
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥93 ￥115 ▽ ＝ ▲ ￥110（￥110） 

産地概況 

茨城産主体に熊本産の入荷。熊本産は上旬で切り上がる。３月の

高値疲れから上旬、価格は下がるものの茨城産が主体となる中旬

以降は徐々に引き合いが強まる見込み。 

総入荷量 250ｔ 前年比 112％ 

キャベツ 

￥116 ￥125 ▼ ＝ ＝ ￥110（￥120） 

産地概況 

愛知産主力に下旬頃より兵庫・石川産の入荷。中旬より冬キャベ

ツは貯蔵物となる。概ね順調な入荷。 

総入荷量 500ｔ 前年比 131％ 

ねぎ 

￥365 ￥390 ＝ ▲ ＝ ￥429（￥428） 

産地概況 

埼玉・群馬産バラ物を主力に、鳥取・大分産束物の入荷。春系の

葱の出荷が最盛期となり順調な入荷を見込む。相場は平年並みの

見込み。 

総入荷量 77ｔ 前年比 105％ 

青ねぎ 

￥716 ￥680 ＝ ▲ ＝ ￥714（￥722） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主体の入荷。気温の上昇からやや軟弱気味に

なるが、概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 14ｔ 前年比 99％ 

蕗 

￥310 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥301） 

産地概況 

愛知産の入荷。２L・Lが中心階級で順調な入荷見込み。価格も昨

年並みと予想。 

総入荷量 16ｔ 前年比 101％ 

ほうれん草

￥427 ￥530 ▲ ＝ ▲ ￥670（￥619） 

産地概況 

群馬・岐阜・静岡・石川・茨城産の入荷。下旬頃から岐阜の高冷

地（ひだ）がスタートする。価格はやや高めで推移する。 

総入荷量 50ｔ 前年比 128％ 

小松菜 

￥292 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥281） 

産地概況 

石川産主体に関東地区（群馬・埼玉）の入荷。昨年と同様、順調

な入荷と予想され価格も昨年並みと思われる。 

総入荷量 60ｔ 前年比 115％ 

菜類 

￥427 ￥420 ＝ ▲ ▲ ￥630（￥545） 

産地概況 

水菜…石川・茨城産中心の入荷。昨年並みの入荷。金時草…石川

産主力で昨年並みの入荷。 

総入荷量 15ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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ブロッコリー

￥231 ￥280 ▲ ＝ ＝ ￥320（￥442） 

産地概況 

高知産主体に愛知・九州・石川産の入荷。下旬に向けて石川産が

増量となる見通し。 

総入荷量 135ｔ 前年比 100％ 

レタス 

￥153 ￥190 ▼ ＝ ＝ ￥200（￥181） 

産地概況 

兵庫産主力に茨城・長崎産の入荷。各産地ともに順調な入荷を見

込む。 

総入荷量 190ｔ 前年比 91％ 

アスパラ 

￥953 ￥1,100 ▲ ＝ ▲ ￥1,413（￥1,505）

産地概況 

主力であったメキシコ産は上旬から中旬にかけ終了。国産の春芽

は今年、九州地区が少ない出回りで上旬から中旬に長野・山形産

等が増量となる見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

生椎茸 

￥997 ￥950 ＝ ▲ ＝ ￥914（￥940） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・岐阜・兵庫・徳島産の入荷。兵

庫産は終了が近い。他産地は順調な入荷見込み。原木物は奥能登

中心の入荷。「のとてまり」の共撰は終了に近いが、個人出荷「の

と 115」として出荷される。 

総入荷量 35ｔ 前年比 107％ 

なめこ 

￥484 ￥480 ＝ ＝ ▲ ￥423（￥425） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。長野産は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 13ｔ 前年比 106％ 

えのき 

￥184 ￥180 ＝ ＝ ▲ ￥193（￥204） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。長野産は昨年末からの増産によ

