
1 水 市田柿の日・下仁田葱の日・カレー南蛮の日・釜飯の日 12/上旬頃～ 12/上旬頃～


2 木 そらまめ 鹿児島 Hデコポン 熊本・佐賀

3 金 みかんの日・ひっつみの日 ちぢみほうれん草 群馬 ネーブル 和歌山

4 土 みたらしだんごの日 新馬鈴薯 長崎 日向夏 宮崎

5 日 新ごぼう 宮崎 晩白柚 熊本

6 月 メロンの日・手巻きロールケーキの日 富有柿（冷蔵） 奈良

7 火 富士柿（冷蔵） 愛媛

8 水 果物の日・有機農業の日 早生はっさく 和歌山

9 木 クレープの日 枯露柿 山梨

10 金 パンケーキの日・アメリカンフライドポテトの日

11 土 めんの日 12/中旬頃～ 12/中旬頃～

12 日 南瓜 宮崎 だいだい 佐賀・和歌山

13 月 一汁三菜の日・ビタミンの日 八つ頭 千葉 青島温州みかん 静岡・熊本

14 火 Gアスパラガス 山形 富有柿（冷蔵） 福岡

15 水 愛宕柿 愛媛

16 木 いよかん 佐賀

17 金 国産なす消費拡大の日

18 土

19 日 いいきゅうりの日・食育の日・クレープの日

20 月 発芽野菜の日・シチューライスの日

21 火 漬物の日 12/下旬頃～ 12/下旬頃～

22 水 冬至・ショートケーキの日 白菜 兵庫 ぽんかん 愛媛

23 木 上皇誕生日・国産小ねぎ消費拡大の日・天ぷらの日 たらの芽 山形 葉付きみかん 佐賀・長崎

24 金 クリスマスイヴ・アボカドの日 本くわい 埼玉

25 土 クリスマス・プリンの日 （20.21日のみ入荷）

26 日 プルーンの日 三浦大根 神奈川

27 月 （25.27.28日のみ入荷）

28 火

29 水 止市・クレープの日

30 木

31 金 大晦日・菜の日

 臨時休市 1(水)、8(水)、15(水)、22(水)

野　菜 構成比(%) １位 ２位 野　菜 構成比(%) １位 ２位

1 胡　瓜 7.91 宮　崎 千　葉 12 玉　葱 2.56 北海道 中　国

2 トマト 7.36 熊　本 愛　知 13 白　菜 2.29 茨　城 群　馬

3 葱 7.03 埼　玉 千　葉 14 ピーマン 2.17 宮　崎 高　知

4 人　参 4.43 千　葉 茨　城 合計 58.17

5 レタス 4.36 香　川 静　岡 果　実 構成比(%) １位 ２位

6 馬鈴薯 3.88 北海道 長　崎 1 みかん 45.57 愛　媛 和歌山

7 法蓮草 3.66 群　馬 茨　城 2 苺 16.98 福　岡 静　岡

8 キャベツ 3.52 愛　知 千　葉 3 林　檎 7.99 青　森 秋　田

9 大　根 3.42 神奈川 千　葉 4 ほし柿 6.26 長　野 福　島

10 甘　藷 2.82 千　葉 徳　島 5 柿 3.25 福　岡 奈　良

11 茄　子 2.76 高　知 福　岡 合計 80.05

販　促　カ　レ　ン　ダ　ー 東京多摩青果株式会社　開発課
　　　　　　　　　　　2021年11月27日発行

12 月 食こよみ（主に野菜・果実） 初荷予定

2020年１2月
主要14品目と
上位産地

※金額ベース

出荷予想

野　菜 果　実
露地物は全般生育良好だが、加温生産品目については、重油高の影響が
懸念される。【葉茎菜類】キャベツ、レタス、小松菜、水菜、にら、ブロッコリー
は生育順調で、平年並みの出回り予想。白菜は生育順調で、多かった前年
より少ないが、平年並みの出回り予想。法蓮草は生育順調で、多かった前
年より少ないが、平年より多い出回り予想。葱は少なかった前年より多い
が、平年並みの出回り予想。
【根菜類】大根は生育順調で、平年より多い出回り予想。人参は生育順調
で太物多く、平年より多い出回り予想。蓮根は不作傾向で、平年より少な
い出回り予想。
【果菜類】胡瓜は生育順調で、平年並みの出回り予想。茄子は生育良好で
平年並みの出回りを見込むが、重油高の影響に注意が必要。トマト、ミニト
マトは前進出荷、病気、重油高などの影響で、平年より少ない出回り予
想。ピーマンは平年並みの出回りを見込むが、重油高の影響が懸念され
る。
【芋玉類】甘藷は生育順調で、平年並みの出回り予想。里芋は生育良好、
2L中心で、平年より多い出回り予想。馬鈴薯は北海道産平年の70％程度
の入荷予想。玉葱は12月も引き続き、入荷量少ない見込み。南瓜は北海
道産平年より少ない出回り予想。

【みかん】静岡・和歌山・愛媛・福岡・佐賀・熊本の各産地から早生中心の
出回り。中旬からは中生種、下旬からは晩生種（高糖系）との併用販
売。L＝M中心で昨年よりやや少なめの予想。Hデコポン、紅まどんな、
はれひめ、晩白柚、八朔等の中晩柑類もある。
【苺】全体的に中旬までは、平年に比べると入荷量が多いが下旬にか
けて減少する予想。このまま暖かい気候が続けば、年末年始の入荷
量はかなり少なくなる見込み。
【りんご】青森・秋田・山形・長野産中心の出回り。春先の凍霜害により
入荷量は昨年対比60～70％の見込み。山形・長野産は12月上旬で終
了の予定。40玉中心。
【干し柿】長野産市田柿は、小玉傾向ではあるが入荷量は昨年対比
110～120％の見込み。富山産あんぽ柿は昨年対比100％の予想。福
島産平核あんぽ柿の入荷量は昨年対比30％、蜂屋あんぽ柿は6日
頃スタートで、昨年対比70％の見込み。山梨産枯露柿の入荷量は昨
年対比70％の予想。今年度は全体的に干し柿が少ない。


