
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 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 

￥53 ￥70 ▲ ＝ ▲ ￥90（￥87） 

産地概況 

茨城産主力に下旬より長野産の入荷。茨城産天候次第だが順調な

入荷予想。価格は昨年とほぼ変わらずの予想。 

総入荷量 250ｔ 前年比 129％ 

キャベツ 

￥110 ￥120 ▼ ▼ ▲ ￥100（￥108） 

産地概況 

愛知産主体に下旬より長野産の入荷。中旬下旬にかけて愛知産の

出荷も減少の見込み。 

総入荷量 550ｔ 前年比 124％ 

ねぎ 

￥282 ￥320 ▲ ▲ ▲ ￥400（￥398） 

産地概況 

群馬・埼玉・茨城のバラ物主力に大分・石川・鳥取産の結束物の

入荷となる。各産地順調な入荷予想。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 95ｔ 前年比 104％ 

ほうれん草

￥593 ￥670 ▼ ▼ ▲ ￥535（￥488） 

産地概況 

石川・岐阜・茨城・群馬・栃木産などの入荷。岐阜産は飛騨地区

の高冷地の入荷で、生産量が中旬に向かい増量となる見込み。価

格は上中旬が下降、下旬に向かい上昇すると思われる。 

総入荷量 58ｔ 前年比 102％ 

小松菜 

￥265 ￥270 ＝ ▼ ＝ ￥224（￥224） 

産地概況 

石川産中心に茨城産などの入荷。気候変動が大きいと予想される

が、各産地とも順調な生育状況と見込まれる。価格は昨年並みで

推移すると思われる。 

総入荷量 76ｔ 前年比 101％ 

ブロッコリー

￥526 ￥550 ▼ ▼ ▽ ￥384（￥398） 

産地概況 

上旬は高知産を主体に関東産の入荷。中旬以降は石川産を主体と

した入荷。 

総入荷量 125ｔ 前年比 101％ 

レタス 

￥122 ￥90 ▲ ▲ ▲ ￥160（￥111） 

産地概況 

上中旬は兵庫県産を主体とした入荷。中旬以降は長野県産を主体

に入荷。 

総入荷量 200ｔ 前年比 79％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 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 

生椎茸 

￥686 ￥800 ▲ ▼ ＝ ￥906（￥823） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・徳島産の入荷。ＧＷに向けて各産地順

調な入荷も徳島産は少ない見込み。石川県産は菌床ブロックの入

れ替えも終了し、各サイズバランスのとれた入荷が見込まれる。

総入荷量 32ｔ 前年比 100％ 

しめじ 

￥398 ￥420 ▲ ▼ ＝ ￥348（￥402） 

産地概況 

JA 全農長野物を中心に企業物(ホクト・ミスズ・雪国)の入荷。JA

全農長野物は減産に入っており出荷減、企業物は順調な入荷が見

込まれる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 112％ 

えのき 

￥191 ￥200 ＝ ＝ ▲ ￥200（￥174） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。長野産は減産に入り出荷減少する

も、不需要期のため相場に大きな変動はないと思われる。 

総入荷量 55ｔ 前年比 106％ 

大葉 

￥2,200 ￥3,500 △ ▽ ＝ ￥3,100（￥3,041）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。生育は順調で上旬は大型連休

絡みの業務需要を見込み堅調な取引を見込み、中旬以降は相場は

一旦落ち着くと予想する。下旬に向けても相場は大きく変わらな

いと予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥487 ￥500 ＝ ▼ ▲ ￥520（￥489） 

