
1.『 セルリー 』の旬について考える 2.多摩青果で取り扱う『 セルリー 』　

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) 

セルリー    セリ科  ヨーロッパ・西南アジア・インド原産 

セルリーの歴史は古く、古代エジプトでは葬礼に用いられ、ギリシャやローマでは薬や香料として使われ

ていました。１６世紀から栽培が始まり、日本に渡来したのは１６世紀末だと言われています。「緑色品

種」、「白色品種」、「中間品種」があり、日本では中間品種であるコーネルセルリーが一般的です。 

■東京多摩青果のセルリー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Ｈ23～25年入荷量より 

■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Ｈ23～25年入荷量より 

■多摩青果に入荷するセルリーの主な産地 

この時期に出回るほとんどが長野県の高冷地で栽培さ

れたものです。露地栽培により、原種に近い茎が緑色を

した香りの強いものが多く出回ります。 

■多摩青果に入荷するセルリーの主な種類 

セルリーの巻 
目指せ野菜博士！ 

長野県 
生産量日本一の大産地です。

5月～11月にかけて出荷しま

す。主要産地はＪＡ信州諏訪

地区です。栽培の歴史は古く、

大正時代末期には市場出荷

が始まったと言われています。 

静岡県 
長野県と並ぶセルリーの二大

産地です。主な産地は浜松市

で、11月～5月にかけて出荷し

ています。冬の主力産地となっ

ています。 

福岡県 
静岡県と同様、11月～5月に

かけて出荷しています。主な

産地は瀬高町です。1950年

代から培った生産技術と、砂

質で水はけのよい土地を活

かした栽培を行っています。 

およそ 

660万倍！ 

「夏の長野、冬の静岡」といわれるほど、季節によって産地が入れ替わる品目です。 

種まきから収穫まで約半年かかり、高度な技術が必要なことから限られた産地構成となっています。 

静岡県産と福岡県産が始まり、主にハウス栽培です。夏

の時期のセルリーに比べ食味が柔らかく、香りがやさし

いのでサラダなどにおすすめです。 

セルリーの種は、

0.0003gと非常に小さ

いのですが、成長する

と2000gにもなります。 
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セルリーは、英語の「celery」からきています。どちらも間違いではありませんが、農業関係者はセルリーを用

いることが多いようです。和名は「オランダみつば」と言います。 

～セロリ？ セルリー？～ 

日本で出回るほとん

どが中間種のコーネ

ルセルリーです。葉

柄は淡い緑色 で柔

らかく、長さ40センチ

前後と大きいのが特

徴です。日本人向け

の品種で、比較的香

りがやさしく、生食に

も利用できます。 

茎の部分が緑色をし

ています。肉厚で、香

りが強いのが特徴で

す。アメリカなどで

は、煮込み料理や臭

い消しに用いることが

多く、料理に欠かせな

い素材となっていま

す。 

中間種 

（コーネルセルリー） 

緑色種 

（グリーンセルリー） 

60  

色の基準 0% ～1% ～5% ～10% ～15% 15%超

産地名 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

長 野 県 3% 16% 22% 19% 17% 16% 7% 0% 0% 0% 0% 0%

静 岡 県 12% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 21% 13% 11% 12% 19%

福 岡 県 18% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 15% 14% 15% 14% 21%

そ の 他 5% 3% 0% 0% 0% 0% 11% 15% 17% 21% 22% 6%



3.『 セルリー 』もっと知りたい！もっと美味しく！ 4.実践！たまおの『 セルリー 』鉄板レシピ　

こちらのレシピの詳細は 

ホームページにて公開！ 

TOP→取扱商品→レシピ セルリーの巻 
目指せ野菜博士！ 

宛先 メール：kaihatsu@tamaseika.co.jp お手紙：東京都国立市谷保6丁目2番地の1 東京多摩青果㈱ 

担当：利根川 

セルリー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！セルリーに限らずその他野菜果物なんでも大歓迎です！ 

参考文献 ・からだにやさしい旬の食材 野菜の本 講談社編 

参考サイト・農林水産省-統計情報 野菜生産出荷統計（平成24～25年産）  ・ＪＡ長野県 農畜産物情報  

     ・野菜ナビ ・旬の食材百科  他 

普段、スーパーなどでは茎ごとにバラ売りされていることが多いセルリー。 

今回は一株丸ごと使って、部位によって味が変わるのか確かめてみました！ 

一株分解！ 
さらに 

一本を分解 

   

作り方 
①たまごサラダにみじん切りにしたセルリーを加え混ぜる。 

②トーストした食パンにマーガリンを塗り、ハム・チーズ・①をはさんで完成！ 

POINT シャキシャキとした食感！ 

作り方 

さっぱり漬け・・・①セルリーのスジを取り、お好みにカットする。 

           ②塩・胡椒・黒胡椒・ごま油・レモン汁と①をビニール袋に入れ、 

           揉み込む。しばらく置いて、味が染み込んだら完成！  

POINT スープに葉を足すとよりセルリーの風味を楽しめる！ 

作り方 

①鍋に水と野菜・ベーコン・コンソメを加え火が通るまで煮込む。 

②すいとん粉に水と刻んだセルリーの葉を加え、団子状にする。 

③①に②を加え、火が通るまで煮込んだら完成！ 

まずは 

※糖度計測には、手持屈折系を用いました。 

POINT  

切り方を変えて食感に変化を！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内側 中 外側 

おすすめセルリー部位・・・Ｄ、Ｅ 

おすすめセルリー部位・・・Ｂ～Ｅ 

おすすめセルリー部位・・・Ａ～Ｅ 

◆甘みは、外側から内側、下から上にいくほど増していきました。特徴として、緑色 

 が薄い方が甘いようです。部位によっては、糖度よりも風味が勝る場合があります。 

◆みずみずしさは、外側から内側にいくほど、減少していきました。 

 シャキシャキからサクサクとした食感に変わります。 

◆スジは、外側（特に上部）が硬い 

 ので、スジの処理や切り方の 

 工夫が必要です。 

葉はそのままだと苦味が強く、 

生食には向きません。 

葉っぱ味噌・・・ホームページ参照。 

背景色・・・ 

糖度（度） 食味 糖度（度） 食味 糖度（度） 食味

Ａ
（葉は除く）

―
非常にスジが硬く、

そのままでは食べにくい。
―

非常にスジが硬い。
甘みと爽やかさがある。

―
独特の風味が強い。

あまり甘みは感じない。

Ｂ 6
スジが硬く、香りが強くなる。
ピリッとした辛味も感じる。 5.5

スジが硬い。
甘みと爽やかさがある。 6 非常に甘い。

Ｃ 5.2
スジが気になる。

甘みと酸味がある。
5 甘い。 6 非常に甘い。

Ｄ 5
みずみずしく、やや甘い。

スジが気になる。
5

Ｅと比べ、
甘みと香りが増す。 6 非常に甘い。

Ｅ 4.5
みずみずしく、爽やか。

シャキシャキとした食感。
4.8

みずみずしい。
外側よりも香りは増すが、

クセは強くない。
6

みずみずしさは減り、サクサク
とした食感。外・中に比べ、

風味が強くなる。

全体

結果
外側 中 内側

非常にみずみずしく、独特のクセも
強くない。鮮やかな緑色をしている。

外と比べると甘みを非常に感じる。
みずみずしさもあり、風味も豊か。

外・中とは風味が変わり味わい深い。
スジはあまり気にならない。

◆節間ごとに分け、図で示したＡ～Ｅ部分の 

 糖度測定と、生で食べ比べを行いました。 

※Ａの糖度は、水分量不足のため測れていません。 


