される伝統野菜で、菜花
と同系統ですが、在来種のアブラナまたはその
変種と言われています。菜花の様な蕾は無く、
若芽を掻きとって食べられることから「かき菜」
と名付けられたそうです。

・のらぼう菜
菜の花の一種。
江戸時代に、江戸近郊
の天領の村々に配付さ
れた闍婆菜(ｼﾞｬﾊﾞﾅ)の
種が、その後いつのま
にか「のらぼう」と名を
変えて、埼玉県飯能市、
東京都青梅市を中心と
した東京西郊の山麓地
帯に伝わりました。天
明・天保の飢饉の時、
このおかげで多くの住
民の命が救われたとい
われています。

16.9%

15%
10.8%
10%

7.8%

5%
0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

5月

6月

7月

8月

9月

10月

0%
1月

2月

3月

4月

■産地別 年間入荷量に対する、各月入荷量の占める割合（％）
色の基準

1月

2月

3月

4月

5月

0%

6月

1 ～1 0 %

7月

1.7%
11月

12月

東京多摩青果Ｈ21～23年入荷量より
1 1 ～2 0 % 2 1 ～3 0 % 3 1 ～4 0 % 4 1 ～5 0 % 5 1 ～6 0 %

8月

9月

10月

11月

12月

福 島
茨 城

束タイプ

袋タイプ

ほとんどが袋タイプ

■多摩青果に入荷する菜の花の主な産地
徳島県・菜花

三重県・かき菜

群馬県・かき菜

束タイプの出荷。発泡スチロールケースで
航空便にて出荷されるため、鮮度の良さ
が目立ちます。1月下旬から3月下旬まで
入荷されます。

かき菜の取り扱い量が全国で一番大きい産地。近年の
12・1月の冷害で、本格的に増えるのは2月中旬から3
月です。

1袋300ｇとボリューム感があり、消費地が近いた
め鮮度も抜群です。入荷は1月から4月です。

福島県・かき菜

群 馬

香川県・菜花

千 葉

束タイプ・袋タイプの出荷。束タイプは保冷
剤付きの発泡スチロールケースに詰めら
れ、航空便にて出荷されるため、鮮度は
抜群です。年末から春先までの長期間、
安定した出荷がされています。

静 岡
三 重
徳 島
香 川

「春菜」というブランド名で出荷されていま
す。出荷量は少ないものの、年間を通して
出荷されています。

茨城県・ちんげん菜花
ちんげん菜の生産が盛んな茨城より出荷
されています。入荷は3月から4月上旬です。

高知県・菜花

高 知

束タイプの出荷。2月下旬から3月上旬に
かけて出荷が増大します。
ひなまつり需要に欠かせない産地です。

福 岡

菜の花の旬である2月～3月は出荷のピーク。各
産地よりたくさんの菜の花が出荷されます。特に
3月は桃の節句（ひなまつり）の料理に菜の花が
用いられることが多いため、需要が高まる時期
でもあります。

夏～秋にかけて種まきされた菜
の花は早いところで10月頃より
出荷され始めます。お正月のお
節料理に用いられるなど、冬の
需要もあります。

福岡県・かき菜
「博多な花おいしい菜」というブランド名で
出荷されています。福岡県産ブランド農産
物のひとつで、県をあげて全国にアピー
ルされています。入荷は12月から3月です。

千葉県・菜花
菜花の取り扱い量が全国で一番大きい産
地。入荷は11月から4月と長く、年末年始
やひなまつりの需要期にはかかせない産
地です。

静岡県・菜花
袋タイプの出荷。極力、化学肥料・農薬を
抑えた有機栽培で、八百屋さんからの支
持も強い産地です。

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.『

菜の花

』

もっと知りたい！もっと美味しく！

4.実践！たまおの『

菜の花

』鉄板レシピ
フライパンひとつで簡単！菜の花がご飯のおかずに大変身！

●買ってきた菜の花を少しでも長持ちさせたい！いつでも美味しい状態で食べるには？
せっかく買ってきた菜の花を冷蔵庫で保存させているうちに傷ませてしまった…
時間が経っても美味しい状態で食べられる保存方法はないのでしょうか？

材料（4人分）
・菜の花 1束
・豚肉 150ｇ
・人参 1/2本
・しめじ 1/2株

冷蔵庫で縦置き保存すると長持ちすると言われているが、果たして本当なのか！
他の置き方と差が出るのか比べてみました。

横置き

逆さ置き

心なしかほんのり黄色く見える
所も出てきました。

横が1つ、逆さが3つ花が咲きま
した。縦は咲いていません。

横は変わらず、逆さは花が4つに
なりました。縦は咲いていません。

縦置き＞横置き＞逆さ置き
育ってきた状態と同じ向きで置くことによって、やはり長持ちするようです。逆さ置きは重力の関係も相まって、花に水分も届き易
かったのか、一番花が咲きました。買ってきて冷蔵保存するには、縦置きで、2～3日以内に食べきると良いでしょう。

