
1 月 野沢菜の日・釜飯の日 １１/上旬頃～
 １１/上旬頃～


2 火 セルリー 静岡 早生みかん 和歌山

3 水 文化の日・みかんの日・サンドウィッチの日 人参 千葉 サンふじ 長野・山形・秋田

4 木 かき揚げの日 菜の花 千葉 王林 山形

5 金 いいりんごの日 金柑 宮崎

6 土 メロンの日・手巻きロールケーキの日 アールスメロン 熊本

7 日 立冬・鍋の日・もつ鍋の日

8 月 徳島県れんこんの日・果物の日

9 火 クレープの日

10 水 パンケーキの日

11 木 もやしの日・長野県産きのこの日 １１/中旬頃～
 １１/中旬頃～


12 金 セルリー 愛知・福岡 あまおう 福岡

13 土 一汁三菜の日 レタス 香川 王林 秋田

14 日 ゆり根 北海道 サンふじ 青森

15 月 雪菜 宮城 サンジョナゴールド 青森

16 火 自然薯の日 泥付きねぎ 群馬 紅まどんな 愛媛

17 水 レンコンの日・国産なす消費拡大の日 上州ねぎ 群馬 早生みかん 熊本

18 木 カスピ海ヨーグルトの日

19 金 農協記念日・いいきゅうりの日・食育の日

20 土 いいかんぶつの日・発芽野菜の日

21 日 自然薯芋の日・ゆり根の日・漬物の日 １１/下旬頃～
 １１/下旬頃～


22 月 長野県りんごの日・ショートケーキの日 曲がりねぎ 宮城 市田柿 長野

23 火 勤労感謝の日・小ねぎ記念日・ゆず記念日 ピース 鹿児島 さがほのか 佐賀

24 水 冬にんじんの日・和食の日・アボカドの日 いちごさん 佐賀

25 木 プリンの日

26 金 いいプルーンの日

27 土

28 日

29 月 クレープの日

30 火 きりたんぽみそ鍋の日

 臨時休市　10(水)、17(水)

野　菜 構成比(%) １位 ２位 野　菜 構成比(%) １位 ２位

1 トマト 10.36 熊　本 愛　知 12 玉　葱 3.02 北海道 中　国

2 胡　瓜 8.76 群　馬 宮　崎 13 甘　藷 2.87 千　葉 茨　城

3 葱 5.47 岩　手 青　森 14 白　菜 2.42 茨　城 長　野

4 人　参 4.22 千　葉 北海道 合計 61.81

5 キャベツ 3.83 千　葉 愛　知 果　実 構成比(%) １位 ２位

6 大　根 3.75 茨　城 千　葉 1 みかん 41.19 愛　媛 和歌山

7 レタス 3.68 茨　城 兵　庫 2 林　檎 14.96 長　野 青　森

8 茄　子 3.61 高　知 熊　本 3 柿 14.41 奈　良 愛　知

9 法蓮草 3.50 群　馬 茨　城 4 葡　萄 7.12 長　野 青　森

10 ピーマン 3.16 茨　城 宮　崎 5 バナナ 4.06 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｴｸｱﾄﾞﾙ

11 馬鈴薯 3.16 北海道 長　崎 合計 81.74

2020年１１月
主要14品目と
上位産地

※金額ベース

出荷予想

野　菜 果　実
【葉茎菜類】キャベツは愛知県産、関東産生育良好の為、平年よりも若干多
い出回り予想。レタスは関東産、生育良好の為若干多い出回り予想。白菜
は生育良好の為、多い出回り予想。法蓮草、小松菜は多かった前年よりは
少ないが、平年より多い出回り予想。水菜は生育良好の為、平年並みの出
回り予想。にらは低温による影響が大きく平年より若干少ない出回り予
想。葱は北海道、青森県産は平年より早く切りあがり、平年より若干少な
い出回り予想。ブロッコリーは生育順調の為、平年より若干多い出回り予
想。【根菜類】大根は生育良好の為、多い出回り予想。人参は関東産、生育
順調の為平年並みの出回り予想。蓮根は不作傾向により平年より若干少
ない出回り予想。【果菜類】胡瓜は関東産、東北産は平年より少ない出回
り予想。西の産地は平年並みの出回り予想。茄子は生育概ね順調で平年
並みの出回り予想。トマトは10月の前倒しと冷え込みの影響を受け、やや
少ない出回り予想。ミニトマトは前半は少ないが、後半は順調な出回り予
想。ピーマンは生育良好で平年並みの出回り予想。【芋玉類】甘藷は貯蔵
に入る時期の為出回りが少なくなるが平年並みの出回り予想。南瓜は国
産、前月同様平年よりも少ない出回り予想。馬鈴薯、玉葱は前月同様平年
より少ない出回り予想。里芋は埼玉県産を中心に平年並みの出回り予
想。

【みかん】各産地、早生種の販売。開花が早かったため、平年に比べる
と生育ステージが早く、着色も良い。9月～10月の降水量が少ないた
め、平年並みの食味に戻る予想。
【柿】種なし柿「刀根」は終了し、「平核無」入荷。甘柿は「次郎」「富有」
中心の入荷。
【りんご】青森・秋田・山形・長野産の「サンふじ」「王林」「シナノゴール
ド」が入荷。「サンふじ」については、上旬からスタートの予定。春先の
凍霜害により各県共に入荷量昨年対比60％程の見込み。36玉＝40
玉中心。
【ぶどう】長野産の貯蔵が中心の出回りになる見込み。
【苺】栃木産とちおとめ」は10月25日頃、静岡産「紅ほっぺ」は1日頃、
福岡産「あまおう」は15日頃スタート予定。各県共にスタートは昨年
並みの予想。
各県、レギュラーの規格を2月より軽量化する予定。
茨城280ｇ→260ｇ、栃木280ｇ→250ｇ、
千葉280ｇ→260ｇ、静岡280ｇ→260ｇ。

販　促　カ　レ　ン　ダ　ー 東京多摩青果株式会社　開発課
　　　　　　　　　　　2021年10月28日発行

11 月 食こよみ（主に野菜・果実） 初荷予定


