目指せ野菜博士！

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！

さやいんげんの巻
1.『 さやいんげん 』の旬について考える
さやいんげん マメ科 中央アメリカ原産

多摩青果職員
東京たまお
多摩青果職員
東京たまお(25)

2.多摩青果で取り扱う『 さやいんげん 』
■多摩青果に入荷するさやいんげんの主な種類

さやいんげんは、いんげん豆を若採りしてさやごと食べる野菜です。「いんげん」の名は、日本に伝えたとされる江戸
時代の帰化僧、隠元禅師の名に因んでいるとも言われています。当時は豆として利用していたようですが、若ざや
を食べる現在の野菜用品種は、明治時代に欧米から導入した品種が分化したものです。現在は全国で栽培され、
食卓には欠かせない緑黄色野菜のひとつです。

丸さや種
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さやいんげんと比べるとさやが平
べったく長いです。ジャンボはモ
ロッコと比べて、さやが薄くて長
く、モロッコは肉厚で短いです。食
感は柔らかく甘味が強いのが特
徴です。

一般的にさやいんげんとして多く
出回っています。形状は丸さや
で、長さは13～15ｃｍほど。品種
はつるなしの「キセラ」、つるあり
の「いちず」「ステイヤー」「ケン
タッキー」などがあります。

東京多摩青果Ｈ22～24年入荷量より
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ジャンボいんげん・
モロッコいんげん

さやいんげん

■東京多摩青果のさやいんげん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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平さや種

「つるあり」とは、つるを伸ばして生長するさやいんげんで、「つるなし」とは、つる
を伸ばさずに木のように生長するさやいんげんです。「つるあり」は収穫期間が長く、
収量も多いです。「つるなし」はつるありに比べ収穫期間が短いですが、短期間にまと
めて収穫できるのが特徴です。

■多摩青果に入荷するさやいんげんの主な産地
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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（％）
東京多摩青果Ｈ22～24年入荷量より
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山梨県 9～10月

青森

露地栽培中心でケンタッ
キーを生産。秋作のみの
出荷。さやの色はやや薄
めですが、柔らかく食味は
トップレベルです。

福島
群馬

青 森
福 島

鹿児島県 11～6月

茨 城

出荷量全国No.2。キセラ・
ジャンボいんげんなどを生
産。ハウス栽培と露地栽
培が行われており、長期
間にわたり出荷されてい
ます。

群 馬
千 葉
山 梨
鹿児島

山梨

鹿児島

青森県 7～10月
露地栽培中心でステイ
ヤーを生産。選果選別は
全国でもトップクラスで、厳
しい選別を行っています。
食味・見た目もレベルの高
い産地です。

茨城
千葉

沖縄

福島県 6～10月
当社の入荷量No.1。露地
栽培中心でキセラ・いち
ず・ケンタッキー・ステイ
ヤー・ジャンボいんげんな
どを生産。夏場の出荷を
支えています。

茨城県 促成 5～7月 抑制 9～10月

沖 縄

沖縄県 1～4月

輸 入

1～3月
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7～9月

10～12月

気候の暖かい沖縄や九州地方で
ハウス栽培されている物が主流と
なります。またオマーンなどの輸入
物の入荷もこの時期です。

関東の促成栽培されて
いる物が主流となりま
す。6月に入ると茨城の
露地物も出荷されます。

東北の露地栽培されて
いる物が主流となりま
す。年間で出荷が一番
多い時期です。

関東の抑制栽培されて
いる物が主流となりま
す。ハウス物と一部露地
物が出荷されます。

※促成栽培とはビニールハウス等を利用し、露地栽培よりも生長･収穫･出荷を早くする栽培法です。抑制栽培はその反対です。

キセラ・ステイヤー・サー
ベル・ジャンボいんげんな
どを生産。本州の気温が
低い冬場の時期から春に
かけての出荷を支えてい
ます。

ケンタッキー・ステイヤーを中心に生産。春の終わり
と夏の終わりをつなぐ重要な産地です。

千葉県 促成 4～6月 抑制 10～11月
出荷量全国No.1。ハウス栽培でステイヤーを中心
に生産。さやの緑色が濃く、食味も良好です。

群馬県 8～10月
いちず・モロッコいんげん
を生産。さやいんげんの
生育適温（20～25℃）に合
わせて、高冷地で生産さ
れています。

※促成栽培とはビニールハウス等を利用し、露地栽培よりも生長･収穫･出荷を早くする栽培法です。抑制栽培はその反対です。

目指せ野菜博士！

こちらのレシピの詳細は
ホームページにて公開！

さやいんげんの巻

3.『 さやいんげん 』もっと知りたい！もっと美味しく！

TOP→取扱商品→レシピ
TOP→取扱商品→レシピ

4.実践！たまおの『 さやいんげん 』鉄板レシピ

○さやいんげんといんげん豆って何が違うの？
さやいんげんといんげん豆、同じ「いんげん」という名前がついていますが、
何か違いがあるのかな？
いんげん豆とはマメ科の植物です。成長した苗は花をつけます。

