
主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

￥49 ￥60 ▲ ▲ ▲ ￥100（￥186） 

産地概況 

茨城産主体に九州産の入荷。安定した入荷見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 111％ 

キャベツ 

￥68 ￥100 △ ＝ ＝ ￥120（￥217） 

産地概況 

愛知産主体に茨城・鹿児島県産の入荷。年始の出荷量はやや少な

い見込みだが、中旬以降にかけては概ね順調な入荷が見込まれ

る。 

総入荷量 500ｔ 前年比 200％ 

ねぎ 

￥319 ￥380 ＝ ▲ ▲ ￥426（￥452） 

産地概況 

埼玉・群馬県産 5kg バラに加え大分・石川産 3kg 束物の入荷。石

川産は降雪にもよるが、中旬までは平年以上の入荷量を見込む。

総入荷量 100ｔ 前年比 112％ 

ほうれん草

￥406 ￥500 ▲ ＝ ▲ ￥833（￥866） 

産地概況 

関東・九州地区を中心に石川・静岡・岐阜産の入荷。昨年の好天

により前進出荷しており、例年通りの天候に戻れば下旬頃に出荷

の谷ができるのではとの予想もある。価格は平年並みを見込む。

総入荷量 60ｔ 前年比 105％ 

小松菜 

￥225 ￥350 ＝ ▲ ▲ ￥350（￥677） 

産地概況 

石川産中心に関東・九州地区の入荷。昨年の好天による集中出荷

のため、単価安が続き県外産は作付けやや減少のため、入荷不安

定な予想。価格は平年並みに戻ると思われる。 

総入荷量 40ｔ 前年比 148％ 

ブロッコリー

￥382 ￥500 ＝ ▼ ▼ ￥356（￥511） 

産地概況 

愛知・高知県産を主体に九州産の入荷。安定した入荷の見通し。

総入荷量 90ｔ 前年比 202％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

￥120 ￥200 ＝ ▲ ▲ ￥231（￥293） 

産地概況 

兵庫県産を主体に長崎・静岡県産の入荷。概ね安定した入荷を見

込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 147％ 

生椎茸 

￥986 ￥1000 ＝ ▲ ＝ ￥1150（￥1112） 

産地概況 

石川産は菌床物中心に奥能登の「のと 115」、富山・兵庫の入荷。

のと 115 については、中旬頃より増えてくる見込み。価格は昨年

より若干強いと予想する。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

しめじ 

￥574 ￥600 ▲ ＝ ＝ ￥620（￥622） 

産地概況 

長野産主力の入荷。順調な入荷が見込まれ、価格も昨年並みと予

想する。 

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

えのき 

￥222 ￥280 ▲ ▲ ＝ ￥320（￥343） 

産地概況 

長野産主力に石川産個人木村氏の入荷となる。長野産上旬は正月

明けで入荷少ないものの、中旬以降は増加の見込み。価格は昨年

よりも若干安いと予想する。 

総入荷量 85ｔ 前年比 111％ 

大葉 

￥2788 ￥3400 △ ▽ ＝ ￥3400（￥3263）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。作付けは平年並みで出荷量が

安定していれば中旬頃より業務需要も落ち着き、価格も軟調な展

開になると予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 104％ 

春菊 

￥444 ￥550 ＝ ▼ ＝ ￥520（￥592） 

産地概況 

群馬・愛知産の入荷。出荷が前進出荷となっている。今後の天候

にもよるが出荷減少傾向。 

総入荷量 10ｔ 前年比 93％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

大根 

￥40 ￥50 ▽ ▼ ▲ ￥60（￥171） 

産地概況 

千葉・徳島産主力に神奈川・九州産と石川産残量の入荷。各産地

の生産調整により、前月より単価は上がると見込まれるが、前年・

平年より大幅安の見込み。 

総入荷量 500ｔ 前年比 163％ 

かぶ 

￥106 ￥100 ▲ ＝ ▼ ￥100（￥264） 

産地概況 

石川産主体の入荷。生育順調で良好で大玉中心に入荷見込み。雪

等の影響で高値が続いた前年より安値が予想される。 

総入荷量 48ｔ 前年比 106％ 

人参 

￥100 ￥130 ＝ ▼ ▼ ￥110（￥161） 

産地概況 

愛知産主力に関東・九州産の入荷を見込む。愛知産は年が明けて

ようやく本格出荷となる見込み。高値であった前年に比べ大幅安

推移の見込み。 

総入荷量 300ｔ 前年比 115％ 

蓮根 

￥475 ￥540 ▼ ▼ ＝ ￥530（￥696） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。前年は大雪のため極端に入荷

が少なく高値であったが、本年は今のところ平年並みの入荷見込

み。 

総入荷量 58ｔ 前年比 126％ 

甘藷 

￥245 ￥220 ▲ ▲ ＝ ￥250（￥273） 

産地概況 

石川中心に茨城産等の入荷。石川産は貯蔵物の出荷となるが、や

や不作傾向で細物中心の入荷となる見込み。 

総入荷量 140ｔ 前年比 104％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

胡瓜 

￥384 ￥660 ▽ ＝ ▲ ￥370（￥399） 

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。前月中旬より

出荷が激減し、価格が高騰しているため、天気回り次第で数量が

増加すれば、上中旬安値での販売となる。 

総入荷量 230ｔ 前年比 103％ 

南瓜 

￥355 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥280） 

産地概況 

メキシコ産に加え沖縄産の入荷。順調な入荷を見込むが、沖縄産

は後半からの見込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥410 ￥400 ▼ ＝ ▲ ￥400（￥412） 

