
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  12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 

￥65 ￥40 ▲ ▲ △ ￥140（￥127） 

産地概況 

茨城産主体に九州産の入荷。茨城産の前進出荷もおさまり、需給

バランスのとれた販売での推移を予想。 

総入荷量 500ｔ 前年比 118％ 

キャベツ 

￥98 ￥80 ▲ △ ＝ ￥111（￥168） 

産地概況 

愛知産主体に茨城県産の入荷。中旬以降は春系の数もやや増加予

想。天候にも左右されるが概ね順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 450ｔ 前年比 137％ 

ねぎ 

￥351 ￥350 ▲ △ ▲ ￥380（￥369） 

産地概況 

大分・石川産結束物、埼玉・群馬県産バラ物の入荷。石川産は上

旬以降減少と見られ、大分産にて代替えしていく。埼玉・群馬産

については順調な出荷が見込まれる。 

総入荷量 120ｔ 前年比 110％ 

ほうれん草

￥473 ￥470 ＝ ▲ ▲ ￥710（￥989） 

産地概況 

石川産中心に群馬産を中心とした関東物と福岡産の入荷。10・11

月の好天で前進出荷しており、今後の天候にもよるがやや少なめ

の入荷を予想。価格は平年並みを予想。 

総入荷量 62ｔ 前年比 144％ 

小松菜 

￥232 ￥230 ＝ ▲ ▲ ￥396（￥744） 

産地概況 

石川産中心に茨城産主力の関東物と福岡産の入荷。ほうれん草同

様前進出荷している。今後の天候にもよるが数量・価格ともに平

年並みを見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 173％ 

ブロッコリー

￥406 ￥500 ▲ ▼ ▼ ￥470（￥685） 

産地概況 

愛知・高知産を主体に石川・九州産の入荷。安定した入荷の見通

し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 161％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  12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 

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 

￥129 ￥130 ▲ ▲ ▽ ￥230（￥346） 

産地概況 

兵庫県産を主体に長崎県産の入荷。天候に大きく左右されるが、

概ね安定した入荷を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 170％ 

生椎茸 

￥795 ￥850 ▲ ＝ ▲ ￥1150（￥1168） 

産地概況 

石川産菌床物中心に徳島・兵庫・長野産に加え、能登より原木椎

茸のと 115 が順調に入荷。中旬以降 18 日(火)よりのとてまりが

入荷予定。価格は昨年並みと予想 

総入荷量 48ｔ 前年比 115％ 

しめじ 

￥608 ￥620 ＝ ＝ ▼ ￥600（￥652） 

産地概況 

JA 全農長野産主力にホクト・ミスズ・雪国等企業物の入荷。年末

に向けて中旬頃より増量の見込み。価格は昨年よりも若干安いと

予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 132％ 

えのき 

￥256 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥287（￥321） 

産地概況 

石川産個人物に加え長野産の入荷。中旬頃より年末に向けて増量

入荷の見込み。価格は昨年より安いと予想する。 

総入荷量 104ｔ 前年比 107％ 

大葉 

￥2814 ￥3000 △ ＝ △ ￥4000（￥3640）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。生育は順調で平年並みの数量