やがて花弁が落ち、さやが大きく成長します。

いんげん豆の花
さやが実っている様子

成長したさやを収穫したものがさやいんげんです。

成長したさやが乾燥し、中から成熟した実が収穫されます。
その実を乾燥させたものがいんげん豆です。

さやいんげんは、年に３度収穫できる
ことから、関西では三度豆とも呼ばれ
ています。
関東はつるありの品種、関西･北海道は
つるなしの品種と地域によって好まれ
る品種が異なるそうです。

いんげん豆の種類は多く、金時豆･手亡
豆･うずら豆などがあります。国内産の
９割が北海道で生産されています。
煮豆や甘納豆、菓子用の餡などに用い
られます。

From タイ
①人参は千切り、さやいんげんは３cmの長さ、ミニトマトは半分に切る。
②にんにくと鷹の爪はみじん切りにする。
③レモン汁・ナンプラー・砂糖をボウルに加え、よく混ぜ合わせる。
④③に②と桜えびを加え、混ぜ合わせる。
⑤④に①の材料を加え、もみ込む様に混ぜ合わせる。
⑥野菜がしんなりしてきたら、サニーレタスなどと一緒に器に盛る。
⑦お好みでパクチーを盛り付けて完成。
POINT：さやいんげんは生のまま使っていますが、気になる方は硬めに茹でて
作ってみてください。

From 日本
①さやいんげんを３～４cmの長さに切る。
②すりごま・酒・砂糖・醤油を混ぜ合わせておく。
③鍋に水と塩を入れ沸騰させ、さやいんげんを加えて約２分茹でる。
④茹で上がったらざるにあげる。
⑤②に茹で上がったさやいんげんを加え、よく和える。
⑥器に盛り付けて完成。
きっかけ：ごま和えを作ってみて!と言われてもパッと作れないので、
今回作ってみました。とても簡単です。

このように若い莢を食べる軟莢種(さやいんげん)と成熟した実を食べる種実用種(いんげん豆)に分けられますが、
さやいんげんといんげん豆の品種は異なるため、さやいんげんの苗からいんげん豆は収穫できません。

From アメリカ

○さやいんげんの保存方法は？
冷蔵庫でそのまま保存すると…

３～４日程でしなびてきてしまう。1本傷んでいると
他のさやいんげんに傷みがうつってしまうことも。

では冷凍保存は？２つの方法を試してみました！！
・生のまま冷凍保存

・硬めに茹でて冷凍保存

解凍方法
茹でる
炒める
どちらの方法もそこまで差が無く、 茹でて調理するよりは、新鮮なもの
短めに茹でてもブヨブヨに･･･
に近い食感になる。シャキシャキ感
はあまりない。

生のままも硬めに茹でたものも
差はそこまでない。
冷凍保存した場合は、凍った状
態のものを炒め物か汁物に使う
と良いでしょう。

歯ごたえや食感はやや劣りますが、食べきれない時は冷凍保存も可能です！
用途によって使い分けましょう。

①さやいんげんは1cmの長さに、玉ねぎとにんにくはみじん切りにする。
②赤いんげん豆(キドニービーンズ)の水煮をざるにあけ、さっと洗う。
③鍋にオリーブオイルをひき、玉ねぎとにんにくを炒める。
④しんなりしてきたらひき肉を加え、炒める。
⑤肉の色が変わったら、チリパウダーとクミンパウダーを加える。
⑥赤ワインを加え一煮立ちさせたら、トマト水煮缶・赤いんげん豆・
ローリエ・コンソメ・塩・こしょうを加え、15分ほど煮る。
⑦さやいんげんを加えて、さらに10分煮て完成。
POINT：煮込んでいる時は、焦がさないように時々混ぜ合わせてください。

さやいんげん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！さやいんげん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
画像提供 ・（独）農畜産業振興機構 他
参考・資料）文献 ・高橋書店「からだにおいしい野菜の便利帳」 監修 板木利隆
WEB ・農林水産省‐統計情報 野菜生産出荷統計(平成24年度産)
・豆類協会 ・野菜ナビ ・wikipedia 他

担当：諸橋