り、減産時期だが思うように出荷調整が出来ず、前年よりやや多

めの入荷予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 105％ 

しめじ 

￥399 ￥390 ＝ ▲ ▲ ￥356（￥387） 

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。各

産地減産に入っており、中旬より価格浮上が予想される。 

総入荷量 45ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

大葉 

￥2,616 ￥2,800 ＝ ＝ △ ￥3,200（￥2,878）

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。中旬以降歓

送迎会等の業務需要を見込む。また、下旬の大型連休需要も見込

まれ、やや強めの展開を予想。 

総入荷量 3.7ｔ 前年比 106％ 

山菜類 

￥3,302 ￥3,300 ＝ ▼ ▼ ￥2,500（￥1,288）

産地概況 

秋田・新潟・山形産等の県外物と能登地区を中心とした県内産の

入荷。ふきのとう・うるい・こごみ・せんな・たらのめ・わらび・

行者にんにく・野ブキ等の順調な入荷となる。 

総入荷量 18ｔ 前年比 95％ 

三つ葉 

￥462 ￥460 ＝ ＝ ▼ ￥450（￥448） 

産地概況 

愛知産は十四山を中心にマル江の入荷。静岡産はとぴあ浜松主力

に大久保の入荷。各産地、順調な入荷を見込む。価格は昨年並み

を予想。 

総入荷量 8.5ｔ 前年比 106％ 

春菊 

￥398 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥480（￥469） 

産地概況 

群馬産主力に石川産の入荷。天候にもよるが群馬産は順調な入荷

を見込む。石川産は中旬で終了予定。価格は若干昨年より高い。

総入荷量 4ｔ 前年比 111％ 

大根 

￥100 ￥110 ＝ ▼ ▲ ￥100（￥108） 

産地概況 

千葉産中心の入荷。他に九州産他の入荷を見込む。各春作産地か

らの順調な入荷を見込んでいるが、冬作産地の終了が前倒し気

味。ほぼ保合相場を見込む。 

総入荷量 500ｔ 前年比 113％ 

かぶ 

￥119 ￥120 ＝ ▼ ▲ ￥120（￥109） 

産地概況 

石川産残量と埼玉・群馬産春かぶの入荷。後半より新潟産ハウス

かぶの入荷を見込む。生育は順調だが、前年程前進はしていない。

総入荷量 60ｔ 前年比 109％ 

人参 

￥154 ￥150 ▼ ＝ ▲ ￥150（￥149） 

産地概況 

徳島産主力の入荷。雨天に弱い産地故、数量は天候に大きく左右

されると思われる。総合的には安定入荷を見込んでいる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 118％ 

蓮根 

￥563 ￥570 ▲ ＝ ▲ ￥650（￥820） 

産地概況 
石川産中心の入荷。太物主力の入荷を見込む。 

総入荷量 35ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

甘藷 

￥187 ￥185 ＝ ＝ ▲ ￥195（￥237） 

産地概況 

石川産中心に茨城・千葉産等の入荷。石川産は貯蔵量多く、前年

より安値で推移する見込み。 

総入荷量 130ｔ 前年比 120％ 

里芋 

￥241 ￥240 ▲ ▲ ▲ ￥300（￥388） 

産地概況 

新潟・宮崎・愛媛産等の入荷。各産地、出荷終盤となるが前年に

比べ、残量は多い為安値推移。 

総入荷量 21ｔ 前年比 140％ 

筍 

￥1,558 ￥1,300 ▽ ▼ ▲ ￥450（￥279） 

産地概況 

鹿児島・福岡・徳島・和歌山産主力の入荷。中旬頃より石川産の

入荷を見込む。徳島産以外は裏年に当たり、前年からは大幅減少

見込み。単価は大幅高を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 77％ 

胡瓜 

￥255 ￥230 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥254） 

産地概況 

高知産園芸連・群馬産 JA 館林・愛知産 JA 西三河に加え中旬より

石川産 JA 金沢市の入荷。石川産は下旬に向け増量見込み。県外

産各産地、太物率が上がる見通し、今月・来月と最盛期を迎える。

総入荷量 370ｔ 前年比 102％ 

南瓜 

￥185 ￥200 ▲ ▲ ＝ ￥200（￥138） 

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。

国産は沖縄産を少量入荷しており価格は高値予想。GW 明けから鹿

児島産の入荷を見込む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 103％ 

茄子 

￥400 ￥370 ▼ ＝ ▼ ￥350（￥365） 

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。各産地中下旬にかけて増量に向かう見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 107％ 

