
1 土 釜飯の日 5/上旬頃～ 5/上旬頃～

2 日 そらまめ 千葉・香川 ハウスみかん 佐賀

3 月 開市日・憲法記念日 メークイン 熊本

4 火 みどりの日 セルリー 長野

5 水 こどもの日・立夏・端午の節句 人参 千葉

6 木 コロッケの日・メロンの日

7 金

8 土 ゴーヤーの日・果物の日

9 日 アイスクリームの日・クレープの日 5/中旬頃～ 5/中旬頃～

10 月 パンケーキの日 そらまめ 茨城 H桃 静岡

11 火 めんの日 青梅 宮崎 デラウェア 大阪

12 水 アセロラの日 小梅 埼玉・長野・静岡・和歌山 すいか 千葉

13 木 一汁三菜の日 とうもろこし(トンネル) 山梨 クインシーメロン 茨城

14 金 マーマレードの日 土佐紅 高知 H大石早生 熊本

15 土 南瓜 宮崎 キングデラウェア 山梨

16 日 こだわり南瓜 神奈川 ブルーベリー 千葉

17 月 お茶漬けの日・国産なす消費拡大の日

18 火

19 水 いいきゅうりの日・食育の日

20 木 水なすの日・こんにゃく麺の日

21 金 漬物の日 5/下旬頃～ 5/下旬頃～

22 土 ショートケーキの日 小かぶ 青森 H大石早生 和歌山

23 日 国産小ねぎ消費拡大の日・天ぷらの日 青梅 群馬・埼玉・和歌山

24 月 アボカドの日 らっきょう 鳥取

25 火 みやざきマンゴーの日・プリンの日 ごぼう 群馬

26 水 プルーンの日 白菜 長野

27 木 小松菜の日 南瓜 鹿児島

28 金 新蓮根 熊本

29 土 こんにゃくの日・クレープの日 赤しそ 群馬

30 日 枝豆 群馬

31 月 菜の日 ブロッコリー 長野

カリフラワー 長野

ホワイトアスパラガス 北海道

野　菜 構成比(%) １位 ２位 野　菜 構成比(%) １位 ２位

1 胡　瓜 9.11 群　馬 埼　玉 12 白　菜 2.24 茨　城 長　野

2 トマト 7.25 熊　本 群　馬 13 玉　葱 2.05 佐　賀 兵　庫

3 キャベツ 7.00 神奈川 千　葉 14 甘　藷 1.41 千　葉 茨　城

4 馬鈴薯 6.29 長　崎 静　岡 合計 63.08

5 茄　子 5.17 群　馬 高　知 果　実 構成比(%) １位 ２位

6 葱 4.68 茨　城 千　葉 1 苺 17.45 静　岡 栃　木

7 ピーマン 4.18 茨　城 宮　崎 2 林　檎 15.37 青　森 ニュージーランド

8 レタス 4.09 長　野 群　馬 3 メロン 14.64 　茨　城　 熊　本

9 大　根 3.64 千　葉 茨　城 4 西 瓜 13.82 熊　本 千　葉

10 人　参 3.55 千　葉 徳　島 5 バナナ 6.62 フィリピン エクアドル

11 法蓮草 2.42 群　馬 茨　城 合計 67.90

 臨時休市　12(水)、19(水)、26(水)
 臨時開市　3(月)

2020年5月
主要14品目と
上位産地

※金額ベース

出荷予想

野　菜 果　実
【根菜類】大根は関東産前進出荷傾向で、平年より少ない出回り
予想。東北産との間が出る可能性あり。人参は徳島産前進出荷の
為終了早いが、千葉産も早い為、平年並みの出回り予想。蓮根は
少なかった前年より多く、平年並みの出回り予想。【葉茎菜類】キャ
ベツ、レタス、ブロッコリーは前進出荷傾向だが、平年並みの出回
り予想。法蓮草、水菜、にらは生育良好で、平年並みの出回り予
想。白菜は茨城産前進出荷の為終了早く、少ない出回り予想。後
半から、高原白菜の入荷微増の出回り予想。小松菜は作付面積微
増、生育良好な為、平年より多い出回り予想。葱は4月まで作柄悪
く少ない出回りだったが、平年並みに戻る予想。【果菜類】胡瓜、ト
マト、ミニトマト、ピーマンは生育良好で、平年並みの出回り予想。
茄子は西物平年並みで、関東産地は入荷のぶれはあるが、平年
より微増する見込み。【芋玉類】玉葱は生育良好で、平年並みの出
回り予想。馬鈴薯は作柄悪く作付面積も減少の為、平年より少な
い出回り予想。【豆類】スナップはハウスの福島産前進出荷及び九
州産愛知産が終了の為、上旬少ない出回り予想。中下旬は露地
の福島産作付面積微増の為、平年より多い出回り予想。

【メロン】
熊本産アンデス、クインシー、ホームランなどの入荷で上旬から
ピークの見込み。昨年より5日程早い生育となり、玉肥大良好、
3L、2L中心。茨城産アンデス、イバラキングは中旬から、クイン
シーは下旬からピークの見込み。玉肥大良好、3L中心。

【苺】
全体的に平年に比べ切り上がり早く、九州産は5月上旬で終了、
関東産はダラダラ出荷の見込み。

【西瓜】
大玉西瓜は熊本産中心の出回り。小玉西瓜は茨城産、群馬産、熊
本産の出回りとなる見込み。

【りんご】
有袋物中心へと移行。貯蔵量は平年並みの見込み。36玉、40玉
中心。

販　促　カ　レ　ン　ダ　ー 東京多摩青果株式会社　開発課
　　　　　　　　　　　2021年4月28日発行

5 月 食こよみ（主に野菜・果実） 初荷予定　


