
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

￥166 ￥100 ▽ ＝ ▲ ￥85（￥56） 

産地概況 

茨城産中心に中旬まで石川産の入荷。高悩みから上旬は価格下が

る見込み。年末にかけてはやや強含み予想。 

総入荷量 280ｔ 前年比 165％ 

キャベツ 

￥198 ￥120 ▼ ＝ ▲ ￥90（￥82） 

産地概況 

愛知主体に茨城・鹿児島産他の入荷。上旬は愛知産の数量も増え、

価格も下がる見込み。春系・冬系共に概ね順調な入荷予想。 

総入荷量 400ｔ 前年比 168％ 

ねぎ 

￥376 ￥300 ▼ ＝ △ ￥279（￥272） 

産地概況 

石川・大分産結束物と埼玉・群馬産主力に新潟産バラ物の入荷。

バラ物は中旬以降出荷量増え、価格もやや下げ予想。年末は埼玉

産の休日対応を予定。 

総入荷量 140ｔ 前年比 161％ 

青ねぎ 

￥1,167 \1,000 ▽ ＝ △ ￥1,000（￥699） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産の入荷。上旬の売りは鈍いが、年末向けの定

植が充分に行えていない為、冷え込みのよっては年末の高値が見

込まれる。 

総入荷量 11ｔ 前年比 106％ 

蕗 

￥277 ￥200 ▲ ▲ ▲ ￥215（￥195） 

産地概況 

愛知産の入荷。太物の出回り少なく箱数が少ない。年末需要から

下旬に向け価格上昇。平年よりやや高値を見込む。 

総入荷量 13ｔ 前年比 97％ 

ほうれん草

￥797 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥517（￥371） 

産地概況 

福岡産主体に静岡・群馬産の入荷。9月下旬・10 月上旬の長雨、

日照不足の影響がなくなり露地産地（九州物）は順調な入荷とな

る。 

総入荷量 70ｔ 前年比 183％ 

小松菜 

￥458 ￥350 ▼ ＝ ＝ ￥300（￥174） 

産地概況 

石川・埼玉・福岡産の入荷。前進出荷で数量が増えた前年から平

年通りの入荷見込み。 

総入荷量 65ｔ 前年比 134％ 

菜類 

￥482 ￥580 ＝ ▲ ▲ ￥660（￥647） 

産地概況 

水菜は石川・福岡・茨城産の入荷。前進出荷で安値だった前年か

ら平年並みの入荷、価格予想。菜花は三重・岐阜産の入荷。共に

生育遅れで年内出荷は少ない見込み。価格はやや高値予想。 

総入荷量 20ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

ブロッコリー

￥659 ￥450 ▽ ▽ ＝ ￥425（￥322） 

産地概況 

高知産主体に愛知・長崎・石川産の入荷。九州各産地、鳥取、四

国も順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 80ｔ 前年比 119％ 

レタス 

￥227 ￥160 ▲ ▲ △ ￥235（￥114） 

産地概況 

兵庫産 JA あわじ島主体に長崎・静岡産の入荷。例年寒波による

影響が懸念されるが、各産地概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 130ｔ 前年比 180％ 

生椎茸 

￥949 ￥850 ▲ ＝ △ ￥1,200（￥1,247）

産地概況 

石川産菌床物を中心に富山・岐阜・兵庫・長野・新潟・徳島産等

の順調な入荷。原木物は奥能登産中心の入荷。「のとてまり」の初

競りは 17 日(土)の予定。 

総入荷量 50ｔ 前年比 117％ 

なめこ 

￥692 ￥650 ＝ ＝ ▲ ￥471（￥483） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に新潟・長野・岐阜産の入荷。各産地、年末

に向け順調な入荷見込み。石川産原木物も積雪となるまでは入荷

有り。 

総入荷量 17ｔ 前年比 117％ 

えのき 

￥280 ￥300 ＝ ＝ ▲ ￥270（￥282） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。石川産は順調な入荷が見込まれる。

