
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２７ 年 ２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 

品名 
前月の単価 当月の市況推移 

上中旬 下旬見込 上旬 中旬 下旬 予想平均単価（前年）

B-1 

はくさい 

￥69 ￥80 ＝ ＝ ＝ ￥80（￥60） 

産地概況 

茨城産主力に熊本・愛知産の入荷。前進出荷により各産地ともに

切上がりが早まり、春白菜の出荷開始まで端境期となる見込み。

総入荷量 370ｔ 前年比 125％ 

キャベツ 

￥53 ￥75 △ ＝ ▲ ￥100（￥97） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。これまでの前進出荷により端境期となり、不

安定な入荷を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 99％ 

ねぎ 

￥337 ￥390 ▼ ▼ ＝ ￥330（￥294） 

産地概況 

関東産バラ物主力に、愛知・石川産束物の入荷。天候次第ではあ

るものの、概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 110ｔ 前年比 109％ 

青ねぎ 

￥1,014 ￥850 ▲ ▽ ＝ ￥850（￥846） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主力の入荷。上旬は節分需要により引合い強

まるが、以降は軟調な価格推移となる見込み。 

総入荷量 11ｔ 前年比 103％ 

蕗 

￥225 ￥250 △ ＝ ＝ ￥330（￥325） 

産地概況 
愛知産主体の入荷。促成物に切り替わるため相場は強保合。 

総入荷量 5ｔ 前年比 103％ 

ほうれん草

￥567 ￥600 ▲ ▼ ＝ ￥550（￥534） 

産地概況 

福岡産主体に群馬・静岡産の入荷。これまでの前進出荷により端

境期が訪れる見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 99％ 

小松菜 

￥296 ￥320 ▲ ＝ ▲ ￥350（￥422） 

産地概況 

石川産主体に埼玉産の入荷。各産地ともに平年並みの入荷を見込

む。 

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

菜類 

￥429 ￥500 ▲ ▲ ＝ ￥520（￥486） 

産地概況 

水菜は福岡・石川産の入荷。金時草はハウス物で少ないながらも、

連日入荷の見通し。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥420 ￥450 ▲ △ ＝ ￥500（￥333） 

産地概況 

九州産を主体に高知・愛知産の入荷。前年 11～12 月の前進出荷

により出荷の谷間が予想される。 

総入荷量 100ｔ 前年比 88％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２７ 年 ２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 

品名 
前月の単価 当月の市況推移 

上中旬 下旬見込 上旬 中旬 下旬 予想平均単価（前年）
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レタス 

￥205 ￥220 ▲ ▲ ▲ ￥270（￥240） 

産地概況 

兵庫主力に長崎・静岡産の入荷。天候に左右されるものの、概ね

順調な入荷見込み。 

総入荷量 160ｔ 前年比 100％ 

生椎茸 

￥1,154 ￥1,100 ＝ ▼ ＝ ￥1,000（￥983） 

産地概況 

石川産菌床物中心に富山・岐阜・兵庫・徳島産の入荷。各産地と

もに順調な入荷となる。原木物は奥能登中心の入荷。「のとてま

り」は火・木・土曜の販売。13(土)には穴水高校の生徒が育てた

「のとてまり」の初競りの予定。 

総入荷量 43ｔ 前年比 104％ 

なめこ 

￥430 ￥450 ▼ ＝ ▼ ￥438（￥467） 

産地概況 

石川産を中心に長野・岐阜産の入荷。各産地ともに順調な入荷が

見込まれる。 

総入荷量 16ｔ 前年比 119％ 

えのき 

￥263 ￥260 ＝ ▼ ▼ ￥218（￥218） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。上旬は正月休みの影響でやや少ない