トマト 

￥394 ￥350 ▼ ▲ ＝ ￥350（￥410） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・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 240ｔ 前年比 108％ 

ミニトマト

￥780 ￥700 ▼ ＝ ▲ ￥670（￥753） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・海部農協、熊本産 JA 熊本市の入

荷。各産地ともに、順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 85ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

ピーマン 

￥454 ￥390 ▼ ▼ ▼ ￥370（￥399） 

産地概況 

高知産園芸連・鹿児島産 JA 南さつまの入荷。各産地ともに安定

した入荷が見込まれる。下旬にかけて増量期を迎える見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 104％ 

パプリカ 

￥638 ￥600 ▽ ＝ ▼ ￥520（￥546） 

産地概況 

韓国産を中心に NZ 産の入荷。NZ の数量は減少し中旬で終了予定。

韓国産は天候の回復により増量見込み。価格は昨年より安値を見

込む。 

総入荷量 19ｔ 前年比 106％ 

豆類 

￥943 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥930（￥983） 

産地概況 

インゲンは鹿児島・高知、キヌサヤは愛知・鹿児島、スナップ豌

豆は愛知産の入荷。砂糖豌豆は静岡・愛知産の入荷。そら豆・ピ

ースは鹿児島産の入荷。 

総入荷量 32ｔ 前年比 110％ 

ごぼう 

￥263 ￥270 ＝ ＝ ＝ ￥270（￥264） 

産地概況 

青森産の入荷。春掘物の開始となり、S・２Mを主体とした入荷と

なる見込み。また九州産新牛蒡も入荷。 

総入荷量 33ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥227 ￥230 ＝ ▼ ▼ ￥190（￥238） 

産地概況 

九州産（鹿児島・長崎産）主体に北海道産の入荷。鹿児島産は離

島物主体に入荷。中旬頃より増量見込み。北海道産は中～下旬で

終了見込み。長崎産は下旬頃からの入荷。 

総入荷量 430ｔ 前年比 125％ 

長芋 

￥422 ￥420 ＝ ＝ ＝ ￥420（￥326） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地共に作柄悪く下級品比率が高い。

正品は全国的な引き合いが強く、引き続き高値での販売が続く予

想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 89％ 

玉葱 

￥114 ￥125 ▲ ▲ ＝ ￥128（￥80） 

産地概況 

北海道産貯蔵物及び愛知・九州産主体の新玉葱の入荷。道産の残

量は少なく堅調な価格推移の予想。新玉葱は平年並みの予想であ

るが道産の高値を受け、例年よりも強い展開となる。 

総入荷量 620ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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しょうが 

￥715 ￥715 ＝ ＝ ▲ ￥720（￥724） 

産地概況 

高知産及び一部中国産の入荷。高知産は順調な入荷見込み。２kg

箱の新生姜は増量傾向。 

総入荷量 21ｔ 前年比 105％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥117） 

産地概況 

石川・岐阜（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 60ｔ 前年比 109％ 

筍缶 

￥367 ￥365 ＝ ＝ ＝ ￥365（￥840） 

産地概況 
中国産主力に国内産の入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 106％ 

漬物類 

￥728 ￥730 ＝ ＝ ＝ ￥725（￥725） 

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 

￥1,537 ￥1,550 △ △ △ ￥1,460（￥1,367）

産地概況 
宮崎・鹿児島産の入荷販売。原体少なく高値が続く。 

総入荷量 2.5ｔ 前年比 85％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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清見 