長野産は中旬より増産となり年末需要に備える。 

総入荷量 115ｔ 前年比 111％ 

しめじ 

￥614 ￥600 ＝ ＝ ▲ ￥540（￥456） 

産地概況 

JA 全農長野産中心に企業物（ホクト・雪国・ミズス）の入荷。フ

ル生産に入っているが、企業物を中心に年末まで順調な入荷が見

込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 87％ 

アスパラ 

￥1,009 ￥950 ▼ ＝ ＝ ￥830（￥1,113）

産地概況 

メキシコ・オーストラリア・ニュージーランド・タイ産等の輸入

物中心の入荷。オーストラリア産は上旬、ニュージーランド産は

中旬で終了。20 日以降はペルー産の入荷。国内産地は昨年同様、

岩手・秋田産の入荷。 

総入荷量 10ｔ 前年比 194％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

大葉 

￥3,197 ￥3,300 △ △ △ ￥5,500（￥4,280）

産地概況 

愛知産豊橋温室主力の入荷。11 月上中旬は天候に恵まれ、順調に

生育している。但し人手不足の問題から出荷量が大きく増える事

はない。出回りは平年並みであり、年末最需により相場は下旬に

向け強めの展開となる。 

総入荷量 4ｔ 前年比 94％ 

パプリカ 

￥470 ￥450 ＝ △ △ ￥550（￥552） 

産地概況 

韓国産主力にオランダ産の入荷。国産は大分・茨城産の入荷。上

旬は若干荷動きが鈍いも中旬から入荷も順調で、価格も昨年並み

となる。 

総入荷量 16ｔ 前年比 101％ 

柚子 

￥622 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥500（￥508） 

産地概況 

高知・徳島産の入荷。両産地とも玉肥大が良く、大玉傾向。小玉

は極端に少ない出回りを予想。21 日の冬至では 1玉売りを高知、

２・３玉パック売りを徳島で対応。また上位等級品の 1.5kg 平箱

の入荷も有り。 

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

菜の花 

￥1,853 ￥1,850 ▼ ▼ ▼ ￥950（￥872）

産地概況 

徳島産は作付面積が前年より増える見込みだが、入荷は若干遅れ

ている為中旬以降徐々に増量。価格は前年より高い見込み。愛知

産は三河温室からの入荷。下旬に向け増量する見込み。 

総入荷量 9ｔ 前年比 96％ 

丸芋 

￥912 ￥920 ＝ ＝ ▲ ￥950（￥813） 

産地概況 

JA 能美・JA 根上からの入荷。両産地とも玉肥大が良く大玉の３L

中心の２L・Lの流れ。根上は前年と価格は横這いだが、能美はや

や高い見込み。年末に向けて増量見込み。 

総入荷量 7ｔ 前年比 97％ 

三つ葉 

￥556 ￥550 ＝ ▲ △ ￥1,650（￥1,599）

産地概況 

愛知産中心に静岡産の入荷。年末にむけて中旬までは数量減だが

下旬から増える見込み。相場は昨年より高い予想。 

総入荷量 13ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥613 ￥600 ▼ ＝ △ ￥580（￥535） 

産地概況 

群馬産中心に岐阜・愛知・石川産の入荷。各産地ともに順調な入

荷を見込む。群馬産はハウス物へ切り替わり年末に向け増量とな

る見込み。相場は年末に向けて上昇。 

総入荷量 18ｔ 前年比 116％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

芹 

￥1,977 ￥1,900 ＝ ▲ △ ￥2,800（￥2,780）

産地概況 

石川・熊本・高知産の入荷。熊本産は生産者減の為、量目を少な

くし、年末需要に備える。年末最需要期では宮城・大分産も加え

数量確保を目指す。価格は昨年より高値予想。 

総入荷量 3ｔ 前年比 104％ 

大根 

￥136 ￥100 ▼ ＝ ▲ ￥80（￥54） 

産地概況 

千葉産主力に神奈川・徳島・九州産と石川産残量の入荷。12 月上

旬の播種端境期が懸念されるものの、安値であった前年より高値

を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 101％ 

かぶ 

￥168 ￥160 ▼ ＝ ＝ ￥150（￥100） 

産地概況 
石川産共販物中心に個人物の入荷。安定した入荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 90％ 

人参 

￥220 ￥200 ▽ ▼ ▲ ￥150（￥97） 

産地概況 

石川・岐阜産は前半でほぼ終了し、愛知産主力の入荷となる。鹿

児島産は大幅に遅れて、年内は難しいと思われる。安値であった

前年より大幅高を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 122％ 

蓮根 

￥540 ￥540 ＝ ▲ ▲ ￥600（￥623） 

産地概況 

石川産中心に茨城・愛知産の入荷。茨城産は台風の影響から入荷

少なく高値見込み。石川・愛知産は順調な入荷を見込む。 

総入荷量 110ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥246 ￥220 ＝ ▲ ＝ ￥225（￥237） 