ものの、中旬から回復する見込み。石川産は若干の減産が始まる。

総入荷量 103ｔ 前年比 100％ 

しめじ 

￥388 ￥450 ＝ ＝ ▼ ￥467（￥451） 

産地概況 

JA 全農長野物中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。上

旬は正月休みの影響でやや少ないものの、中旬から回復する見込

み。 

 総入荷量 45ｔ 前年比 108％ 

アスパラ 

￥1,678 ￥1,500 ▼ ＝ ▼ ￥814（￥815） 

産地概況 

メキシコ産中心に国産は新潟・群馬・秋田産に加え、下旬より長

崎産の入荷。量販時期を迎え相場は弱含み。国産は徐々に増量す

る。 

総入荷量 16ｔ 前年比 100％ 

大葉 

￥4,259 ￥2,800 ＝ ▽ ＝ ￥2,150（￥2,188）

産地概況 

愛知（豊橋温室園芸組合）産主力の入荷見込み。植替え等の作業

もあり出荷量は多くないものの、需要が弱い時期であるため相場

は軟調に推移する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 110％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２７ 年 ２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 

品名 
前月の単価 当月の市況推移 

上中旬 下旬見込 上旬 中旬 下旬 予想平均単価（前年）
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菜の花 

￥917 ￥1,200 ＝ ▼ ＝ ￥1,079（￥1,037）

産地概況 

束物は徳島・高知産、パック物は愛知産中心の入荷。各産地とも

に前進出荷傾向であり、晩生の最盛期となる見込み。節分需要も

あり上旬の相場は強含みとなるものの、中旬以降は弱保合の予

想。 

総入荷量 19ｔ 前年比 102％ 

パプリカ 

￥699 ￥800 ▼ ＝ ＝ ￥719（￥655） 

産地概況 

韓国・ニュージーランド産主力の輸入品の入荷。国産は茨城から

の入荷を予定。韓国産は初旬の数量がやや少ないものの、以降は

順調な入荷が見込まれる。相場は前年に比べやや高値となる。 

総入荷量 14ｔ 前年比 100％ 

三つ葉 

￥906 ￥900 ▼ ▼ ▼ ￥550（￥649） 

産地概況 

愛知産は十四山・丸江、静岡産はとぴあ浜松の入荷。天候次第で

はあるものの、概ね順調な入荷見込み。 

総入荷量 6ｔ 前年比 119％ 

春菊 

￥483 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥480（￥515） 

産地概況 

群馬・岐阜・愛知・石川産の入荷。各産地ともに安定した入荷と

なる見込み。相場は前年に比べやや安値となる。 

総入荷量 13ｔ 前年比 110％ 

大根 

￥52 ￥70 ▲ ＝ ▲ ￥85（￥82） 

産地概況 

千葉・徳島産を主力に九州産の入荷。これまで前進出荷と寒波の

影響により端境期の発生が懸念される。 

総入荷量 550ｔ 前年比 108％ 

かぶ 

￥79 ￥130 ＝ ▲ ▲ ￥150（￥170） 

産地概況 

石川産の小かぶ中心に、愛知産中かぶの入荷。日照不足により玉

太り鈍く、大玉の相場は高値となる見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 108％ 

人参 

￥83 ￥90 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥71） 

産地概況 

愛知・鹿児島産主体に千葉産の入荷。作型の切替りにより、これ

までの太物中心から、L・M主力の出荷となる見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 82％ 

蓮根 

￥654 ￥600 ＝ ＝ ＝ ￥600（￥655） 

産地概況 
石川産主体に茨城産の入荷。太物を中心に順調な入荷を見込む。

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 
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△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 

品名 
前月の単価 当月の市況推移 

上中旬 下旬見込 上旬 中旬 下旬 予想平均単価（前年）
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甘藷 

￥234 ￥225 ＝ ＝ ＝ ￥225（￥263） 

産地概況 

石川産主力に関東産の入荷。石川産は順調な入荷で、相場は保合

にて推移する。 

総入荷量 160ｔ 前年比 108％ 

里芋 

￥288 ￥280 ▼ ＝ ＝ ￥270（￥259） 

産地概況 

新潟産中心に宮崎・愛媛産の入荷。各産地ともに概ね順調な入荷

を見込む。 

総入荷量 35ｔ 前年比 90％ 

胡瓜 

￥354 ￥500 ▼ ▽ ▲ ￥360（￥360） 

産地概況 

高知産園芸連主力に群馬産 JA 館林・愛知産 JA 西三河の入荷。1

月下旬の寒波の影響で初旬まではやや少なめの入荷となるもの

の、下旬に向け増量となる見込み。月末はひな祭りに向けて相場

は底上げとなる。 

総入荷量 260ｔ 前年比 102％ 

南瓜 

￥175 ￥160 ▼ ＝ ＝ ￥130（￥193） 

産地概況 

メキシコ産に加え、中旬よりニュージーランド産の入荷。小玉傾

向の入荷となる見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥467 ￥580 ▼ ▽ ＝ ￥420（￥454） 

