
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥166 ￥160 ▼ ▼ ▼ ￥100（￥83） 

産地概況 

茨城産主体に長野産の入荷。長野産は下旬頃より入荷の予定。茨

城産は順調な入荷が見込まれ徐々に価格下がるも、昨年より高値

予想。 

総入荷量 220ｔ 前年比 120％ 

キャベツ 

￥132 ￥125 ＝ ▼ ＝ ￥116（￥118） 

産地概況 

愛知産を主体に茨城・鹿児島産の入荷。上旬は品種の切り替わり

からやや不安定な入荷。中旬以降は概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 137％ 

ね ぎ 

￥376 ￥410 ▲ ▲ ＝ ￥481（￥511） 

産地概況 

埼玉産主体に石川・群馬・大分産の入荷。各産地、順調な入荷見

込み。価格は昨年より安値の予想。 

総入荷量 80ｔ 前年比 109％ 

小ねぎ 

￥575 ￥550 ▲ ＝ ▲ ￥800（￥866） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主体の入荷。各産地、順調な入荷見込み。需

要期が近づきやや相場は上昇気味。 

総入荷量 16ｔ 前年比 93％ 

ほうれん草

￥568 ￥600 ▲ ▲ ＝ ￥517（￥530） 

産地概況 

静岡・岐阜・群馬・石川産の入荷。連休明けより岐阜の高冷地物

が入荷となり、徐々に数量も増加傾向。価格は昨年より安値の予

想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 107％ 

小松菜 

￥293 ￥290 ▲ ＝ ＝ ￥242（￥230） 

産地概況 

石川産主力に埼玉・岐阜産等の入荷。石川産は GW 明けの 6 日販

売が人手の問題から入荷量少ないが、それ以降例年並みの入荷を

見込む。 

総入荷量 62ｔ 前年比 105％ 

菜類 

￥411 ￥500 ＝ ▲ ＝ ￥500（￥523） 

産地概況 

水菜は石川・茨城産中心の入荷で比較的順調な入荷を見込む。金

時草は石川産主力の入荷。ハウス物の出荷量は安定する予想。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥419 ￥400 ▼ ▼ ▼ ￥336（￥424） 

産地概況 

上旬は高知産主力に愛知産の入荷。中旬は石川産主力の入荷。JA

加賀・白山については面積増となる。 

総入荷量 125ｔ 前年比 119％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥163 ￥170 ▼ ▼ ▼ ￥150（￥166） 

産地概況 

上中旬は兵庫産主力の入荷。中旬以降は長野産の入荷。長野産は

例年よりやや入荷遅れ気味。 

総入荷量 200ｔ 前年比 114％ 

アスパラ 

￥1403 ￥1650 ▼ ▼ ＝ ￥1339（￥1333） 

産地概況 

石川・長野・山形産中心の入荷。上旬から中旬にかけて露地作が

加わり入荷量は増える。しかし今年作は全国各産地とも平年をや

や下回る出荷となる。 

総入荷量 28ｔ 前年比 101％ 

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％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

生椎茸 

￥856 ￥900 ＝ ▼ ＝ ￥929（￥1019） 

産地概況 

石川県産菌床物を中心に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。石川

産は大玉中心の玉流れで A品がやや多い予想。石川産原木物はほ

ぼ終了。 

総入荷量 28ｔ 前年比 113％ 

なめこ 

￥448 ￥480 ＝ ▼ ＝ ￥423（￥432） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。石川産は順調な入荷ではあるが、

やや小玉傾向と思われる。 

総入荷量 13ｔ 前年比 107％ 

えのき 

￥148 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥172（￥212） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。各産地順調な入荷が見込まれる。

