
品目／月 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月

青菜

アボカド

いんげん 鹿児島 長野/北海道 長野/北海道 長野/北海道

うど 東京 東京

おかひじき 山形/千葉

オクラ ﾀｲ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾀｲ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾀｲ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾀｲ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 鹿児島 鹿児島 鹿児島 静岡/鹿児島 静岡/鹿児島 鹿児島 鹿児島 ﾀｲ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

貝割大根

かぶ 千葉 千葉 千葉 千葉 北海道/青森 北海道/青森 北海道/青森 北海道/青森 北海道/青森 北海道/青森/千葉 千葉 千葉

かぼちゃ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾒｷｼｺ/ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾒｷｼｺ/ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 茨城/静岡 茨城/静岡/北海道 北海道 北海道 北海道 北海道/ﾒｷｼｺ/ﾄﾝｶﾞ ﾒｷｼｺ/ﾄﾝｶﾞ

絹さや 愛知 愛知 愛知 愛知 徳島 徳島 愛知

キャベツ 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 茨城 茨城 茨城/山梨/群馬 山梨/群馬 山梨/群馬 山梨/群馬 茨城 静岡/愛知

胡瓜 宮崎 宮崎 宮崎 群馬 群馬 群馬 長野/山形 長野/山形 長野/山形/群馬 群馬 群馬 宮崎

栗 茨城

グリーンアスパラ ﾍﾟﾙｰ/ﾒｷｼｺ ﾍﾟﾙｰ/ﾒｷｼｺ アメリカ 長野 ﾍﾟﾙｰ/ﾒｷｼｺ ﾍﾟﾙｰ/ﾒｷｼｺ ﾍﾟﾙｰ/ﾒｷｼｺ

小大豆もやし

ごぼう 茨城/栃木/青森 茨城/栃木/青森 茨城/栃木/青森 茨城/栃木/青森 宮崎/群馬 宮崎/群馬 宮崎/群馬 宮崎/群馬 北海道 北海道 茨城/栃木/青森 茨城/栃木/青森

さつまいも 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 静岡 静岡/千葉 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城

里芋

サニーレタス 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/茨城 静岡/茨城 長野 長野 長野 長野 長野 茨城 静岡/愛知

サラダ菜

サラダほうれん草

じゃがいも 北海道 北海道 北海道 北海道/長崎/鹿児島 長崎/鹿児島 長崎/鹿児島/静岡 静岡 静岡/北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

春菊 群馬/栃木/静岡 群馬/栃木/静岡 群馬/栃木/静岡 群馬/栃木/静岡

生姜

スナップエンドウ 静岡 静岡 静岡 静岡 静岡

せり 茨城 茨城 茨城 茨城

セロリ 静岡 静岡 静岡 静岡 長野 長野 長野 長野 長野 長野 長野/静岡 静岡

そら豆 鹿児島 鹿児島

大根 静岡/鹿児島 静岡/鹿児島 静岡/鹿児島 静岡/鹿児島 茨城/千葉 茨城/千葉 青森/北海道 青森/北海道 青森/北海道 青森/北海道 茨城/+千葉/新潟 静岡

玉葱 北海道 北海道 北海道 北海道 愛知/香川/佐賀 愛知/香川/佐賀 兵庫 兵庫/北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

青梗菜

冬瓜 静岡 静岡

豆苗

トマト 熊本/愛知 熊本/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 静岡/愛知 北海道/愛知 北海道/愛知 北海道/愛知 北海道/愛知 熊本/愛知 熊本/愛知

長芋

なす 愛知 愛知 愛知 愛知 愛知 山梨 山梨 山梨 山梨 山梨/愛知 愛知 愛知

菜の花 静岡/徳島 静岡/徳島

生椎茸

にがうり 鹿児島/宮崎

品目／月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

にら

人参 千葉/茨城 千葉/茨城 千葉/茨城 徳島/静岡 徳島/静岡 千葉/茨城 千葉/茨城 北海道 北海道 北海道 北海道 千葉/茨城

にんにく

白菜 静岡 静岡 茨城 茨城 茨城 茨城 茨城/長野 長野/北海道 長野/北海道 長野/北海道/茨城 茨城 静岡

葉しょうが 静岡

パセリ 静岡 静岡 静岡 静岡 静岡 静岡/長野 長野 長野 長野 長野 長野/静岡 静岡

パプリカ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ オランダ オランダ オランダ オランダ オランダ オランダ オランダ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ピーマン 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 茨城/静岡 茨城/静岡 茨城/静岡 茨城/静岡 茨城/静岡 茨城/静岡 茨城/静岡/宮崎 宮崎

太葱 群馬/千葉/茨城 群馬/千葉/茨城 群馬/千葉/茨城 群馬/千葉/茨城 群馬/千葉/茨城 群馬/青森 青森 青森 青森 青森 群馬/千葉 群馬/千葉

ブロッコリー 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 ｱﾒﾘｶ/北海道/長野 愛知/静岡 愛知/静岡

ブロッコリースプラウト

米なす 高知/愛知/長野

ベビーリーフ

ほうれん草 岐阜/栃木 岐阜/茨城/栃木/静岡 茨城/栃木/静岡

細葱

水菜

みつば

ミニトマト 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡 北海道 北海道 北海道 北海道/愛知/静岡 愛知/静岡 愛知/静岡

みょうが 高知 高知 長野 長野

モロヘイヤ 静岡 静岡

もやし

もやし（ﾍﾙｼｰ・Ｄ・あおば）

大和芋

レッドオニオン 北海道/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ 静岡/ｱﾒﾘｶ 静岡/ｱﾒﾘｶ 愛知/ｱﾒﾘｶ 兵庫/ｱﾒﾘｶ 兵庫/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ 北海道/ｱﾒﾘｶ

レタス 静岡 静岡 静岡 静岡 茨城 茨城/長野 長野 長野 長野 長野/茨城 茨城 静岡

れんこん 静岡/茨城 静岡/茨城 静岡/茨城 静岡/茨城 茨城 静岡/茨城 静岡/茨城

わけぎ 静岡/千葉 静岡/千葉 静岡/千葉 静岡/千葉

ゆず 静岡 静岡

レモン アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ チリ チリ チリ チリ アメリカ アメリカ

えのき茸

エリンギ

なめこ（1袋）

なめこ（1/2袋）

ぶなしめじ

舞茸

オレンジ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/南ｱﾌﾘｶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/南ｱﾌﾘｶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/南ｱﾌﾘｶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/南ｱﾌﾘｶ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/南ｱﾌﾘｶ アメリカ アメリカ

柿 静岡 静岡

キウイ 山梨/愛媛/静岡 山梨/愛媛/静岡 山梨/愛媛/静岡 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

バナナ

みかん 静岡 静岡 静岡 静岡 静岡

りんご 青森 青森 青森 青森 青森 青森 青森 青森 長野/青森/秋田 長野/青森/秋田 長野/青森/秋田 青森

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

野菜の年間産地予定表

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡・茨城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メキシコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　長野/北海道/佐賀/長崎/熊本/山形/秋田　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　愛媛/宮崎/静岡　　　　　　→ ←　　　愛媛/宮崎/静岡　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　梨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　森　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀/広島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃　木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　森　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　茨城/群馬/栃木/静岡　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡・茨城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　潟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィリピン　/　グアテマラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉/群馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　潟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→