産地概況 

高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の中茄子、熊本産 JA 熊本市の長茄

子の入荷。上旬はやや数量少ないが、徐々に増量する見込み。 

総入荷量 85ｔ 前年比 113％ 

トマト 

￥407 ￥480 ▲ ＝ ▲ ￥500（￥481） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA 愛知みなみ・JA ひまわり、岐阜産個人物の入

荷。愛知産はこれまでの前進出荷により丸トマトが出荷の谷間と

なるものの、ファーストトマトは安定した入荷となる。 

総入荷量 120ｔ 前年比 92％ 

ミニトマト

￥821 ￥830 ▲ ＝ △ ￥900（￥941） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 海部・JA 西三河、熊本産 JA 熊

本市の入荷。愛知産はこれまでの前進出荷により不安定な入荷が

予想される。 

総入荷量 43ｔ 前年比 100％ 
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ピーマン 

￥530 ￥620 ▲ ＝ ＝ ￥650（￥666） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 南さつまの入荷。中旬までは少なめ

の入荷となるが、下旬から増量に向かう見込み。 

総入荷量 52ｔ 前年比 108％ 

豆類 

￥854 ￥950 ＝ ＝ ▲ ￥1,100（￥1,184）

産地概況 

インゲンは高知、砂糖豌豆は静岡・愛知産の入荷。スナップ豌豆・

キヌサヤは鹿児島・愛知産の入荷。そら豆・ピースは鹿児島産の

入荷。 

総入荷量 26ｔ 前年比 108％ 

牛蒡 

￥164 ￥165 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥159） 

産地概況 

青森産 JA 十和田おいらせ主力に九州産の入荷。青森産は残量を

見ながらの計画出荷となる。 

総入荷量 70ｔ 前年比 93％ 

馬鈴薯 

￥109 ￥130 ＝ ▼ ＝ ￥120（￥105） 

産地概況 

北海道各産地、及び鹿児島産新馬鈴薯の入荷。北海道産は貯蔵量

を見ながらの計画出荷。他に鹿児島産離島の新馬鈴薯の入荷も始

まるが、しばらくは小玉傾向が続く見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 100％ 

長芋 

￥323 ￥320 ▼ ＝ ＝ ￥300（￥263） 

産地概況 

北海道主力に青森産の入荷。両産地共に太物は少なく 2L・L 中心

の入荷。前年に比べ 1割強の減産となっているため、価格は堅調

の推移する見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 94％ 

玉葱 

￥71 ￥73 ▲ ＝ ＝ ￥75（￥98） 

産地概況 

北海道産貯蔵品主力に静岡・タイ産新玉葱の入荷。北海道産は残

量が少なめで、相場は上昇傾向。静岡産白玉葱・黄玉葱は日量 30

～50cs の入荷。 

総入荷量 550ｔ 前年比 101％ 

生姜 

￥688 ￥680 ＝ ＝ ＝ ￥680（￥724） 

産地概況 
高知産に加えて、一部中国産の入荷。 

総入荷量 13ｔ 前年比 85％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥114） 

産地概況 

石川・岐阜・群馬(ベスト・成田)・新潟産の入荷。各産地共に順

調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 101％ 
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筍缶 

￥586 ￥586 ＝ ＝ ＝ ￥586（￥715） 

産地概況 
国産主力に中国産の販売。 

総入荷量 4ｔ 前年比 100％ 

漬物類 

￥741 ￥741 ＝ ＝ ＝ ￥741（￥677） 

産地概況 
県内産の浅漬、各産地の沢庵類・野沢菜・朝鮮漬等の販売。 

総入荷量 2ｔ 前年比 116％ 

千切大根 

￥1,159 ￥1,170 ▲ ＝ ＝ ￥1,200（￥972） 

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。30g・40g・60g 袋物と 10kg 原体ともに順

