
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

￥110 ￥100 ▲ ＝ ▲ ￥129（￥184） 

産地概況 

茨城産主体に、九州（長崎・熊本）、長野産の入荷。長野産は下旬

頃より入荷の予定。茨城産は出荷前進により 5月末での終了見込

み。 

総入荷量 250ｔ 前年比 108％ 

キャベツ 

￥107 ￥190 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥184） 

産地概況 

愛知産を主体に九州・関東産の入荷。寒玉系は冷蔵品も並行した

扱いとなる。 

総入荷量 630ｔ 前年比 125％ 

ね ぎ 

￥406 ￥450 ▲ ▽ ▲ ￥421（￥432） 

産地概況 

埼玉、群馬、茨城産バラ主体に、九州（長崎、大分、鹿児島）鳥

取、石川産束物の入荷。茨城産は中旬頃からの入荷。概ね順調な

入荷。 

総入荷量 95ｔ 前年比 106％ 

小ねぎ 

￥706 ￥850 △ ▼ ＝ ￥950（￥985） 

産地概況 

福岡、静岡、愛知産主体の入荷。気温の上昇と共に需要が高まり

連休明けは平年並みの価格になる見込み。概ね順調な入荷予想。

総入荷量 14ｔ 前年比 104％ 

ほうれん草

￥598 ￥615 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥523） 

産地概況 

静岡、岐阜、群馬、石川産の入荷。高冷地物の出荷も始まり数量

も増加傾向。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 182％ 

小松菜 

￥283 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥293） 

産地概況 
石川、埼玉産の入荷。各産地生育順調で安定した入荷を見込む。

総入荷量 70ｔ 前年比 108％ 

菜類 

￥411 ￥500 ＝ ▲ ＝ ￥500（￥523） 

産地概況 

金時草は４月中旬の暴風の影響によりハウス物の入荷がやや減

少見込み。需要期にも入るため価格は上向き予想。下旬には花園

地区からの個撰出荷が始まる予定。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥535 ￥450 ＝ ▼ ▽ ￥390（￥397） 

