
2.多摩青果で取り扱う『 青梗菜 』1.『 青梗菜 』の旬について考える

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！ 

■東京多摩青果の青梗菜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 

■多摩青果に入荷する 青梗菜 の主な種類 

青梗菜の巻 
目指せ野菜博士！ 

青梗菜   アブラナ 科  中国原産 

■多摩青果に入荷する 青梗菜 の主な産地 

■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 
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ミニ青梗菜 

ちんげん菜花 

手のひらサイズの小さい青梗菜。手軽

さが売りで一株そのまま調理でき、ラー

メンのトッピング等に使えます。 

 

茎を伸ばし、花を付ける前のつぼみ

を持った青梗菜です。2月中旬～4月

下旬までの期間限定の入荷です。 

サラダ青梗菜 

茨城県 

群馬県 

静岡県 

土作りを重視して苦味やえぐみをさらに少なくした、生

で食べられる青梗菜。茨城県のJAなめがたで厳しい

栽培基準をクリアして出荷されています。 

ハウス物を中心として通年入荷しています。 
青梗菜は20℃前後の冷涼な気候を好みますが、暑さや病気にも強い野菜です。また栽培期間が短く、一年を通

して栽培が可能なことから、全国各地で作られるようになりました。多摩青果では主に茨城・静岡・群馬県産が

通年入荷しています。 

多摩青果職員 東京たまお(25) 

画像提供:なめがたチンゲンサイ

青梗菜 

不結球型の白菜の仲間。くせがなくアクも

ないので下茹でがいりません。 

シャキシャキとした食感と淡白な味が特

徴です。また、煮崩れしない為あんかけ、

クリーム煮、お浸し等といった様々な料理

に合います。 

日本での青梗菜の歴史は浅く、1972年の日中国交回復以降に中国野菜の一つとして導入されました。多くの中

国野菜の中で青梗菜の味や食感が日本人の好みに合い、人気を得て定着しました。中国野菜の代表的な一つ

となっています。 

長野県 

全国での生産・出荷量1位です。 

多摩青果への入荷量も１位で通年入荷しています。JAな

めがたでは青梗菜だけでなく、サラダ青梗菜･ちんげん菜

花を栽培しており、多摩青果にも入荷しています。 

全国での生産・出荷量4位になります。 

多摩青果では入荷量3位になり、通年入荷しています。 

レタスで有名なJA長野八ヶ岳で夏場でも冷涼な高原を活

かして栽培されています。主に関西方面への出荷になり

ますが、多摩青果にも入荷しています。 

全国での生産・出荷量2位です。多摩青

果への入荷量も2位で通年入荷していま

す。ミニ青梗菜の出荷もあります。 

日本に導入された際、青梗菜は青軸(パクチョイ)と呼ばれていましたが、違う漢字で同じ呼び方の白軸

(パクチョイ)という野菜もありました。農林水産省が新規導入野菜の名称を統一した際に青軸を「青梗菜

(チンゲンサイ)」、白軸を「パクチョイ」とし、呼び名を統一しました。 

日本に導入されたときは青梗菜(ちんげんさい)ではなかった？ 

農林水産省で名称を統一 
青軸（パクチョイ） 

白軸（パクチョイ） 

青梗菜(チンゲンサイ) 

パクチョイ 

色の基準 0% ～10％ ～20％ 20％超

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

福島県 4% 8% 10% 10% 12% 11% 9% 10% 9% 6% 6% 3%

茨城県 10% 11% 10% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 9%

群馬県 12% 6% 7% 4% 6% 6% 5% 12% 10% 10% 12% 10%

埼玉県 0% 5% 9% 8% 0% 8% 18% 8% 22% 23% 0% 0%

東京都 14% 7% 7% 7% 9% 6% 7% 9% 7% 6% 7% 14%

静岡県 12% 12% 10% 8% 7% 6% 7% 8% 7% 8% 7% 8%

長野県 0% 0% 0% 31% 17% 11% 12% 28% 1% 0% 0% 0%



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

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㈱ 開発課宛 

担当：吉澤 

青梗菜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！青梗菜に限らずその他野菜果物なんでも大歓迎です！ 

参考文献及 ・株式会社草土出版「花図鑑野菜＋果物」芦沢正和 ・株式会社講談社「からだにやさしい旬の食材 野菜の本」鈴木哲 

      ・株式会社永岡書店「新鮮！おいしい野菜と果物を見つける本」東京青果株式会社、池上正子監修 

      ・佐藤印刷株式会社「いばらきの新鮮野菜で簡単クッキング」藤本ミヤ子 

参考サイト ・農林水産省-統計情報 野菜生産出荷統計（平成26年産） ・野菜ナビ  ・JA長野県 ・JAなめがた 

画像提供  ・なめがたチンゲンサイFacebook 

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 

目指せ野菜博士！ 

青梗菜の巻 

※掲載している青果物の傾向は、既存文献等を参考とし、主に弊社職員が行った簡易的実験･計測結果をもとにしています。 

ごま油を加えて中華風に♪ 
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青梗菜の下処理について 

根元部分に土がついているときがありま

す。根元部分を十字の切り込みを入れ、

水に10分程漬けると土が流れます。 

水に漬ける 十字に切り込み 

画像提供:なめがたチンゲンサイ

現在、日本に流通している野菜は中国から伝わったものが多くありますが、一般的に中国野菜と呼ばれている

ものは1972年の日中国交回復以降に導入された野菜を指します。 

多摩青果で入荷している中国野菜の一覧 

［茹で方］①沸騰したお湯に塩を入れ、中火でそれぞれの時間で青梗菜を茹でる。 

       ②青梗菜を取り出した後に1分間粗熱を取る。 

［結果］ 

※弊社職員が行った簡易的実験･計測結果をもとにしています。 

青梗菜 たあ菜 香菜 

(パクチー) 

ｸｳｼﾝｻｲ 

あさがお菜 
にんにくの芽 豆苗 

煮崩れしにくいと言われている青梗菜を異なる時間で茹で比べ観察してみました。 

1分 5分 10分 20分 茹で時間 

葉 ・丁度良い硬さ 

・青臭くない 

・フニャフニャしている 

・味がしない 

・手で擦ると 

溶けるような感じ 

・味がしない 

・つかんだ瞬間から崩れ

て、ドロドロ状態 

・味がしない 

・シャキシャキ感あり 

・アクはないが、青臭い 
・シャキシャキ感あり 

・青臭くない 

・シャキシャキ感なし 

・皮が大きくむけ、 

中身が溶けている様な感じ 

根元部分 ・若干シャキシャキ感が

ある 

・皮の一部がむけ、中身

が溶けている様な感じ 

ちんげん菜花の中華風からし醤油和え 青梗菜の浅漬け 

アクの少ない青梗菜を塩揉みして 

・やわらかい 

・甘い 

・やわらかい 

・甘い 
・フニャフニャしている 

・甘い 

・ギリギリで形を保ってい

る状態で、さわると溶けて

いくような感じ 

・味がしない 
胚軸 

浅漬けを 

トッピングに！ 

青梗菜の中華風おじや 

かき混ぜてから 

食べてください 