産地概況 

石川産と群馬残量の入荷。群馬産は残量少なく切り上がり早い見

込。石川産は個人出荷で少量の入荷予定。 

総入荷量 4ｔ 前年比 125％ 

大根 

￥84 ￥110 ▲ ▼ ＝ ￥110（￥96） 

産地概況 

千葉産主力の入荷。平年より残量少なく、後続産地も播種から遅

れているため、前年より高値推移を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 113％ 

かぶ 

￥142 ￥160 ▼ ▼ ＝ ￥155（￥148） 

産地概況 

新潟産主体に埼玉産の入荷。各産地平年の 5～6 割程度の作で、

前半は高値推移の見込み。下旬から青森産の入荷が始まる。こち

らは生育順調で前年並みの面積もあり、価格は徐々に落ち着く。

総入荷量 27ｔ 前年比 100％ 
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B-3 

人参 

￥179 ￥150 ▼ ＝ ＝ ￥140（￥119） 

産地概況 

徳島産主力に下旬より岐阜産の入荷。徳島産が不作傾向であるこ

とから、前年より高値推移を見込む。 

総入荷量 400ｔ 前年比 90％ 

蓮根 

￥468 ￥560 ＝ ▼ ▲ ￥570（￥503） 

産地概況 

石川産主体に茨城産の入荷。両産地終盤となり不安定な入荷とな

る。石川産は前年より残量少なくやや高値で推移する見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 71％ 

甘藷 

￥233 ￥230 ▼ ▼ ＝ ￥250（￥166） 

産地概況 

石川産主力に茨城の入荷、月末より高知産の入荷。石川産は残量

少なく豊作だった昨年に比べ大幅な高値で推移する見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 78％ 

胡瓜 

￥206 ￥220 ▼ ＝ △ ￥225（￥223） 

産地概況 

石川産中心に群馬・高知・愛知産の入荷。下旬より福島・山形産

が加わる。愛知は下旬頃終了し、石川・群馬は最盛期を迎える。

下旬より高知産も減少に向かう 

総入荷量 480ｔ 前年比 102％ 

南瓜 

￥153 ￥160 ▲ ▲ ▲ ￥265（￥253） 

産地概況 

鹿児島産若干の遅れが見られる。ニュージーランド産は上旬で終

了しメキシコ産が始まる。メキシコは少ない見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 129％ 

茄子 

￥328 ￥320 ▲ ▼ ＝ ￥350（￥361） 

産地概況 
高知産主力に群馬・愛知産の入荷。下旬頃石川産の入荷を見込む。

総入荷量 145ｔ 前年比 100％ 

トマト 

￥343 ￥330 ▼ ＝ ▼ ￥280（￥263） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・愛知みなみ・ひまわり、岐阜産個人物の入荷。

10 日前後より石川産 JA 小松市他の入荷を見込む。県内産はハウ

スの倒壊の影響で出遅れを見込むが、県外産は順調な入荷。 

総入荷量 420ｔ 前年比 96％ 

ミニトマト

￥615 ￥600 ＝ ▼ ＝ ￥509（￥568） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・西三河・海部他、熊本産 JA 熊本市の入荷。愛知

産は前年の様な集中出荷はない予想だが、平年並みの入荷を見込

む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 86％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 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 

ピーマン 

￥324 ￥280 ＝ ▲ △ ￥330（￥304） 

産地概況 

高知県園芸連、鹿児島産 JA 南さつまに加え茨城産商系の入荷。

鹿児島産中旬頃終了ながら、他産地は順調な入荷を見込む。 

総入荷量 75ｔ 前年比 100％ 

豆類 

￥679 ￥800 ▼ ＝ ＝ ￥750（￥890）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島・群馬、キヌサヤは群馬産の入荷。スナ

ップは石川、砂糖豌豆・実豌豆は静岡。他にそら豆は大阪・和歌

山産の入荷。 

総入荷量 38ｔ 前年比 105％ 

馬鈴薯 

￥106 ￥120 ＝ ＝ ▲ ￥130（￥150） 

産地概況 

長崎産主体に鹿児島産の入荷。各産地 1～2月の低温、3月の旱魃

の影響から小玉傾向。4月に入り適度な降雨もあり中旬以降回復

傾向と見られ順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 540ｔ 前年比 109％ 

長芋 

￥264 ￥280 ＝ ▲ ▲ ￥285（￥463） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地共に台風の被害のあった前年に比