を見込む。最大の需要期の 1つである年末年始の需要を見込み、

相場は強めに展開する見込み。 

総入荷量 4ｔ 前年比 104％ 

春菊 

￥509 ￥550 ＝ ▲ △ ￥800（￥1060） 

産地概況 

群馬・愛知産の入荷。両産地ともに順調な入荷を見込む。 

総入荷量 13ｔ 前年比 118％ 
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B-3 

大根 

￥70 ￥40 ＝ ＝ ▲ ￥60（￥141） 

産地概況 

千葉産主力に神奈川・徳島・長崎他からの入荷。生育順調で前年

とはうって変わって安値見込み。 

総入荷量 500ｔ 前年比 107％ 

かぶ 

￥153 ￥90 ▲ ＝ ▲ ￥95（￥270） 

産地概況 

石川産主体の入荷。生育順調で良好、天候の影響で小玉だった前

年より多い大玉中心の出荷が予想される。 

総入荷量 90ｔ 前年比 111％ 

人参 

￥180 ￥150 ＝ ▲ ▲ ￥170（￥125） 

産地概況 

岐阜産は前半で終了。愛知産主力となるが石川・岐阜・愛知の中

部産地は台風の影響から、極端に少ない見込み。千葉・長崎他の

産地からの導入を計って数量確保に努めるが、高値を見込んでい

る。 

総入荷量 250ｔ 前年比 83％ 

蓮根 

￥480 ￥480 ▲ △ △ ￥570（￥609） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。年間での最需要期なるため、

価格は 11 月より上昇する見込み。本年は各産地豊作傾向で、雪

などの影響がなければ順調な入荷となり、前年よりは価格は安い

見込み。 

総入荷量 115ｔ 前年比 107％ 

甘藷 

￥267 ￥260 ＝ ▲ ▲ ￥270（￥244） 

産地概況 

石川中心に茨城・千葉等の入荷。石川産は貯蔵物の出荷となるが、

9月の悪天候の影響もあり小玉傾向。大玉の需要が強い時期でも

あり、高単価で推移する見込み。関東産地は順調な入荷見込み。

総入荷量 170ｔ 前年比 113％ 
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B-4 

胡瓜 

￥295 ￥290 ▲ ▲ △ ￥430（￥464） 

産地概況 

高知県園芸連主力に愛知県西三河農協からの入荷。生育は順調で

平年並みの入荷を見込む。中旬以降気温低下により出荷は落ち着

き、またクリスマス・年末への需要に向け価格は持ち直す見込み。

総入荷量 205ｔ 前年比 105％ 

南瓜 

￥275 ￥290 ▲ ▲ ＝ ￥300（￥205） 

産地概況 

鹿児島・石川・メキシコ産の入荷。鹿児島・石川産は生育期の台

風の影響から入荷減少見込み。メキシコ産は順調な入荷を見込

む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥389 ￥400 ▲ △ ▼ ￥450（￥579） 

産地概況 

高知産園芸連主体の入荷。生育順調で平年並みの入荷量を見込

む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 120％ 

トマト 

￥441 ￥370 ＝ ▲ ▲ ￥400（￥477） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、石川産 JA 小松市・松任、

岐阜個人物の入荷。石川産は終盤を迎え減少ながら、愛知・岐阜

産は前月出遅れていたため、今月いっぱい順調な入荷を見込む。

前年・平年比安となる見込み。 

総入荷量 160ｔ 前年比 107％ 

ミニトマト

￥933 ￥800 ▼ ▲ ＝ ￥800（￥913） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋他、熊本産くまもと市・高知園芸連・石川産志雄

農協。入荷は平年並みを見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 133％ 
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B-5 

ピーマン 

￥451 ￥330 ＝ ▲ ▲ ￥400（￥548） 

産地概況 

高知県園芸連、鹿児島県 JA 南さつま加世田の入荷。11 月以降天

候に恵まれ生育良好につき、順調な入荷を見込む。価格は前年・

平年比安となる見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 133％ 

豆類 

￥1026 ￥1100 ▼ ＝ ＝ ￥1000（￥1781）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島、キヌサヤは鹿児島・愛知、スナップは

