
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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 

￥108 ￥120 ▽ ▽ ＝ ￥100（￥129） 

産地概況 

茨城産主体に熊本・長崎産の入荷。茨城産は生育良好と見られ、

順調な入荷を見込む。 

総入荷量 280ｔ 前年比 86％ 

キャベツ 

￥80 ￥70 ▲ △ ＝ ￥100（￥145） 

産地概況 

愛知産主力に九州産の入荷。これまでの前進出荷により不安定な

入荷となる見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 102％ 

ねぎ 

￥355 ￥380 ＝ ▼ ▼ ￥330（￥353） 

産地概況 

関東産バラ物を主力に、長崎・鹿児島・愛知産束物の入荷。春系

への切り替り時期となる上旬は高値相場を見込むが、中旬以降は

落ち着く予想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 103％ 

青ねぎ 

￥1,230 ￥800 ▼ ＝ ＝ ￥750（￥798） 

産地概況 
福岡・静岡・愛知産主体の入荷。概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 13ｔ 前年比 104％ 

蕗 

￥375 ￥380 ＝ ＝ ＝ ￥380（￥306） 

産地概況 

愛知産の入荷。出荷ピークを迎えるものの、相場は平年よりも高

値となる。 

総入荷量 16ｔ 前年比 106％ 

ほうれん草

￥610 ￥620 ▲ ＝ ＝ ￥640（￥671） 

産地概況 
群馬産主体に静岡・石川産の入荷。平年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 236％ 

小松菜 

￥326 ￥300 ＝ ▲ ＝ ￥350（￥417） 

産地概況 
石川産主体の入荷。気温の上昇とともに増量見込み。 

総入荷量 65ｔ 前年比 106％ 

菜類 

￥465 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥521） 

産地概況 

金時草はハウス物主体に安定した入荷。吹立菜・中島菜はこれま

での前進出荷により切上がり早まる見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 142％ 

ブロッコリー

￥438 ￥550 ▼ ▼ ▼ ￥400（￥397） 

産地概況 

高知産主体に愛知・四国・九州産の入荷。各産地ともに春ブロッ

コリーの安定した入荷を見込む。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-2 

レタス 

￥225 ￥200 ＝ ▲ ＝ ￥200（￥200） 

産地概況 
兵庫主力に茨城産の入荷。両産地ともに順調な入荷を見込む。 

総入荷量 190ｔ 前年比 104％ 

アスパラ 

￥1,156 ￥1,300 ＝ ▲ ＝ ￥1,400（￥1,442）

産地概況 

長崎・熊本・長野など国産に加え、輸入物のメキシコ産の入荷。

メキシコ産は終盤となり中旬にて終了。九州産は立茎期となり減

少傾向。長野・山形産は中旬から入荷予定。 

総入荷量 23ｔ 前年比 105％ 

生椎茸 

￥1,122 ￥1,000 ＝ ▲ ▲ ￥896（￥898） 

産地概況 

石川産菌床物中心に富山・岐阜・兵庫・徳島産の順調な入荷見込

み。原木物は奥能登中心の入荷。好天が続き乾燥傾向であるため、

上旬で終了する予想。 

総入荷量 48ｔ 前年比 101％ 

なめこ 

￥438 ￥400 ＝ ▲ ＝ ￥350（￥349） 

産地概況 

石川産中心に長野・岐阜産の入荷。若干の減産に入るものの、安

定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 16ｔ 前年比 102％ 

えのき 

￥214 ￥180 ＝ ＝ △ ￥200（￥202） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。季節生産者の出荷が減少し、中旬

以降から全体量は少なくなる見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 103％ 

しめじ 

￥466 ￥380 ＝ ▲ ＝ ￥327（￥416） 

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。JA

全農長野物は減産に入っており、徐々に数量減少の見込み。企業

物は安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 55ｔ 前年比 131％ 

大葉 

￥2,737 ￥2,600 ＝ ▼ △ ￥2,800（￥2,627）

産地概況 

愛知産豊橋温室の入荷。平年並みの入荷量を見込む。GW 需要によ

り下旬から引合いは強まる見込み。 

総入荷量 4ｔ 前年比 90％ 

山菜類 

￥3,200 ￥2,500 ▼ ▼ ▼ ￥1,286（￥1,292）

産地概況 

秋田・新潟・山形産の県外物と能登地区を中心とした県内産の入

荷。山うど・こごみ・あさつき・たらのめ・わらび・行者にんに

く・野芹等の順調な入荷となる。相場は前年並みの見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-3 

大根 

￥95 ￥110 ▲ ＝ ▲ ￥120（￥124） 

産地概況 

千葉産中心に九州産の入荷。上旬まで端境期となり、高値だった

前年並みの相場となる見込み。 

総入荷量 600ｔ 前年比 104％ 

かぶ 

￥154 ￥170 ▼ ＝ ▼ ￥140（￥115） 

産地概況 

石川産残量と埼玉・群馬・新潟産春かぶの入荷。新潟産は中旬か

らの入荷を見込む。相場は前年よりも高値となる見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 100％ 