産地概況 

石川産を主体に高知、香川、九州産の入荷。JA 白山、JA 加賀は

作付増により潤沢な入荷を見込む。 

総入荷量 115ｔ 前年比 111％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

￥183 ￥210 ＝ ▼ ▽ ￥170（￥176） 

産地概況 

長野県産を主体に兵庫、茨城産の入荷。兵庫産は中旬にて終了。

茨城産は上旬にて終了の予定。 

総入荷量 115ｔ 前年比 111％ 

アスパラ 

￥1432 ￥1600 ▼ ＝ ▲ ￥1275（￥1270） 

産地概況 

石川、長野、山形、新潟産中心の入荷。露地物の最盛期が上、中

旬頃までと思われるが、長崎産の夏芽が、下旬頃からスタートす

る見込み。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 25ｔ 前年比 103％ 

大葉 

￥2849 ￥3200 △ △ ▼ ￥2900（￥3228） 

産地概況 

愛知県豊橋温室組合主力の入荷。上旬は大型連休の需要絡みで価

格は強めであるが中旬以降は相場、荷動き共に落ち着くと予想さ

れる。現在のところ生育は平年並みを見込む。 

総入荷量 4.8ｔ 前年比 97％ 

茗荷 

￥1638 ￥1635 ＝ ＝ ＝ ￥1600（￥1571） 

産地概況 

高知園芸連からの入荷。現在のところ生育は順調であり増量期に

入り安定した入荷を見込む。前月から売場も広がっており引き合

いは強い。堅調な相場展開を予想。 

総入荷量 9.5ｔ 前年比 109％ 

かぼちゃ 

￥133 ￥150 ▲ ＝ ▼ ￥250（￥237） 

産地概況 

メキシコ産、ニュージーランド産、国産は鹿児島産の入荷。輸入

ニュージーランドは終盤、メキシコは順調な入荷見込み。 

鹿児島産は中旬頃より加世田が入荷予定。価格は昨年より若干高

値を見込む。 

総入荷量 150ｔ 前年比 104％ 

山菜類 

￥1793 ￥1600 ▼ ＝ ▼ ￥670（￥664） 

産地概況 

奥能登産主力に金沢近郊産の入荷。暖冬により前進化傾向で上旬

にピークを迎える。入荷量は多く価格は昨年並みとみる。新潟産

ウルイは上旬、タラの芽は中旬頃での終了の見込み。出回りは少

なめである。 

総入荷量 24ｔ 前年比 104％ 

生椎茸 

￥933 ￥1000 ＝ ▼ ＝ ￥868（￥922） 

産地概況 

石川県産菌床物を中心に富山、岐阜、徳島産の入荷。各産地順調

な入荷を見込む。 

総入荷量 38ｔ 前年比 115％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

なめこ 

￥426 ￥430 ＝ ▼ ＝ ￥353（￥349） 

産地概況 

石川県産を中心に長野、新潟産の入荷。各産地順調な入荷が見込

まれる。 

総入荷量 15ｔ 前年比 101％ 

えのき 

￥200 ￥230 ＝ ▼ ＝ ￥200（￥207） 

産地概況 

石川県産を中心に長野産の入荷。減産はあるものの各産地順調な

入荷が見込まれるが、上旬、GW 休みの影響でやや少なめの入荷と

なる見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 106％ 

しめじ 

￥376 ￥380 ＝ ▼ ＝ ￥395（￥413） 

産地概況 

JA 全農長野産を中心に、企業物（ホクト、雪国、ミスズ）の入荷。

若干の減産はあるものの、各産地順調な入荷。上旬、GW 休みの影

響でやや少なめの入荷となる見込み。 

総入荷量 38ｔ 前年比 111％ 

大根 

￥111 ￥105 ＝ ▼ ▼ ￥90（￥107） 

産地概況 

千葉産主力に九州、関東、愛知より入荷。早ければ下旬に石川産、

青森産の入荷を見込む。後続産地前倒し出荷の傾向から、前年よ

り安価となる予想。 

総入荷量 550ｔ 前年比 103％ 

かぶ 

￥128 ￥125 ▼ ＝ △ ￥110（￥109） 

産地概況 

新潟産主力に埼玉産の入荷。下旬より青森産の入荷。各産地順調

な入荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 109％ 

人参 

￥138 ￥150 ▼ ▼ ＝ ￥125（￥142） 

産地概況 

徳島主力の入荷。下旬頃より岐阜産春夏人参の入荷を見込む。徳

島産は GW 明けが出荷ピークとなる見込み。前年は中、下旬に高

騰したが、今年の産地リレーはスムーズな見込み。 

総入荷量 500ｔ 前年比 125％ 

蓮根 

￥778 ￥1000 ▽ ＝ △ ￥730（￥740） 

産地概況 
石川産の残量と他県産の入荷。石川産の入荷は不安定。 

総入荷量 25ｔ 前年比 112％ 

甘藷 

￥236 ￥250 ▲ ▲ ▲ ￥270（￥324） 

産地概況 

石川産中心に茨城産の入荷。月末より高知産の入荷予定。石川産

は不安定な入荷のため下旬にて終了予定。 

総入荷量 82ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

里芋 

￥373 ￥400 △ ▲ ▲ ￥500（￥470） 

産地概況 

宮崎、愛媛、鹿児島等の入荷。宮崎、愛媛は残量次第だが、上旬

で終了の見込み。鹿児島産新里芋は連日入荷予定も作付けが大幅

に減ったため高値で推移する 

総入荷量 9ｔ 前年比 90％ 

筍 

￥292 ￥270 ＝ ▼ ▼ ￥250（￥516） 

産地概況 

石川産の入荷。前年、裏年の凶作とは打って変わって表年らしい

出荷を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 454％ 

梅 

￥--- ￥--- --- ▲ ▼ ￥500（￥480） 

産地概況 

和歌山産、小梅、古城の入荷。月末より南高の入荷を見込む。小

梅、古城は不作傾向。南高は前年並みの入荷となる見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 112％ 

らっきょう

￥--- ￥700 ＝ ＝ ▼ ￥600（￥609） 

産地概況 

上旬より高知、中旬から徳島産、鹿児島産、下旬から石川産の入

荷予定。各産地とも順調な入荷予定。 

総入荷量 20ｔ 前年比 107％ 

ごぼう 

￥180 ￥190 ▲ ▲ ＝ ￥200（￥187） 

産地概況 

青森産は終盤を迎え、一部九州産の入荷予定。また、下旬には群

馬産の入荷が始まる予定。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥244 ￥240 ▼ ▼ ＝ ￥200（￥205） 