長野産は減産に入っており、MAX 時の 50％ではあるが、前年の

110%の出荷である。 

総入荷量 58ｔ 前年比 100％ 

しめじ 

￥387 ￥400 ＝ ▼ ＝ ￥397（￥378） 

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。

JA 全農長野産は MAX 時の約 10％の減産。 

総入荷量 34ｔ 前年比 101％ 

大根 

￥104 ￥95 ▲ ▼ ＝ ￥100（￥98） 

産地概況 

千葉産主力の入荷。後半より石川産。早ければ月末頃に青森産の

入荷を見込む。千葉産は平年よりも早期終了の恐れあり。 

総入荷量 550ｔ 前年比 123％ 

かぶ 

￥128 ￥110 ＝ ▲ ▲ ￥120（￥103） 

産地概況 
新潟産束物主力の入荷。月末頃より青森産の入荷を見込む。 

総入荷量 42ｔ 前年比 102％ 

人参 

￥151 ￥140 ▼ ▲ ▲ ￥155（￥146） 

産地概況 

徳島産主力の入荷。岐阜産は播種遅れにより 25 日頃からと約 10

日遅れの見込み。 

総入荷量 500ｔ 前年比 104％ 

蓮根 

￥587 ￥600 ▲ ▲ ▲ ￥650（￥770） 

産地概況 

石川産主力に愛知産の入荷。石川産は出荷終盤となるが、前年に

比べ残量多い。 

総入荷量 28ｔ 前年比 122％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

甘藷 

￥176 ￥170 ▲ ▲ ▲ ￥200（￥260） 

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

は残量多く、前年より大幅安の見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 115％ 

里芋 

￥260 ￥300 ▲ △ △ ￥450（￥520） 

産地概況 

宮崎・愛媛・鹿児島等新里芋の入荷。宮崎・愛媛産は上旬で終了

の見込み。 

総入荷量 10ｔ 前年比 125％ 

筍 

￥496 ￥400 ＝ ＝ --- ￥400（￥179） 

産地概況 
石川産の入荷。裏年の為、前年比大幅高の見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 86％ 

梅 

￥--- ￥--- --- --- ＝ ￥550（￥530） 

産地概況 

下旬より和歌山産の入荷。前進傾向であった前年に比べ 7～10 日

程遅れている。 

総入荷量 12ｔ 前年比 57％ 

らっきょう

￥--- ￥850 ▽ ▽ ▽ ￥750（￥722） 

産地概況 

高知産に加え、中下旬から徳島・福井・石川産等の入荷。各産地

とも順調な入荷予定。 

総入荷量 15ｔ 前年比 100％ 

ごぼう 

￥272 ￥275 ＝ ▲ ▲ ￥300（￥328） 

産地概況 

青森産の入荷。春堀物も終盤を迎え、数量減の単価高の推移が予

想。九州産から新牛蒡も入荷されるが、これも終盤を迎える。 

総入荷量 50ｔ 前年比 147％ 

馬鈴薯 

￥222 ￥210 ▼ ＝ ＝ ￥180（￥191） 

産地概況 

長崎産主体に鹿児島産の入荷。長崎産は出始め、順調な入荷見込

み。鹿児島産は上旬から中旬にかけ終了の見込み。下旬には静岡

産の男爵入荷見込み。 

総入荷量 540ｔ 前年比 110％ 

長芋 

￥438 ￥480 ＝ ＝ ＝ ￥480（￥336） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。前月に引き続き、両産地共に出荷量は

少なく、下級品比率が高い。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 45ｔ 前年比 91％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥125 ￥125 ▼ ▼ ▼ ￥105（￥82） 