・しょうが 1片
・豆腐 1/2丁
・卵
1個

・顆粒だし 小さじ2
・しょう油 小さじ2
・水
400ｃｃ

（片栗粉 大さじ1＋水 大さじ1）

自然解凍
茹でて冷凍

Ａ

苦味や辛味が薄く、甘味を感じる。少し水っぽい。

Ｂ

苦味と辛味を感じる。べちゃべちゃしている。

菜の花が主役！シンプルだけど菜の花を味わうならこれ！

Ｃ

苦味も感じるが、辛味の方が強く感じる。

Ｄ

辛味が薄く、甘味や苦味を感じるが、全体的に味が薄い。

材料（2人分）
・菜の花 1/2束
・鷹の爪 2本
・こしょう 適量
・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ 200ｇ ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 大さじ2 ・パセリ お好みで
・にんにく 1片
・塩 適量

1)にんにくはみじん切りに、鷹の爪は種を抜いて輪切りにする。
2)菜の花は3ｃｍくらいに切る。
3)ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰを茹でながら、ソースを作る。
・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰを指定の時間より1分短く茹で、茹で上がる30秒前に菜の花を加える。
・ﾌﾗｲﾊﾟﾝにｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ・にんにくを加え中火にかけ、香りが出てきたら鷹の爪を加える。
4)ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰが茹で上がったらざるに上げ、ﾌﾗｲﾊﾟﾝに加えて手早く混ぜ合わせる。
5)塩こしょうで味を調え、お好みでパセリを混ぜ合わせて完成。

レンジ500Ｗ3分
洗ってそのまま冷凍

生と同じ様に茹でる

買ってきてすぐ調理したもの＞Ａ＞Ｄ＞Ｃ＞Ｂ
買ってきてすぐ調理したものと比べると味の差はかなりありましたが、ＡとＤは買ってきてすぐのものに比較的近く、レンジで調理し
たＢとＣに関しては、苦味・辛味ともに強く感じられました。すぐに食べきれない場合は、塩茹でし冷凍。食べる時に自然解凍がオ
ススメです。レンジ調理はオススメしません！茹でたものを冷蔵保存する場合も2日以内に食べきると良いでしょう。

・塩こしょう 適量
・ラー油 お好みで

1)菜の花は3ｃｍくらいに、長ねぎ・しょうがはみじん切りに、豆腐は2ｃｍ角に切る。
2)鶏ひき肉にみじん切りにした長ねぎ・しょうがと塩こしょうを加え、混ぜ合わせる。
3)鍋に水と顆粒だしを加え、沸騰してきたら2を丸めて肉団子を作り、鍋に加える。
4)肉団子に火が通ったら、菜の花を加え、しんなりしたら
しょう油・塩こしょうで味を調える。
5)溶き卵を加え、卵が固まったら、お好みでラー油を加えて完成。

2つの保存方法で1週間保存した菜の花と買ってきてすぐに調理した菜の花に
それぞれ味の差はあるのか、実際に食べ比べてみました。

試食中の様子

★ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 大さじ1
・ごま油
適量
・水溶き片栗粉

菜の花のほろ苦さと優しいたまごのハーモニー♪
材料（2人分）
・菜の花 1/2束
・鶏ひき肉 100g
・長ねぎ
5ｃｍ

まだ青々としています。

★しょう油 大さじ1
★酒
大さじ1
★塩 小さじ1/2
★砂糖 小さじ1

1)菜の花は3ｃｍくらいに、人参はいちょう切り、豚肉は一口大に、
ゆで卵は縦に1/4に切る。しめじは石づきを取ってほぐし、きくらげは水で戻しておく。
2)菜の花をかために下茹でし、水と★の調味料を混ぜ合わせておく。
3)ﾌﾗｲﾊﾟﾝにごま油を引き、豚肉を炒める。
4)豚肉に火が通ってきたら、人参・しめじ・きくらげを加え炒める。
5)人参がしんなりしてきたら、下茹でした菜の花と調味料を加え、よく絡める。
6)水溶き片栗粉を加え、とろみが付いたら火を止め、ご飯を盛った器にかける。
7)ゆで卵を飾り付けて完成。

今回は、縦置き・横置き・逆さ置きで保存実験をしました。
菜の花は時間が経つと花が咲いてきます。花が咲くということは、菜の花自体の水分や
栄養が取られている＝鮮度が落ちているということになります。花が咲いたら食べられな
いということではありませんが、今回は花を基準に実験してみました。
縦置き

・乾燥きくらげ 8個
・ゆで卵
1個
・水
300cc
★中華だし 大さじ1

菜の花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・
ご感想をぜひお寄せください！もちろん！菜の花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
参考・資料） WEB

・Wikipedia

・野口種苗HP

担当：諸橋