べ、潤沢な入荷予想。太物中心の入荷が見込まれ、気温上昇とと

もに全国的な引き合いも高まる為堅調な単価推移予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 130％ 

玉葱 

￥99 ￥98 ▲ ▲ ▲ ￥100（￥98） 

産地概況 

愛知・大阪・兵庫・九州等府県産主力に北海道産貯蔵物の入荷。

道産の入荷は上旬まで。府県産は各産地ともに小玉傾向の見込み

で大玉は堅調な単価で推移の見込み。 

総入荷量 700ｔ 前年比 99％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  5月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 
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前月の単価 当月の市況推移 
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B-5 

ハウス 

みかん 

￥2,400 ￥2,200 ▼ ▽ ▽ ￥1,500（￥1,574）

産地概況 

愛知-JA 蒲郡より入荷。MS サイズは 1.2kg 化粧箱で週 2回の入荷

予定。佐賀-JA からつより中旬以降の入荷でパック主力となる。

総入荷量 6ｔ 前年比 91％ 

びわ 

￥2,342 ￥2,200 ▽ ▼ ＝ ￥1,800（￥1,240）

産地概況 

長崎せいひ農協より入荷。本年は出遅れ気味だが数量的には平年

作の見込み。 

総入荷 1.7ｔ 前年比 104％ 

メロン 

￥1,011 ￥1,000 ▼ ＝ ▼ ￥950（￥920） 

産地概況 

静岡産アールスは 7kg～8kg 中心の入荷。茨城・熊本よりアンデ

ス・オトメの入荷。愛知みなみ田原よりイエローキングの入荷。

サイズは 2L 中心。 

総入荷量 122ｔ 前年比 108％ 

西瓜 

￥250 ￥220 ▲ ▽ ▽ ￥350（￥253） 

産地概況 
熊本より大玉西瓜の入荷。サイズは 2L 中心 

総入荷量 150ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥300 ￥310 ▽ ＝ ＝ ￥350（￥253） 

産地概況 
青森産有袋ふじ・ジョナゴールド・王林の入荷 36 玉、40 玉中心。

総入荷量 120ｔ 前年比 78％ 

苺 

￥1,058 ￥1,050 ＝ ＝ ＝ ￥900（￥877） 

産地概況 

長崎・鹿児島・福岡産は上旬で終了。愛知・静岡産中心の入荷で

今後の天候にもよるが昨年より数量減の見通し。 

総入荷量 60ｔ 前年比 92％ 

バナナ 

￥152 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥140（￥119） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は日照不足の影

響から入荷量減少。中旬頃には入荷量は回復、価格は前半は高く

中旬以降は下がるが平年より高値で推移。 

総入荷量 1,120ｔ 前年比 86％ 

オレンジ 

￥290 ￥300 ＝ ▼ ＝ ￥270（￥256） 

産地概況 

カリフォルニア産ﾈｰﾌﾞﾙ・ﾊﾞﾚﾝｼｱの入荷。大玉傾向でﾈｰﾌﾞﾙは例年

より切り上がり早く中旬まで。以降はﾊﾞﾚﾝｼｱ中心の入荷で価格は

保合いで推移。 

総入荷量 70ｔ 前年比 106％ 
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B-6 

レープ 

フルーツ 

￥188 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥181） 

産地概況 

イスラエル・フロリダ・カリフォルニア産の入荷。フロリダはハ

リケーンの影響で約 50%の入荷。カリフォルニア産中心の入荷と

なり、価格は保合い推移。 

総入荷量 50ｔ 前年比 89％ 

レモン 

￥336 ￥350 ▲ ＝ ＝ ￥350（￥365） 

産地概況 

カリフォルニア産の入荷。入荷は徐々に減少が見込まれるが、価

格は前年並みでの推移。 

総入荷量 24ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥180 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥186） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で大玉サイズは減少傾向。価格は前年より高

値で推移する。 

総入荷量 61ｔ 前年比 94％ 