産地概況 

石川産主力に茨城産の入荷。各産地貯蔵物の出荷で、安定した入

荷となる。 

総入荷量 180ｔ 前年比 106％ 

里芋 

￥276 ￥230 ＝  ▲ ▲ ￥260（￥291） 

産地概況 

新潟・福井産中心の入荷。年末の需要増で価格は上昇する見込み

だが、豊作傾向の為、平年より安値の見込み。 

総入荷量 63ｔ 前年比 107％ 

くわい 

￥--- ￥--- ＝ ▲ ▲ ￥1,210（￥1,207）

産地概況 

石川産主力に広島産の入荷。石川産は台風の影響を受け若干小玉

傾向。 

総入荷量 7ｔ 前年比 97％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

干大根 

￥--- ￥300 ▲ ＝ --- ￥270（￥188） 

産地概況 

石川産粟五地区中心の入荷。日照不足から肥大進まず太物の出荷

は少ないと予想される。生産者は増減なしだが、面積は微減して

いる。安値であった前年よりは大幅高を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 84％ 

きゅうり 

￥462 ￥330 ＝ ▲ △ ￥460（￥475） 

産地概況 

高知産園芸連中心に愛知産 JA 西三河、石川産 JA 松任他の残量の

入荷。今後の天候にもよるが、高知・愛知産は生産者も出揃い平

年並みの入荷が見込まれる。寒波が来れば Lクラスの太物が減少

する予想。 

総入荷量 190ｔ 前年比 101％ 

かぼちゃ 

￥273 ￥273 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥200） 

産地概況 

鹿児島産中心にメキシコ産の入荷。鹿児島産は生育不良で小玉傾

向。７玉中心の６・８玉で価格は昨年より高値を見込む。冬至に

向け数量増となる見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 95％ 

なす 

￥450 ￥430 ＝ ▲ ▲ ￥450（￥461） 

産地概況 

高知・愛知産の茄子、熊本産長茄子の入荷。平年並みの入荷予想

だが、寒波次第で減少の可能性有り。 

総入荷量 60ｔ 前年比 105％ 

トマト 

￥460 ￥500 ＝ ▼ ▽ ￥450（￥255） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、岐阜産個人物、石川産

JA 金沢市・小松市・松任市等の入荷。天候不順より全国的に着果

不良が散見され、九州全域は前年比半作に近いとのこと。愛知産

も約８割作で中旬以降、高値反動及び現状より増量から価格は下

押しと予想。 

総入荷量 140ｔ 前年比 63％ 

ミニトマト

￥958 ￥1,050 ＝ ▼ ▽ ￥800（￥549） 

産地概況 

愛知・熊本・石川産の入荷。愛知・熊本産は天候の影響から上中

旬は前年を下回る見込み。下旬より回復見込み。石川産は終盤で

入荷減少。 

総入荷量 75ｔ 前年比 103％ 

ピーマン 

￥530 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥480（￥442） 

産地概況 

高知・鹿児島産の入荷。上旬までは順調な入荷見込みだが、中旬

以降は落ち着き、平年よりやや少なめの入荷予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 90％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

豆類 

￥1,175 ￥1,000 ＝ ▼ ＝ ￥950（￥1,050）

産地概況 

キセラインゲンは高知・鹿児島産、キヌサヤ・スナップ豌豆は鹿

児島・愛知産、砂糖エンドウは静岡・愛知産の入荷。 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

ごぼう 

￥245 ￥250 ▲ ▲ ▲ ￥270（￥155） 

産地概況 

青森産 JA 十和田おいらせ主体の入荷。台風の影響から前年より

少ない入荷見込み。価格は高値予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 83％ 

馬鈴薯 

￥164 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥94） 

産地概況 

北海道・長崎産の入荷。北海道産は台風の影響から全体では前年

よりも少ない入荷。長崎産は定植期が干ばつで前年より１週間程

出荷が遅れる予想。 

総入荷量 300ｔ 前年比 90％ 

長芋 

￥398 ￥400 ＝ ＝ ＝ ￥400（￥306） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地ともに新物となるが、生育期の台

風による豪雨の影響により下級品の比率が高い。全体量も少なく

高値での推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 95％ 

たまねぎ 

￥68 ￥65 ＝ ＝ ＝ ￥65（￥65） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。倉入れが終了し残量を見ながらの計画出

荷となる。相場は保合見込み。 

総入荷量 530ｔ 前年比 100％ 

しょうが 

￥669 ￥680 ＝ ＝ ＝ ￥680（￥679） 

産地概況 

高知産に加えて中国産の入荷。高知産は残量を見ながらの計画出

荷で安定した入荷予想。 

総入荷量 19ｔ 前年比 104％ 

もやし 

￥115 ￥115 ＝ ＝ ＝ ￥115（￥117） 

産地概況 
石川・岐阜・新潟産の入荷販売。各産地共に順調な入荷見込み。

総入荷量 48ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥840 ￥850 ＝ ＝ ＝ ￥850（￥850） 