産地概況 

愛知産を主力に各府県産の入荷に加え一部北海道産の残量の入

荷。道産は第一週目でほぼ終了。府県産は大玉中心に順調な入荷

が見込まれる。相場も徐々に下げと見られるが、降雨による入荷

量増減の可能性あり。 

総入荷量 620ｔ 前年比 101％ 

しょうが 

￥720 ￥720 ＝ ＝ ＝ ￥720（￥801） 

産地概況 

高知、中国産の入荷。高知産は順調な入荷の見込み。新生姜は 5

月まで 2kg 箱で入荷。 

総入荷量 23ｔ 前年比 105％ 

胡瓜 

￥263 ￥260 ▼ ▽ ▲ ￥230（￥240） 

産地概況 

石川産 JA 金沢・JA 松任、群馬産 JA 館林、高知産園芸連、愛知産

JA 西三河の入荷。各産地順調な出荷を見込む。連休明けは太物比

率上がる見通し。愛知産は中旬頃で終了見込み。早ければ下旬よ

り福島・山形産の入荷を見込む。 

総入荷量 490ｔ 前年比 101％ 

太胡瓜 

￥386 ￥270 ▼ ▽ ▼ ￥160（￥158） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市の入荷。中下旬に向け出荷最盛期となる。前半

は秀 M（9入）中心に秀 S（10 入）秀 L（8 入）の流れ。後半は M

中心に L・Sの流れになる見通し。 

総入荷量 105ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥395 ￥380 ▽ ▼ ＝ ￥345（￥383） 

産地概況 

高知産園芸連、愛知産 JA 豊橋の茄子と熊本産 JA 熊本市の長茄子

の入荷。各産地最盛期を迎え、順調な入荷となる見込み。中下旬

より石川産個撰物の入荷。 

総入荷量 235ｔ 前年比 110％ 

トマト 

￥361 ￥310 ▼ ▼ ＝ ￥260（￥284） 

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 10 日前

後より石川産完熟組合、JA 小松市、JA 松任、20 日前後より JA 内

浦町の入荷。石川産は現状例年に比べやや遅れながら作柄良好。

愛知産は最盛期を迎える。 

総入荷量 450ｔ 前年比 104％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

ミニトマト

￥663 ￥580 ▼ ▼ ＝ ￥530（￥568） 

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

地入荷増える見通し。 

総入荷量 105ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥344 ￥380 ▼ ▼ ▼ ￥320（￥346） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 南さつま、茨城産商系の入荷。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 140％ 

パプリカ 

￥465 ￥400 ▽ ▼ ▼ ￥500（￥410） 

産地概況 

輸入物は赤玉・黄玉共に韓国産の入荷。国産は茨城・大分産の入

荷で両産地共に、生育不良により入荷減少の見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 64％ 

豆類 

￥836 ￥800 ▼ ▼ ＝ ￥770（￥841） 

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

産の入荷。砂糖豌豆は静岡産の入荷。そら豆は和歌山、大阪、鹿

児島産の入荷。スナップ豌豆は石川・愛知産の入荷。ピースは石

川、静岡、鹿児島産の入荷で石川産は下旬頃、静岡産は中旬頃ま

での入荷。 

総入荷量 38ｔ 前年比 103％ 

もやし 

￥114 ￥116 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥117） 

産地概況 

石川、岐阜（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 60ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥693 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥860） 

産地概況 
中国産主力に国産の入荷。中国産は順調な入荷。 

総入荷量 5ｔ 前年比 114％ 

漬物類 

￥717 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥707） 

産地概況 
県内産の浅漬類、各地の沢庵類、野沢菜等の入荷。 

総入荷量 3.5ｔ 前年比 100％ 

切干大根 

￥1552 ￥1550 ▲ ＝ ＝ ￥1550（￥1374） 

産地概況 

宮崎、鹿児島産の入荷。宮崎産 30g の袋と 10kg 原体の入荷。生

産が追い付かず、依然高値推移。 

総入荷量 2.3ｔ 前年比 117％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥2298 ￥2100 ▽ ▼ ＝ ￥1350（￥1385） 

産地概況 

愛知産 JA 蒲郡より入荷。5 月までは週 2 回で 5kgDB での入荷。

前年よりやや少なめの入荷予想。佐賀産 JA からつより 350g パッ

ク主力の入荷。中旬以降から入荷開始。 

総入荷量 10ｔ 前年比 100％ 

枇杷 

￥2000 ￥1800 ▼ ▼ ▽ ￥1300（￥1908） 

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。前年は雪害で露地物がほとんど無かったが本年は豊作。

総入荷 10ｔ 前年比 243％ 

桜桃 

￥5365 ￥5300 ▼ ▽ ▽ ￥4000（￥4100） 

産地概況 

山形産佐藤錦主力に紅さやかのハウス物の入荷。母の日ギフトで

中旬以降増量見込み。露地物のついては 5～7日程度生育遅れ。

総入荷量 2ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥--- ￥1600 ＝ ▼ ▼ ￥1600（￥1550） 