調な入荷を見込むものの、上旬は引合い強まり、相場は強気配。

総入荷量 10ｔ 前年比 102％ 
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みかん 

￥230 ￥230 ＝ ▲ ▲ ￥240（￥192） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎せいひより貯蔵物の入荷。中旬以降はかなり少

ない入荷となる。静岡産は JA 三ケ日より青島みかんの入荷。数

量は前年比 8 割ほどで切上がりも早い見込み。徳島産は JA 東と

くしま勝浦支所の貯蔵みかんの入荷。 

総入荷量 310ｔ 前年比 82％ 

デコポン 

￥620 ￥600 ▼ ▼ ▼ ￥500（￥438） 

産地概況 

鹿児島産は JA 鹿児島いずみより無加温物の入荷。20・18 玉中心

の玉流れ。生産量は前年比 9割でやや少ない入荷となる見込み。

佐賀産は JA からつより無加温物の入荷。 

総入荷 120ｔ 前年比 89％ 

伊予柑 

￥230 ￥230 ▼ ▼ ＝ ￥230（￥171） 

産地概況 

JA えひめ中央より週 3 回の入荷。3L サイズは中旬以降販売終了

となる。 

総入荷量 250ｔ 前年比 90％ 

八朔 

￥161 ￥150 ▼ ▼ ＝ ￥140（￥137） 

産地概況 

和歌山産カネ太共撰・湊共撰より入荷。週 2回、L・M中心に潤沢

な入荷予定。湊共選は月末まで入荷する。 

総入荷量 70ｔ 前年比 92％ 

苺 

￥1,395 ￥1,600 ＝ ▼ ＝ ￥1,300（￥1,299）

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地ともに中旬から二番

果のピークとなり順調な入荷予定。 

総入荷量 110ｔ 前年比 100％ 

キウイ 

フルーツ 

￥488 ￥490 ▲ ＝ ＝ ￥500（￥400） 

産地概況 

JA ふくおか八女より入荷。33・36 玉サイズ中心で、数量は前年

比 65％となり少なめの入荷。 

総入荷量 12ｔ 前年比 65％ 

メロン 

￥1,150 ￥1,200 ▲ ＝ ▲ ￥1,300（￥1,362）

産地概況 

静岡産クラウンメロンは重油価格の下落で休作者は少ないもの

の作付は減少傾向。高知・熊本産は不安定な入荷見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 102％ 

りんご 

￥245 ￥280 ＝ ▼ ▼ ￥260（￥254） 

産地概況 

青森産のサンふじ・王林中心の入荷。36・40 玉中心の玉流れとな

る見込み。 

総入荷量 160ｔ 前年比 100％ 
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前月の単価 当月の市況推移 

上中旬 下旬見込 上旬 中旬 下旬 予想平均単価（前年）

B-8 

バナナ 

￥117 ￥120 △ △ △ ￥125（￥114） 

産地概況 

フィリピン産は干ばつの影響から入荷減少となる。南米産は順調

な入荷。 

総入荷量 840ｔ 前年比 92％ 

オレンジ 

￥224 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥295） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブルの入荷。中玉を中心に順調な入荷見込

み。市況は前年並みに推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 109％ 

グレープ 

フルーツ 

￥220 ￥220 ＝ ▼ ＝ ￥200（￥201） 

産地概況 

フロリダ産主力にトルコ産の入荷。フロリダ産は減少傾向である

もののトルコ産は順調な入荷見込み。相場は前年並みにて推移す

る。 

総入荷量 36ｔ 前年比 106％ 

レモン 

￥343 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥386） 

産地概況 
カリフォルニア産の入荷。安定した入荷となって相場は保合。 

総入荷量 19ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥159 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥160） 

産地概況 

フィリピン産のゴールデン・スウィーティオ中心の入荷。各ブラ

ンドともに小玉傾向となる見込み。価格は前年並みにて推移す

る。 

総入荷量 45ｔ 前年比 95％ 