愛知・鹿児島産、砂糖豌豆は愛知・静岡産の入荷。 

総入荷量 16ｔ 前年比 114％ 

馬鈴薯 

￥116 ￥120 ＝ ＝ ＝ ￥120（￥103） 

産地概況 

北海道産主体に長崎産の入荷。北海道産は生育期の天候不順によ

り、小玉傾向から前年を下回る見込み。また長崎産は前年並みの

入荷予想。 

総入荷量 300ｔ 前年比 95％ 

長芋 

￥347 ￥340 ＝ ＝ ＝ ￥360（￥336） 

産地概況 

北海道・青森産両産地ともに新物の入荷。生育期の天候不順によ

り、細物傾向で前年を 1割ほど下回る出荷が予想される。 

総入荷量 50ｔ 前年比 92％ 

玉葱 

￥99 ￥105 ＝ △ ▲ ￥110（￥90） 

産地概況 

北海道各産地よりの入荷。各産地ともに倉入れ終了後の残量は下

方修正となっており、出回り量は少ない。年末年始需要で引き合

い高まる予想で、相場上昇が続く展開見込み。 

総入荷量 580ｔ 前年比 100％ 
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B-6 

みかん 

￥230 ￥230 ▼ ▲ ▲ ￥250（￥270） 

産地概況 

福岡－JA みなみ筑後より。長崎－JA 長崎西彼・大西海・伊木力

から入荷。10 日前後より普通種の入荷。例年より高糖度の入荷比

率が多い。 

総入荷量 950ｔ 前年比 100％ 

デコポン 

￥ ￥800 ▽ ＝ ＝ ￥700（￥658） 

産地概況 

鹿児島いずみの大将季中心に佐賀・熊本産の入荷。鹿児島産は生

育状況良く順調な入荷だが、佐賀・熊本産は微減の予想。玉流れ

についてはやや小玉傾向となっている。 

総入荷量 81ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1829 ￥1600 ＝ ▲ ＝ ￥1792（￥2134） 

産地概況 

愛知・鹿児島・長崎福岡産の入荷。前月は好天の影響で前倒しの

出荷となったものの、各産地順調な生育状況により潤沢な入荷予

想。 

総入荷 77ｔ 前年比 133％ 

メロン 

￥773 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥1050（￥1032） 

産地概況 

静岡産 6k～7k の小玉が減少し 8kg 中心となる。ギフト需要も絡

み引き合いは強くなる見込み。高知産は上旬頃までは少ないもの

の、徐々に増加となる見込み。 

総入荷量 46ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥260 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥230） 

産地概況 

青森県産サンふじ・王林・ジョナゴールド中心の入荷。 

総入荷量 250ｔ 前年比 105％ 

ぶどう類 

￥1600 ￥1600 ▲ ＝ ＝ ￥1700（￥1600） 

産地概況 

岡山産紫苑は上旬頃で終了。・コールマンはパック主体に安定し

た入荷。 

総入荷量 5ｔ 前年比 100％ 

干し柿 

￥1900 ￥2500 ＝ ＝ ▼ ￥2400（￥2400） 

産地概況 

石川産 JA 志賀より月・木・土週 3 回の入荷。富山産は富山干柿

出荷組合より干柿の入荷。長野産 JA 南信州より市田柿の入荷。

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 
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B-7 

バナナ 

￥149 ￥140 ▼ ▼ ▼ ￥130（￥107） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。各産地とも良好ながら前年よ

りやや少ない入荷。冬場の不需要期ではあるが、輸入量調整の実

施から価格は前年より高値推移。 

総入荷量 920ｔ 前年比 84％ 

オレンジ 

￥141 ￥140 ＝ ▲ ▲ ￥200（￥223） 

産地概況 

前半はオーストラリア産、中旬よりアメリカ産が加わる。各産地

とも小玉中心の入荷となる。オーストラリア産は前年並、アメリ

カ産は高値での推移が予想される。 

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥141 ￥140 ▲ ▲ ＝ ￥150（￥142） 

産地概況 

南アフリカ・メキシコ・オーストラリア・イスラエル・アメリカ

産の入荷。南アフリカ・オーストラリア産は減少し、メキシコ・

イスラエル・アメリカ産は安定した入荷。価格は前年並みで推移。

総入荷量 50ｔ 前年比 91％ 

レモン 

￥241 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥330（￥335） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。小玉傾向ではあるものの安定した入荷が見込

める。前年並みでの価格推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

パイン 

アップル 

￥194 ￥119 ▲ ▲ ＝ ￥180（￥185） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。小玉サイズに加えて 5・6 玉も安定した入

荷となる。クリスマス・年末に向けて価格は上がる見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 103％ 