産地概況 

統一共撰より大粒巨峰がスタートする。下旬より大阪産デラウエ

アの入荷。350g パック主力の入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

 メロン 

￥996 ￥910 ▲ ▼ ▼ ￥880（￥868） 

産地概況 

アールスメロンは静岡主力に高知産の入荷。静岡産は品種が切り

替わり 9～7kg 主力の入荷。高知産は順調な入荷見込み。雑メロ

ンは熊本・茨城産の入荷で青肉・赤肉とも、LA・2L 主力の順調な

入荷。 

総入荷量 150ｔ 前年比 103％ 

西瓜 

￥230 ￥190 ▲ ▼ ▼ ￥200（￥197） 

産地概況 
熊本産 JA くまもと鹿本より入荷予定。2L・L 中心の入荷。 

総入荷量 235ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥220 ￥220 ▲ △ △ ￥330（￥363） 

産地概況 

青森産サンふじは 5月中旬に終了予定。有袋ふじ、ショナゴール

ド、王林を中心とした販売で 36 玉中心の予想。 

総入荷量 150ｔ 前年比 113％ 

いちじく 

￥1900 ￥1600 ▽ ▼ ▼ ￥1315（￥1314） 

産地概況 

愛知産 JA 西三河からハウス物の入荷。連日入荷で徐々に増加。

GW 明けから生産者出揃い、中下旬にピークとなる。 

総入荷量 3.5ｔ 前年比 95％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

苺 

￥1044 ￥1000 ▼ ▼ ＝ ￥860（￥850） 

産地概況 

愛知産は紅ほっぺ、あきひめ主力の入荷。九州産は上旬で終了予

定。 

総入荷量 56ｔ 前年比 101％ 

バナナ 

￥144 ￥144 ▼ ▼ ▼  ￥140 (￥156) 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産主力の入荷。生育良好でフィリピン産

は天候も回復し入荷量増。前半より安値推移。 

総入荷量 1000ｔ 前年比 105％ 

オレンジ 

￥238 ￥240 ＝ ＝ ＝ ￥240（￥225） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブル及びバレンシア入荷。ネーブルは徐々

に大玉傾向。バレンシアは小玉中心の入荷。ネーブルの切り上が

りは例年より早い。前年より高値での推移が予想される。 

総入荷量 93ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥205 ￥205 ＝ ＝ ＝ ￥205（￥209） 

産地概況 

フロリダ及びカリフォルニア産の入荷。フロリダ産は終了近く

徐々にカリフォルニア産へ切り替わる。前半並みでの価格推移。

総入荷量 25ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥336 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥302） 

産地概況 

カリフォルニア産の入荷。入荷は減少傾向で大玉中心の玉流れ。

前年並みでの価格推移。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

パイン 

￥187 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥176） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。大玉・小玉サイズ共に順調な入荷。例年よ

り大玉傾向で前年よりやや高値推移。 

総入荷量 62ｔ 前年比 130％ 

キウイ 

￥549 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥480（￥428） 

産地概況 

ニュージーランド産、グリーン及びサンゴールドの入荷。グリー

ンは入荷減少するが、ゴールドは安定入荷の見込み。前年より高

値での市況推移。 

総入荷量 80ｔ 前年比 108％ 

チェリー 

￥--- ￥2500 ▽ ▽ ▽ ￥1350（￥1339） 

産地概況 

アメリカ・カリフォルニア産の入荷。生育良好であるが、若干遅

れ気味。入荷量は前年並みでやや大玉傾向。価格は前年並みにて

推移。 

総入荷量 52ｔ 前年比 100％ 