人参 

￥98 ￥120 ＝ ＝ ▲ ￥130（￥124） 

産地概況 

徳島産の入荷。天候に左右されるものの、概ね順調な入荷となる

見込み。 

総入荷量 550ｔ 前年比 126％ 

蓮根 

￥699 ￥635 ▲ ＝ ＝ ￥850（￥891） 

産地概況 

石川産中心に茨城・九州産の入荷。植えつけ作業等の絡みから不

安定な入荷を見込む。 

総入荷量 36ｔ 前年比 103％ 

甘藷 

￥230 ￥250 △ △ △ ￥270（￥285） 

産地概況 
石川産中心に関東産の入荷。残量少なく、入荷量は減少。 

総入荷量 120ｔ 前年比 116％ 

里芋 

￥384 ￥370 ＝ △ △ ￥370（￥322） 

産地概況 

宮崎・愛媛産を中心に下旬から鹿児島産の入荷。宮崎・愛媛産は

残量少なく減少傾向。鹿児島産も作付面積が大幅に減少してお

り、相場は高値推移となる見込み。 

総入荷量 19ｔ 前年比 88％ 

筍 

￥909 ￥700 ▽ ▼ ＝ ￥350（￥416） 

産地概況 

九州（鹿児島・福岡）・徳島産主力に和歌山・石川産の入荷。鹿児

島・福岡・徳島産は上旬から 9～10 ㎏規格へ切り替わり、20 日す

ぎまでの入荷を見込む。石川産は表年となるため、前年よりもや

や多い見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 169％ 

胡瓜 

￥319 ￥280 ＝ ▼ ▲ ￥270（￥365） 

産地概況 

高知産園芸連・群馬産 JA 館林・愛知産 JA 西三河に加え石川産 JA

金沢市の入荷。石川産は 10 日頃からの入荷見込み。県外産は気

温の上昇ともに増量となる。高知・愛知産は太物と下級品の比率

高まる見込み。 

総入荷量 370ｔ 前年比 112％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-4 

南瓜 

￥160 ￥130 ＝ ＝ △ ￥160（￥165） 

産地概況 

輸入物はニュージーランド産中心に中旬からメキシコ産の入荷。

国産は下旬から鹿児島産の入荷を見込む。 

総入荷量 140ｔ 前年比 112％ 

茄子 

￥416 ￥380 ▼ ＝ ▼ ￥320（￥446） 

産地概況 

中茄子は高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の入荷。長茄子は熊本産

JA 熊本市の入荷。気温上昇とともに増量の見込み。 

総入荷量 170ｔ 前年比 136％ 

トマト 

￥523 ￥540 ▼ ▼ ▼ ￥380（￥474） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA 愛知みなみ、岐阜産個人物の入荷。各産地と

もに生育良好であり、順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 210ｔ 前年比 109％ 

ミニトマト

￥1,129 ￥1,100 ▼ ▽ ▽ ￥650（￥733） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 西三河、熊本産 JA 熊本市の入

荷。今後は順調な入荷が見込まれ、相場も落ち着く予想。 

総入荷量 85ｔ 前年比 104％ 

ピーマン 

￥619 ￥520 ▼ ▼ ＝ ￥420（￥541） 

産地概況 

高知産園芸連・鹿児島産 JA 南さつまに加え、茨城産商系物の入

荷。各産地ともに安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 83ｔ 前年比 104％ 

パプリカ 

￥603 ￥620 ＝ ＝ ▼ ￥610（￥623） 

産地概況 

韓国産を中心に、茨城等国内産の入荷。韓国産は下旬から 5月に

かけて出荷ピークを迎え、相場は下げ見込み。玉サイズは Lから

M中心となる。 

総入荷量 15ｔ 前年比 102％ 

豆類 

￥1,257 ￥950 ▲ ▲ ＝ ￥900（￥896） 

産地概況 

インゲンは鹿児島・高知、キヌサヤ・スナップ豌豆は愛知・鹿児

島の入荷。砂糖豌豆は静岡・愛知産の入荷で、愛知産は中旬で終

了見込み。そら豆・ピースは中旬から鹿児島産の入荷。 

総入荷量 36ｔ 前年比 106％ 

ごぼう 

￥202 ￥210 ＝ ＝ ▲ ￥210（￥146） 

産地概況 

青森産 JA 十和田おいらせ中心に商系物の入荷。春掘物の入荷と

なるが、数量は前年よりも少ない見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-5 

馬鈴薯 

￥198 ￥200 ＝ ＝ ▼ ￥180（￥204） 

産地概況 

北海道・鹿児島・長崎産の入荷。北海道産は徐々に減少。長崎産

は 1月の寒波の影響により中～下旬からの入荷となる見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 97％ 