産地概況 

前半は鹿児島、長崎産、後半は長崎産主体に静岡三方原男爵の入

荷。九州産は 1月下旬の寒波と 3月の霜害のため若干生育に影響

があるものの順調な入荷見込み。上旬から中旬にかけ増量するも

のとみられる。 

総入荷量 440ｔ 前年比 111％ 

長芋 

￥319 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥326（￥292） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。両産地共に前年の 1割程度の減産とみ

られ全体量は少ない。気温の上昇と共に引き合いが強まり、相場

は上昇する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

たまねぎ 

￥81 ￥85 △ ＝ ＝ ￥90（￥128） 

産地概況 

北海道産は終了し愛媛産を主力に他府県産の入荷。各産地共に生

育期の高温推移と降雨により大玉傾向。2L クラスの比率が高く、

L以下のサイズは少なく堅調な単価推移と思われる。 

総入荷量 580ｔ 前年比 103％ 

しょうが 

￥732 ￥730 ▼ ▼ ＝ ￥790（￥789） 

産地概況 
高知、中国産の入荷。両産地共に潤沢な入荷が見込まれる。 

総入荷量 23ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥263 ￥250 ▽ ＝ ▲ ￥225（￥228） 

産地概況 

石川産 JA 金沢・JA 松任、群馬産 JA 館林、高知園芸連、愛知産 JA

西三河に加え、早ければ下旬より福島産 JA 福島未来の入荷。高

知、愛知産についてはほぼ月末で終了。各産地とも昨年と比較し

て生育良好につき順調な入荷見通し。石川産は最盛期に入る。 

総入荷量 500ｔ 前年比 106％ 

太胡瓜 

￥284 ￥260 ▽ ▼ ▼ ￥180（￥177） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市の入荷。現在のところ生育も順調で秀 M（9入）

秀 L（8 入）中心の入荷となる。中、下旬に向け出荷最盛期とな

る。 

総入荷量 80ｔ 前年比 101％ 

茄子 

￥368 ￥350 ▼ ▼ ▼ ￥320（￥357） 

産地概況 

高知主力に愛知産の茄子の入荷。安定した入荷を見込むが、下旬

にかけて品質低下の懸念あり。長茄子は熊本産の入荷で震災の影

響も少なく、例年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 210ｔ 前年比 108％ 

トマト 

￥436 ￥380 ▽ ＝ ▼ ￥280（￥365） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知南、岐阜産個人物に加え上旬か

ら石川産完熟組合、JA 小松市、中旬から JA 松任、下旬から JA 内

浦町の入荷。各産地生育良好につき順調な入荷見通し。愛知産は

最盛期を迎える。 

総入荷量 380ｔ 前年比 122％ 

ミニトマト

￥774 ￥700 ▽ ＝ ▼ ￥550（￥640） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・海部、熊本産 JA 熊本市の入荷。各産

地生育良好につき順調な入荷見通し。 

総入荷量 95ｔ 前年比 107％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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 

ピーマン 

￥398 ￥350 ▽ ▼ ＝ ￥280（￥414） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 加世田、茨城産は商系の入荷。各産

地とも生育良好につき順調な入荷見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 105％ 

パプリカ 

￥580 ￥600 ▲ ▽ ＝ ￥580（￥514） 

産地概況 

輸入物は韓国産の入荷。上旬は黄色が少ないものの、全体的に大

玉傾向で、中旬以降も大玉傾向は続く見通し。国産は愛知産 JA 豊

橋が少ない量ながらも入荷。例年並みの入荷見通し。 

総入荷量 27ｔ 前年比 135％ 

豆類 

￥1002 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥900（￥853） 

産地概況 

インゲンは高知、鹿児島、群馬産の入荷。キヌサヤは愛知、群馬、

青森産の入荷。砂糖豌豆は静岡産の入荷。（露地中心）。そら豆は

和歌山産、大阪産が中旬頃に入荷予定。ピースは鹿児島産の入荷

で中旬までの予定。スナップ豌豆は石川産の入荷。 

総入荷量 32ｔ 前年比 100％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥114） 

産地概況 

石川、岐阜、群馬（ベスト、成田もやし）新潟産の入荷。共に順

調な入荷を見込む。 

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 6ｔ 前年比 120％ 

漬物類 

￥741 ￥741 ＝ ＝ ＝ ￥741（￥677） 

産地概況 

県内産の浅漬類、各地の沢庵類、野菜漬、朝鮮漬等共に順調な入

荷。 

総入荷量 2ｔ 前年比 116％ 

切干大根 

￥1200 ￥1300 ＝ ＝ ＝ ￥1300（￥1151） 

産地概況 

宮崎、鹿児島産の入荷。宮崎県産 30g、40g、60g の袋と 10kg 原

体とも順調な入荷も昨年より少なくやや高値傾向。 

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 ５ 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 