産地概況 

高知産園芸連物主力で愛知豊橋農協の入荷。長茄子は熊本産熊本

市農協、福岡産南筑後農協で各産地平年並みの入荷量を見込む。

総入荷量 80ｔ 前年比 108％ 

トマト 

￥341 ￥370 ▼ ＝ △ ￥400（￥383） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、岐阜個人物の入荷。愛

知産丸トマトは中旬より減少ながら、ファーストトマトは徐々に

増量となり、下旬より価格の底上げを見込む。 

総入荷量 165ｔ 前年比 94％ 

ミニトマト

￥554 ￥560 ▼ ＝ ＝ ￥520（￥800） 

産地概況 

愛知産豊橋・東三河・西三河・愛知海部・ひまわり他、熊本産熊

本市・高知園芸連の入荷。愛知・熊本とも 12 月に大玉での出荷

が続いたことから、出荷量が落ち着く見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

￥334 ￥500 ＝ ▲ ▲ ￥550（￥630） 

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。年始こそ多

いものの、10 月頃より花飛びもあり出荷量は落ち着き、価格高と

なる見通し。 

総入荷量 45ｔ 前年比 110％ 

豆類 

￥986 ￥1300 ▼ ＝ ▲ ￥1300（￥1237）

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・そらまめは鹿児島産

の入荷。 

総入荷量 18ｔ 前年比 113％ 

馬鈴薯 

￥118 ￥120 ▲ ＝ ＝ ￥130（￥117） 

産地概況 

北海道・長崎・鹿児島産の入荷。北海道産は残量を見ながらの計

画出荷で、前年より多くない見込み。長崎・鹿児島産は生育良好

と見られ、順調な入荷が予想される。 

総入荷量 400ｔ 前年比 102％ 

長芋 

￥336 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥360（￥328） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。北海道産は細物が多いため M以下の 1本

売り用が多い見込み。青森産は豊作で太物が多い見込み。北海道

は 1週目、青森産は 2週目以降の入荷予定。 

総入荷量 50ｔ 前年比 92％ 

玉葱 

￥114 ￥120 ▲ ▲ ＝ ￥125（￥99） 

産地概況 

北海道貯蔵物に加え静岡産新玉葱の入荷。道産は平年に比べ残量

少なく、出回り量は少ない見込み。総じて単価上昇が続く展開と

なる予想。静岡産は日量 20～30 ケース程度の入荷予想。 

総入荷量 500ｔ 前年比 93％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

みかん 

￥260 ￥260 △ ＝ ▼ ￥260（￥283） 

産地概況 

福岡－JA みなみ筑後は数回の販売予定。長崎－JA 長崎西彼より

入荷。静岡－青島みかんの入荷。昨年が極端に少なかったことか

ら増量を見込む。 

総入荷量 400ｔ 前年比 100％ 

デコポン 

720￥ ￥700 ▼ ▼ ＝ ￥530（￥526） 

産地概況 

鹿児島いずみより無加温ハウス物の入荷。大将季中心に順調な入

荷予定。 

総入荷量 70ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

￥300 ￥300 ＝ ▲ ＝ ￥250（￥250） 

産地概況 

愛媛県産えひめ中央より入荷。10 日前後より入荷予定で、前年よ

り小玉傾向である。 

総入荷 120ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥835 ￥890 ▼ ＝ ▼ ￥850（￥702） 

産地概況 

静岡産白 6 玉 8k～7k 中心の入荷となる。高知県産は 8kg 中心の

入荷。 

総入荷量 46ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥265 ￥250 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥227） 

産地概況 

青森県産サンふじ・王林中心の入荷。 

長野産 JA ながの豊野残量の入荷。 

総入荷量 130ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1772 ￥1800 ▼ ▼ ＝ ￥1400（￥1496） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地順調な入荷が見込ま

れるが、天候により不安定な入荷も予想される。 

総入荷量 93ｔ 前年比 112％ 

冷蔵柿 

￥338 ￥387 ＝ ＝ ▼ ￥340（￥326） 

産地概況 

福岡 JA あさくら・にじよりの入荷。L中心の小玉傾向となる。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  1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 

バナナ 

￥145 ￥145 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥126） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産はエルニーニョ

現象から旱魃気味のため生育不良。前年の 84%の入荷量予想で価

格は高値推移。 

総入荷量 760ｔ 前年比 84％ 

オレンジ 

￥181 ￥200 ▲ ▲ ＝ ￥260（￥261） 

産地概況 

前半はオーストラリア産バレンシア、中旬よりアメリカ産ネーブ

ルの入荷。アメリカ産は小玉傾向のため入荷は多くない。昨年同

様の高値での推移が予想される。 

総入荷量 30ｔ 前年比 89％ 

グレープ 

フルーツ 

￥117 ￥150 ▲ ▲ ＝ ￥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 

￥296 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥313） 

産地概況 

カリフォルニア産の安定した入荷が見込める。前年並みでの価格

推移予想。 

総入荷量 26ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥163 ￥140 ▲ ＝ ＝ ￥180（￥184） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。各サイズとも安定した入荷が見込まれる。

価格は下げ止まりから高めに推移する見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 97％ 