￥296 ￥300 ＝ ▼ ＝ ￥280（￥325） 

産地概況 

和歌山産は丸小柑橘主力の入荷。週２回で中旬までの入荷。佐賀

産は JA からつより入荷。２８・３２玉中心の玉流れ。 

総入荷量 60ｔ 前年比 115％ 

デコポン 

￥350 ￥340 ＝ ＝ ▲ ￥350（￥420） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼より露地物の入荷。２０・２４玉中心の玉

流れ。鹿児島産は JA 鹿児島いずみより貯蔵物の入荷。４月一杯

までの入荷予定。 

総入荷量 140ｔ 前年比 175％ 

甘夏 

￥180 ￥175 ▲ ▲ △ ￥180（￥200） 

産地概況 

鹿児島産は JA 鹿児島いずみより週３回の入荷。大玉傾向で２L・

Lサイズ中心の玉流れ。下旬より貯蔵物の入荷。 

総入荷量 85ｔ 前年比 102％ 

サン 

フルーツ 

￥173 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥187） 

産地概況 
和歌山産はゆら主力で２L・L中心の入荷。 

総入荷量 36ｔ 前年比 100％ 

セミノール

￥--- ￥--- --- ＝ ＝ ￥300（￥340） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡より週 3 回の入荷。和歌山産はマル小柑橘主力

で週２回の入荷。 

総入荷量 15ｔ 前年比 150％ 

苺 

￥1,090 ￥1,100 ＝ ＝ ▲ ￥1,000（￥879） 

産地概況 

愛知・鹿児島・長崎・福岡産の入荷。各産地、三～四番果の出入

荷となり、昨年に比べ数量減の予想。 

総入荷量 144ｔ 前年比 93％ 

枇杷 

￥4,500 ￥3,000 ▼ ▽ ▽ ￥1,500（￥1,596）

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼よりハウス物の入荷。L中心の入荷で、中旬

以降にピークを迎える。 

総入荷量 5ｔ 前年比 125％ 

りんご 

￥230 ￥230 ＝ △ △ ￥280（￥331） 

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。４

０・４６玉中心の玉流れで後半より有袋ふじも入荷。 

総入荷量 165ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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-8 

メロン 

￥1,093 ￥1,214 ＝ ▼ ▼ ￥1,200（￥1,147）

産地概況 

熊本産はアンデス・クインシー・パパイヤメロン等の入荷。作付

け減少傾向により少なめの入荷。静岡産はクラウンメロンの入

荷。上旬は８～９kg の大玉傾向。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

西瓜 

￥250 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥240（￥243） 

産地概況 

大玉西瓜は熊本産より Lサイズ中心の入荷見込み。小玉西瓜は群

馬産 JA 新田みどりより連日入荷。大玉共に１週間程早めの出荷。

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥136 ￥140 ▲ ▲ ▲ ￥145（￥144） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は長雨により生

育不良だが、エクアドル産は生育良好。特にフィリピン産の高糖

度商品が入荷減少。昨年より高値推移。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 97％ 

オレンジ 

￥254 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥221） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブルの安定した入荷。天候は回復したが、

引き合い強く、供給は不足気味。玉サイズは大玉中心へと移行す

る。需要期に向け相場は保合い。 

総入荷量 60t 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥211 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥208） 

産地概況 

フロリダ産の入荷は３月一杯で終了の為、在庫の販売となる。イ

スラエル産の入荷もあるが数量は少ない。前年同様高値での推移

となる。 

総入荷量 40ｔ 前年比 91％ 

レモン 

￥328 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥318） 

産地概況 

カリフォルニア産の安定した入荷だが、価格は強保合での推移と

なる。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

パイン 

￥192 ￥195 ＝ ▲ ▲ ￥200（\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。大玉中心に安定した入荷。価格は強保合での推移。 

総入荷量 39ｔ 前年比 100％ 