ハウス 

みかん 

￥2500 ￥2000 ▽ ＝ ＝ ￥1350（￥1345） 

産地概況 

愛知産 JA 蒲郡より入荷。前年より前進出荷で入荷量は多い見込

み。佐賀産 JA からつより 350g パック主力の入荷。 

総入荷量 10ｔ 前年比 138％ 

枇杷 

￥600 ￥600 ▲ △ △ ￥2000（￥1500） 

産地概況 

長崎産 JA 長崎西彼より上旬はハウス物の入荷。中旬以降露地物

になるが 1月の寒波の影響を受け減少する見込み。 

総入荷 3ｔ 前年比 30％ 

桜桃 

￥5671 ￥5500 ＝ ▽ ▼ ￥3500（￥3363） 

産地概況 

山形産の入荷で前半はハウス佐藤錦主力の入荷。後半は雨よけ物

の入荷。前進出荷の予想。 

総入荷量 25ｔ 前年比 108％ 

ぶどう 

￥--- ￥--- --- ▼ ▼ ￥1333（￥1484） 

産地概況 
山梨産、ハウスデラウエア・巨峰、大阪産デラウエアの入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 154％ 

 メロン 

￥1000 ￥1100 ＝ ＝ ＝ ￥1100（￥1164） 

産地概況 

アールスメロンは静岡主力に高知産の入荷。アンデス、クインシ

ー等は茨城を主力に九州産、イエローキングは愛知産の入荷。と

もに前年並みを予想する。 

総入荷量 120ｔ 前年比 104％ 

西瓜 

￥260 ￥200 △ ▽ ＝ ￥240（￥220） 

産地概況 

熊本産 JA くまもと鹿本より入荷予定。震災の影響により入荷が

不安定となる見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 80％ 

りんご 

￥326 ￥330 ▲ ＝ ＝ ￥420（￥388） 

産地概況 

青森産サンふじは終了して有袋ふじ、ショナゴールドを中心とし

た入荷販売。 

総入荷量 110ｔ 前年比 103％ 

いちじく 

￥1700 ￥1600 ▽ ▼ ▽ ￥1420（￥1420） 

産地概況 
愛知産西三河からハウス物の入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 107％ 

苺 

￥860 ￥930 ＝ ▼ ＝ ￥809（￥752） 

産地概況 
愛知産主力の入荷。九州産は上旬で終了予定。 

総入荷量 68ｔ 前年比 94％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 ５ 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-8 

バナナ 

￥143 ￥145 ▲ ▲ ▲  ￥145 (￥135) 

産地概況 

主力産地フィリピンの干ばつの影響から入荷減少。南米産は順調

な入荷予定。 

総入荷量 1100ｔ 前年比 93％ 

オレンジ 

￥224 ￥230 ▲ ＝ ＝ ￥240（￥253） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブルの安定した入荷が見込まれ、保合いで

の市況推移見込み。 

総入荷量 74ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥209 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥191） 

産地概況 

トルコ産及びカリフォルニア産の入荷。前半は安定した入荷が見

られるが、後半は入荷減少の予想。保合いでの市況推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 85％ 

レモン 

￥316 ￥330 ▲ ＝ ＝ ￥350（￥340） 

産地概況 

引き続きカリフォルニア産の入荷となるが、入荷は減少傾向。価

格は強保合へと移行。 

総入荷量 25ｔ 前年比 94％ 

パイン 

￥144 ￥160 ▲ ▲ ▲ ￥170（￥187） 

産地概況 

フィリピン産スウィーティオ中心に他ブランドの入荷。価格は強

保合での推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 98％ 

キウイ 

￥444 ￥444 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥431） 

産地概況 

ニュージーランド産、グリーン及びゴールドの安定した入荷が見

込まれ、保合いでの市況推移。 

総入荷量 70ｔ 前年比 120％ 

チェリー 

￥--- ￥1900 ▽ ▽ ▽ ￥1250（￥1394） 

産地概況 

カリフォルニア産、早生種は大豊作の為降雨等の天候異常が無い

限り順調な入荷を見込む。価格も前半より安値推移。 

総入荷量 50ｔ 前年比 112％ 


