
1 金 エイプリルフール・熊本甘夏の日・釜飯の日 4/上旬頃～
 4/上旬頃～


2 土 Hいちじく 愛知

3 日 いんげん豆の日・葉酸の日 H桜桃 山形

4 月 シシリアンライスの日 木熟デコポン 愛知

5 火 サンゴールドキウイ ニュージーランド

6 水 春巻きの日・メロンの日 カラマンダリン 和歌山

7 木

8 金 果物の日・ベビーリーフ記念日

9 土 よいPマンの日・食と野菜ソムリエの日

10 日 愛知の新たまねぎの日・よいトマトの日

11 月 しっかりいい朝食の日・めんの日 4/中旬頃～
 4/中旬頃～


12 火 徳島県にんじんの日 にんにく 香川 セミノール 和歌山

13 水 一汁三菜の日 とうもろこし 宮崎・沖縄 プリンスメロン 熊本

14 木 オレンジデー 石川里芋 鹿児島 ホームランメロン 熊本

15 金 いちご大福の日 アーリーレッド 静岡 クインシーメロン 熊本

16 土 絹さやえんどう 福島

17 日 なすび記念日・国産なす消費拡大の日 わらび 群馬

18 月

19 火 いいきゅうりの日・食育の日・クレープの日

20 水 ジャムの日・発芽野菜の日

21 木 漬物の日 4/下旬頃～
 4/下旬頃～


22 金 ショートケーキの日 アスパラガス 北海道・岩手 ハウスみかん 愛知

23 土 国産小ねぎ消費拡大の日・天ぷらの日 白瓜 千葉 グリーンキウイ ニュージーランド

24 日 アボカドの日 枝豆 埼玉 HGピオーネ 山梨

25 月 プリンの日 レタス 長野

26 火 プルーンの日 らっきょう 鹿児島

27 水 にんにく 徳島

28 木 ドイツワインの日

29 金 臨時開市日・昭和の日・クレープの日

30 土

野　菜 構成比(%) １位 ２位 野　菜 構成比(%) １位 ２位

1 胡　瓜 9.48 群　馬 埼　玉 12 法蓮草 2.44 茨　城 群　馬

2 トマト 7.94 熊　本 愛　知 13 甘　藷 1.86 千　葉 茨　城

3 馬鈴薯 7.86 鹿児島 長　崎 14 白　菜 0.96 茨　城 熊　本

4 キャベツ 5.58 神奈川 愛　知 合計 64.25

5 葱 5.03 埼　玉 千　葉 果　実 構成比(%) １位 ２位

6 人　参 4.75 徳　島 静　岡 1 苺 29.48 静　岡 福　岡

7 茄　子 4.48 高　知 福　岡 2 林　檎 11.11 青　森 -

8 玉　葱 3.64 北海道 佐　賀 3 西 瓜 7.91 熊　本 茨　城

9 ピーマン 3.61 茨　城 宮　崎 4 デコポン 7.63 熊　本 愛　媛

10 レタス 3.31 茨　城 兵　庫 5 メロン 5.62 熊　本 茨　城

11 大　根 3.31 千　葉 茨　城 合計 61.75

 臨時開市 29(金)

 臨時休市 6(水)、13(水)、20(水)、27(水)

果　実
【葉茎菜類】キャベツは生育良好、少なかった前年より多いが平年並みの
出回り予想。レタスは生育良好、平年より多い出回り予想。白菜は茨城県
産の作付けが減少しており、平年よりも若干少ない出回り予想。ほうれん
草は後続産地が遅れており、平年よりも少ない出回り予想。小松菜、にら
は生育順調、平年並みの出回り予想。水菜は作付けが減少の為、平年より
も若干少ない出回り予想。葱は少なかった前年よりも多いが、平年並み
の出回り予想。ブロッコリーは前倒し気味で生育している為、平年よりも
若干少ない出回り予想。
【根菜類】大根は生育良好だが、端境期の為上旬は少ない出回り予想。人
参は生育良好、平年よりも多い出回り予想。
【果菜類】胡瓜、ミニトマト、ピーマンは生育順調、平年並みの出回り予想。
トマトは若干病害の影響があるが、平年並みの出荷予想。茄子は生育良
好で平年並みであるが、重油高で加温不足気味の為、木が弱い予想。今
後の天候次第では品質に影響が出る可能性あり。
【芋玉類】甘藷は平年並みの出回り予想。馬鈴薯は北海道産は残量少ない
が、新馬鈴薯は平年並みの出回り予想。玉葱は新玉葱は生育順調だが、
北海道産の残量が少ない為、平年よりも少ない出回り予想。南瓜は輸入
中心で平年並みの出回り予想。

【苺】
上旬まで九州産を中心に入荷量は多い見込み。本年度は2番果～3
番果が続いたが、4番果は株疲れで全体的に入荷が減る見込み。
【りんご】
中旬までは「サンふじ」「王林」中心の出回りで、40・46玉中心の小玉
傾向。下旬より有袋ふじもスタートする見込み。サンふじの切り上りは
平年より2週間程早く、4月下旬で終了予定。昨年対比80％の予想。
【柑橘類】
全体的に昨年よりやや少なめの入荷見込み（黄色物：甘夏、八朔、宇
和ゴールド、カラマンダリン等）。下旬からハウスみかんの入荷がス
タートする予定。
【果菜類】
九州産・茨城産のメロンは平年並みのスタートで、ピークは九州産が
下旬、茨城産が5月中旬の見込み。熊本産西瓜、関東産こだま西瓜も
旬を追うごとに増える予想。
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4 月 食こよみ（主に野菜・果実） 初荷予定　
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