長芋 

￥316 ￥310 ＝ ＝ ▼ ￥308（￥276） 

産地概況 

北海道・青森産の秋掘物の入荷。両産地共に数量は平年より 1割

減少。2L・L 中心の入荷となる見込み。 

総入荷量 58ｔ 前年比 103％ 

玉葱 

￥80 ￥85 ▲ ▲ ＝ ￥105（￥109） 

産地概況 

北海道産貯蔵品及び愛知・九州産新玉葱の入荷。北海道産は終盤

を迎え、下旬で終了となる。新玉葱は各産地ともに平年作の見込

み。相場は堅調に推移する予想。 

総入荷量 700ｔ 前年比 103％ 

しょうが 

￥718 ￥710 ▼ ＝ ＝ ￥700（￥748） 

産地概況 
高知産及び中国産の入荷。両産地ともに順調な入荷を見込む。 

総入荷量 21ｔ 前年比 100％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥114） 

産地概況 

石川・岐阜・群馬（ベスト・成田）・新潟産の入荷販売。各産地共

に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥745 ￥557 ＝ ＝ ＝ ￥557（￥676） 

産地概況 
国産主力に中国産の入荷。 

総入荷量 7ｔ 前年比 100％ 

漬物類 

￥741 ￥741 ＝ ＝ ＝ ￥741（￥677） 

産地概況 

県内産の浅漬類・各地の沢庵類・野沢菜・朝鮮漬等の入荷。各産

地共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 116％ 

切干大根 

￥1,200 ￥1,200 ▲ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,151）

産地概況 
宮崎・鹿児島産の入荷販売。相場は上昇傾向。 

総入荷量 9ｔ 前年比 90％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-6 

清見 

￥345 ￥345 ＝ ＝ --- ￥340（￥286） 

産地概況 

和歌山産は丸小柑橘主力の入荷。生育不良と前進出荷により数量

少なく、中旬にて終了の見込み。佐賀産は JA からつよりハウス

物が週 2～3回の入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 77％ 

デコポン 

￥400 ￥380 ▲ ▲ ▲ ￥350（￥324） 

産地概況 

佐賀産は JA からつより露地物の入荷。長崎産は JA 長崎せいひよ

り露地物が中旬までの入荷予定。愛知産は JA 蒲郡より樹熟デコ

ポンの入荷。各産地ともに不作傾向であり、切上がりが早まる見

込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 40％ 

甘夏 

￥200 ￥190 ＝ ▲ ▲ ￥190（￥179） 

産地概況 

鹿児島産は JA 鹿児島いずみより紅甘夏の入荷。L サイズ中心の

玉流れ。 

総入荷量 90ｔ 前年比 121％ 

サン 

フルーツ 

￥200 ￥180 ▽ ＝ ＝ ￥180（￥145） 

産地概況 
三重産は御浜柑橘より入荷。年々、作付面積は減少している。 

総入荷量 30ｔ 前年比 85％ 

セミノール

￥--- ￥--- --- ＝ ＝ ￥280（￥279） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡より週 3回、日量 100c/s 前後の入荷。和歌山産

はマル小柑橘及びゆらより入荷。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1,252 ￥1,000 ▼ ＝ ▲ ￥984（￥915） 

産地概況 

愛知・鹿児島・長崎・福岡産の入荷。三～四番果の出荷となり、

各産地共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 127ｔ 前年比 102％ 

枇杷 

￥3,000 ￥2,200 ▼ ＝ ▼ ￥2,000（￥1,903）

産地概況 

JA 長崎せいひよりハウス物の入荷。L中心の入荷で、下旬以降に

ピークを迎える。 

総入荷量 4ｔ 前年比 130％ 

りんご 

￥280 ￥300 ▲ △ ＝ ￥350（￥305） 

産地概況 
青森産の入荷。サンフジ・王林・ジョナゴールド中心の入荷。 

総入荷量 150ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ４ 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-7 

メロン 

￥1,100 ￥1,200 ＝ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,271）

産地概況 

静岡・高知産アールス系の入荷。静岡産はクラウンメロンの安定

した入荷見込み。熊本産雑メロンはやや少なめの入荷となる。 

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

西瓜 

￥220 ￥190 ▼ ▽ ＝ ￥195（￥195） 

産地概況 

熊本産大玉西瓜は前年並みの入荷。M・S サイズ中心となる見込

み。小玉西瓜は群馬・熊本産の入荷。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥135 ￥135 ＝ ▲ ▲ ￥140（￥129） 

産地概況 

主力のフィリピン産は産地の干ばつにより数量少ない。南米産は

順調な入荷となる。価格は高値推移となる。 

総入荷量 1,040ｔ 前年比 92％ 

オレンジ 

￥245 ￥245 ＝ ＝ ＝ ￥245（￥264） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブルの安定した入荷。相場は保合の見込

み。 

総入荷量 70t 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥180 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥176） 

産地概況 

フロリダ産中心に月後半からはトルコ・カリフォルニア産の入

荷。フロリダ産は切り上がり早まる見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 89％ 

レモン 

￥302 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥341） 

産地概況 
カリフォルニア産の安定した入荷。価格は保合での推移となる。

総入荷量 22ｔ 前年比 100％ 

パイン 

￥182 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（\157） 

産地概況 

フィリピン産デルモンテ・ゴールデン、ドール・スウィーティオ

の入荷。需要期を迎え、小玉サイズから価格が上昇する。相場は

高値推移となる 

総入荷量 65ｔ 前年比 93％ 