産地概況 
国産主力に中国産の入荷。 

総入荷量 11ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

漬物類 

￥720 ￥720 ＝ ＝ ＝ ￥720（￥750） 

産地概況 

国内産の浅漬類、各産地の沢庵類・野沢菜・朝鮮人参等の入荷販

売。各産地共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 97％ 

切干大根 

￥1,360 ￥1,350 ＝ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,160）

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。産地残量も少なく強気配となる。新物も

中旬以降に出回るも、絶対量不足より強持合い予想。 

総入荷量 3ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

みかん 

￥243 ￥230 ＝ ▲ △ ￥240（￥221） 

産地概況 

福岡産は JA 南筑後山川支所より早生の入荷。上旬は品薄傾向。

長崎産は JA 長崎西彼より上旬から早生みかん、中旬から普通種

の入荷。静岡産は JA 三ケ日より週２日の入荷。和歌山産は JA 紀

南より週３回の入荷。早生種及び木熟みかんの入荷。 

総入荷量 1,450ｔ 前年比 102％ 

デコポン 

￥--- ￥--- △ ＝ ▼ ￥750（￥724） 

産地概況 

鹿児島産は JA 鹿児島いずみよりハウス物の入荷。大将季中心の

入荷。佐賀産は JA からつよりハウス物の入荷。 

総入荷量 65ｔ 前年比 103％ 

洋梨 

￥337 ￥333 ＝ ＝ --- ￥300（￥102） 

産地概況 

山形産はラ・フランスの入荷。中旬頃までの入荷で週 3回の販売。

新潟産ル・レクチェは病害虫発生の為入荷減。 

総入荷量 50ｔ 前年比 114％ 

苺 

￥1,974 ￥1,500 ＝ △ ＝ ￥1,750（￥1,462）

産地概況 

愛知主力に鹿児島・長崎・福岡産の入荷。天候次第ではあるが昨

年に比べ入荷減、単価高予想。 

総入荷量 81ｔ 前年比 98％ 

柿 

￥252 ￥250 ＝ △ ＝ ￥280（￥285） 

産地概況 

福岡産は筑前あさくらより富有柿の入荷。中旬に冷蔵富有柿の入

荷予定。2L 中心で前年並みの入荷。岐阜産は JA いび川大野より

富有柿の入荷。10 日頃にて出荷終了。 

総入荷量 70ｔ 前年比 116％ 

干柿 

￥2,015 ￥2,400 ＝ ＝ ▼ ￥3,000（￥2,700）

産地概況 

石川産は JA 志賀よりころ柿の入荷。月木土の販売。また JA 能登

わかばより週２回の入荷。その他富山産高山干柿出荷組合より干

柿・長野産 JA 南信州より週２回の入荷あり。 

総入荷量 32ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥859 ￥974 ＝ ▲ ▲ ￥1,100（￥1,056）

産地概況 

静岡産クラウンメロン中心の入荷。玉肥大も順調で 9kg～8kg の

大玉の安定した入荷を見込む。 

総入荷量 73ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,150 ￥1,150 ▲ ＝ ▲ ￥1,200（￥1,093）

産地概況 

岡山産コールマン、紫苑の入荷。生育期の天候不良から少なめの

入荷を見込む。 

総入荷量 5ｔ 前年比 93％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １２ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-9 

りんご 

￥281 ￥285 ＝ ＝ ＝ ￥262（￥248） 

産地概況 

長野産はサンふじの入荷で２８玉・３２玉中心。青森産はサンふ

じを中心とした入荷。 

総入荷量 210ｔ 前年比 115％ 

バナナ 

￥99 ￥100 ＝ ＝ ▲ ￥105（￥102） 

産地概況 

フィリピン産・エクアドル産ともに生育良好。順調な生産状況か

ら入荷量増加。レギュラー品、高糖度系の入荷順調にて量販可能。

価格は先月から下がり、今月は横這い且つ前年並みにて推移。 

総入荷量 1,200ｔ 前年比 104％ 

オレンジ 

￥191 ￥200 ▲ ＝ ＝ ￥240（￥237） 

産地概況 

オーストラリア産及びアメリカ産の入荷。アメリカ産は干ばつ傾

向ではあるが、順調な生育が見られ徐々に中玉・大玉の比率が高

くなる。食味良好。前年同様の堅調な価格推移予想。 

総入荷量 25ｔ 前年比 132％ 

グレープ 

フルーツ 

￥163 ￥200 ▲ ＝ ＝ ￥210（￥204） 

産地概況 

アメリカ、イスラエル産の入荷。アメリカ産（フロリダ）の作付

けは減少傾向。ルビー及びホワイト種の安定した入荷。前年同様

の堅調な価格推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 134％ 

レモン 

￥230 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥331） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。生育良好で小玉を中心に安定した入荷。前年

並みでの価格推移。 

総入荷量 25ｔ 前年比 109％ 

パイン 

アップル 

￥177 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥150） 

産地概況 

フィリピン産スウィーティオ中心に大玉・小玉ともに安定した入

荷。前月並みの価格推移。 

総入荷量 43ｔ 前年比 122％ 


