
（別添２）

県 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

ほうれんそう ほうれんそう キャベツ だいこん だいこん キャベツ

生しいたけ さやえんどう ほうれんそう キャベツ キャベツ ほうれんそう

しゅんぎく きゅうり ほうれんそう ほうれんそう ピーマン

生しいたけ ピーマン きゅうり ねぎ 生しいたけ

さやえんどう ピーマン きゅうり

しゅんぎく しゅんぎく ピーマン

ミニトマト スイートコーン しゅんぎく

生しいたけ ミニトマト 生しいたけ

生しいたけ

しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく

そらまめ

アスパラガス きゅうり きゅうり きゅうり きゅうり きゅうり

うど さやえんどう トマト トマト トマト トマト

さやえんどう グリーンピース アスパラガス ピーマン ピーマン さやいんげん

なめこ たけのこ さやいんげん アスパラガス アスパラガス なめこ

ブロッコリー　※ なめこ グリーンピース さやいんげん さやいんげん ブロッコリー　※

ふき たけのこ ミニトマト なめこ

ブロッコリー　※ なめこ

ふき

ミニトマト

だいこん にんじん ほうれんそう　※ ほうれんそう　※ ほうれんそう　※ はくさい

はくさい はくさい ねぎ ねぎ ねぎ キャベツ

キャベツ キャベツ なす なす きゅうり ほうれんそう　※

ほうれんそう　※ ほうれんそう　※ ピーマン ピーマン なす ねぎ

ねぎ ねぎ ばれいしょ うど トマト レタス

レタス トマト さやいんげん かぼちゃ ピーマン きゅうり

ピーマン ピーマン うど かんしょ うど なす

さやいんげん ばれいしょ かぼちゃ ごぼう カリフラワー トマト

うど さやいんげん かんしょ こまつな かんしょ ピーマン

カリフラワー うど こまつな しゅんぎく ごぼう さやいんげん

かんしょ かぼちゃ しゅんぎく ちんげんさい こまつな うど

ごぼう カリフラワー スイートコーン にら しゅんぎく カリフラワー

こまつな かんしょ ちんげんさい パセリ ちんげんさい かんしょ

しゅんぎく こまつな にら みつば にら ごぼう

セルリー しゅんぎく パセリ ミニトマト パセリ こまつな

そらまめ スイートコーン みつば れんこん みつば しゅんぎく

たけのこ そらまめ ミニトマト ミニトマト ちんげんさい

ちんげんさい ちんげんさい れんこん れんこん にら

にら にら パセリ

パセリ パセリ みつば

みつば みつば ミニトマト

れんこん れんこん れんこん

トマト ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう

うど トマト なす なす なす なす

しゅんぎく たまねぎ たまねぎ うど アスパラガス さといも

にら うど うど にら にら うど

にら にら にら

ほうれんそう はくさい はくさい キャベツ キャベツ キャベツ

レタス キャベツ キャベツ ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう

きゅうり ほうれんそう ほうれんそう レタス レタス きゅうり

なす レタス レタス なす きゅうり なす

うど きゅうり なす トマト なす えだまめ

しゅんぎく なす えだまめ さやいんげん えだまめ こまつな

ちんげんさい えだまめ ごぼう えだまめ ごぼう しゅんぎく

なめこ ごぼう こまつな ごぼう こまつな ちんげんさい

ふき こまつな スイートコーン こまつな しゅんぎく なめこ

しゅんぎく たけのこ スイートコーン ちんげんさい にら

たけのこ なめこ そらまめ なめこ

ちんげんさい 生しいたけ なめこ にら

なめこ 生しいたけ 生しいたけ

ふき

だいこん だいこん にんじん ねぎ トマト だいこん

にんじん にんじん ねぎ さといも さといも キャベツ

キャベツ キャベツ ばれいしょ うど うど トマト

ねぎ ねぎ うど かぶ かぶ さといも

きゅうり トマト えだまめ かんしょ かんしょ うど

トマト ばれいしょ かぶ こまつな こまつな かぶ

さといも さといも かんしょ ししとう ししとう かんしょ

さやいんげん さやいんげん こまつな しゅんぎく しゅんぎく こまつな

えだまめ えだまめ ししとう しょうが しょうが ししとう

かぶ かぶ しゅんぎく スイートコーン パセリ しゅんぎく

かんしょ かんしょ しょうが にら みつば パセリ

こまつな こまつな スイートコーン パセリ ミニトマト みつば

ししとう ししとう たけのこ みつば ミニトマト

しゅんぎく しゅんぎく パセリ

そらまめ スイートコーン みつば

パセリ たけのこ

みつば パセリ

ミニトマト みつば

ミニトマト

注１：表については、統計部「平成２１年青果物産地別卸売統計」のデータを基に作成。

注２：主要都市卸売市場における当該県のシェアが５％以上の場合に品目を記載。

注３：※は原子力災害対策特別措置法に基づき一部地域が出荷制限されている品目(4月27日現在)。

野菜カレンダー（岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県）

栃木県

群馬県

千葉県

岩手県

宮城県

福島県

茨城県

－ご利用いただける主な食材－


