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

千葉 

埼玉 

静岡 

宮崎 

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) 

里芋  サトイモ科  インド東部からインドシナ半島原産 

原産国では“タロイモ”と呼ばれており、日本では縁起物として正月料理には欠かせない食材です。里芋にも様々な

品種があり、大きく分けて『①親芋を食べる品種②親･子芋両方とも食べる品種③子芋を食べる品種』と分けられま

す。どのように違いがあるのか、ご紹介します。 

■多摩青果に入荷する里芋の主な産地 

■多摩青果に入荷する里芋の主な種類 

里芋の巻 
目指せ野菜博士！ 

目指せ野菜博士！ 

 

土垂(子芋) 石川早生(子芋) たけのこいも(親芋) 

セレベス(親芋・子芋) 八ツ頭(親芋・子芋) 海老芋(親芋・子芋) 

■東京多摩青果の里芋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 

代表的な品種。楕円形を

しています。ネットリしてい

て柔らかく、煮崩れしない

のが特徴です。 

貯蔵性が高く 

年中出回ります。 

小さく、丸い形をしていま

す。柔らかくネバリがあ

り、中秋の名月に皮のま

ま 

蒸す「きぬかつぎ」に 

よく利用されます。  

形がたけのこに似ている

のが名前の由来で、宮崎

県では『京芋』とも呼ばれ

ています。肉質は粉質で

ホクホクとしていて、煮崩

れしにくいのが特徴です。 

インドネシアのセレベス島

から伝えられました。芽が

赤いのが特徴で、ヌメリ

は少なく 

ホクホクと 

しています。 

えびのような形。ネットリ

感とホクホク感が味わえ、

肉質はやや硬めです。京

野菜のひとつとして 

関西で根強い 

人気です。 

ゴツゴツし八つの頭に見

えます。ホックリとしてい

て、味もよい高級品。 

縁起物として 

おせち料理にも 

使われます。 

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

千　葉 4.6% 5.4% 3.4% 0.8% 11.1% 35.4% 11.2% 2.9% 6.7% 4.5% 6.5% 7.4%

埼　玉 6.6% 2.4% 1.0% 0.2% 0.1% 1.1% 17.5% 20.3% 28.6% 8.9% 6.9% 6.5%

東　京 7.0% 2.8% 0.7% 0.2% 0.1% 0.5% 14.5% 18.3% 32.6% 11.6% 6.6% 5.1%

愛　媛 4.8% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 12.2% 15.7% 34.1% 11.2% 10.2% 7.8%

宮　崎 4.6% 1.9% 3.7% 8.5% 6.8% 5.9% 15.0% 8.6% 21.1% 9.5% 8.1% 6.4%

その他 3.9% 5.8% 8.9% 7.1% 3.8% 4.7% 22.7% 17.0% 11.9% 4.7% 4.7% 4.7%

右写真のように、根が親芋にあたり、その周りに子芋、さらに

その周りに孫芋がくっついています。品種により食べる部分が
異なり、食感も違います。次のページで詳しく見てみましょう！ 

埼 玉 県 
 

落ち葉堆肥を活用した特有の土壌を生かした栽

培で、他産地に比べて“ネバリ・ヌメリ”が強いの

が特徴です。近年では“丸系八つ頭”という、皮が

剥きやすい新品種の栽培にも力を入れていま

す。 

千 葉 県 
 

8･9月は促成物の石川早生を出荷し、10・11月か

らは主力品種の土垂を出荷します。その他八ツ頭

やセレベスなども栽培しており、“ちば丸”という土

垂に比べてネバリが少なく、皮剥きしやすい新品

種の栽培にも力を入れています。 

出荷量全国第二位の県です。 

宮 崎 県 
 

石川早生の他に、たけのこいも(京芋)も栽培し

ており、出荷量全国第一位の県です。 

収穫は、全国でも一番早い7月頃から始まりま

す。 

親芋 

子芋 

孫芋 

 
静 岡 県 
 

海老芋の生産量全国第一位の県です。形・大きさ

によって使う用途が違うため、等階級が多いです

が、専用の選別機を使って共同選別を行い、品質

を一定に保っています。 

どだれ いしかわわせ 

えびいも やつがしら 

色の基準 0% ～5％ ～10％ ～20％ ～30％ 31％超

早掘り→トンネル※で初期の生育を促進   普通掘り→植え付けから掘り取りまで露地栽培 
 

梅雨前後から比較的温暖な九州産の早生品種が、7月末頃から千葉県産の早生品種が始まります。夏場には九州産が

ピークを迎え、徐々に産地は関東産へと移行していきます。夏の終わり頃から埼玉県や栃木県などの関東産が出回り、冬

場にかけて“海老芋”や“たけのこいも”といった品種の入荷も増えていきます。また、産地では年明け以降の出荷に向け

て貯蔵作業も行い、とくに千葉県ではほぼ年間を通して出荷が続きます。 

※トンネル状になった支柱に、透明フィルムやネットをかぶせ、その中で野菜を栽培すること。 



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

実験①

蒸し
実験①

ゆで(１５分)
実験①

レンジ

皮付き
ネットリ感と水気が強い

ためか、柔らかすぎ。

ネットリ感強いが、少々

水っぽい。

柔らかくネットリ感強い

が、水っぽい。

蒸して再加熱 ゆでて再加熱 レンジで再加熱

実験①

ゆで(３分)後
皮剥き

柔らかく水気少ない。ネッ
トリ・ホクホク感ともにあ
り。

食感硬く、ネットリ･ホクホ

ク感少ない。

水気・ホクホク感少なく、

ネットリ感が強い。

実験①

アルミで
皮剥き

柔らかく少々水っぽい
が、ネットリ感弱い。

硬さ・水気もあり、ネットリ
感は少し強い。

柔らかくネットリ感強い。
ゆで(３分)に比べて少々
水っぽい。

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 

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367 東京多摩青果㈱ 開発課宛 

担当：佐藤･利根川 

里芋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！里芋に限らずその他野菜果物なんでも大歓迎です！ 

参考文献 ・高橋書店「からだにおいしい野菜の便利帳」 監修 板木利隆 

     ・ アスコム「ガッテン流！野菜のすごい鉄則」 ・講談社「からだにやさしい旬の食材 野菜の本」 

参考サイト・農林水産省-統計情報 野菜生産出荷統計（平成23年産）  ・野菜ナビ   他 

里芋の巻 
   

   

【材料】 

里芋・牛乳・砂糖 
 

【作り方】 

里芋を柔らかくなるまで火を通し、皮を剥く。 

里芋･牛乳･砂糖をミキサーに入れて回し、

バットに移し、冷凍庫で冷やし固めて完成！ 

【材料】 

里芋・牛乳・砂糖・卵 
 

【作り方】 

里芋を柔らかくなるまで火を通し、皮を剥く。 

ボウルに卵を割り入れ、切るように溶く。 

里芋･牛乳･砂糖をミキサーに入れて回し、卵と混

ぜ合わせ耐熱容器に移す。 

180℃オーブンで焼き、粗熱を取り、冷蔵庫で冷や

し固めて完成！ 

【材料】 

里芋  

※お好みで 

     塩・ゴマ 

 水溶性食物繊維のガラクタンやムチンといった成分が原因と言われています。 

このヌメリで皮が剥きにくかったり、手がかゆくなる！なんとかしたい！！ 

●里芋に切り込みを入れるものと、入れないものと分け、以下の方法でそれぞれ皮を剥き、剥きやすさを調べる。 

使用した里芋：千葉県産  ※産地や品種、時期、大きさによって剥け具合は異なります。 

ヌメリによるかゆみを避けるには、短時間で皮を剥くことで和らげることが出来ます。 

そこで、どの方法が剥きやすいのか試してみました！ 

実験①で充分に火が通った“蒸し”・“ゆで(１５分)”・“レンジ”、また生の“アルミ”と半生の“ゆで(３分)”はそれ

ぞれさらに『蒸し・ゆで・レンジ』の３つの方法で充分に加熱し、食感に違いがあるか比較してみました！ 

【作り方】 

里芋の上から1/3のところに切り込みを入れ、 

竹串がスッと通るまで蒸す。 

火傷に注意しながら上1/3の皮を剥き、 

お好みで塩やゴマを振って完成！ 

平安時代の女性の衣装「衣被き」（きぬかづき）になぞらえて

名付けたもので、後にきぬかづきが転じて「衣かつぎ」と呼ば

れるようになったそうです。 ○：剥きやすい ×：剥きにくい △：剥きにくいところもあり 

有 無

アルミホイルを丸め、
タワシのようにこすって剥く × ×

手がかゆくなる。
時間が経つと変色する。

楊枝がスッと通るまで蒸して剥く ○ ○ 実全体に程よく火が通り、皮もスルッと剥ける。

１５分ゆでて剥く ○ △ 火が通り過ぎて、実が崩れて剥きにくいところもある。

３分ゆでて剥く ○ ○ 大きさにもよるが、火が通っているとスルッと剥ける。

電子レンジ５００ｗで６分
加熱して剥く × △ 火が通り過ぎてしまい、剥くときに形が崩れやすい。

切り込み

結果方法

オススメ 

オススメ 

レンジで加熱することで時間

の短縮にも繋がり、里芋らし

いネットリ感も味わえます。そ

の反面、加熱時間が長いと実

が崩れてしまうので調整が難

しいので、様子を見ながら加

熱することをオススメします。 

『蒸し』と『ゆで（３分）』はど

ちらも剥きやすかったです

が、『蒸し』は中に火が通る

まで時間がかかるため、

『ゆで(３分)』のほうがお手

軽です！ 

どの方法も水で流しながら

剥くと、剥きやすいですよ。 


