
主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  3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 

￥60 ￥45 ▲ ▲ ▲ ￥113（￥104） 

産地概況 

九州産春白菜を主体に兵庫・茨城県産の入荷。関東産地の出荷終

了から、徐々に価格は浮上見通し。 

総入荷量 320ｔ 前年比 112％ 

キャベツ 

￥91 ￥80 ▲ ▲ ▼ ￥92（￥120） 

産地概況 

愛知産主体に鹿児島・石川県産の入荷。天候に左右されるが、関

東(千葉・神奈川)産が端境となる上中旬はやや強含み予想。 

総入荷量 600ｔ 前年比 121％ 

ねぎ 

￥322 ￥310 ＝ ▲ △ ￥370（￥369） 

産地概況 

埼玉・群馬県産 5kg バラ物、九州(大分・鹿児島・長崎産)束物主

体の入荷。九州物は太りも良く前進した入荷予想から、下旬頃よ

り出荷減少の見込み。 

総入荷量 117ｔ 前年比 99％ 

ほうれん草

￥428 ￥340 ▲ ▲ ＝ ￥507（￥442） 

産地概況 

石川県産を中心に福岡・中京・関東物の入荷。好天が続くため前

進出荷ととう立ちが始まり、気温上昇に伴い着荷不良の可能性が

出てきている。価格はやや上げを予想。 

総入荷量 69ｔ 前年比 115％ 

小松菜 

￥366 ￥300 ▲ ▲ ＝ ￥336（￥282） 

産地概況 

石川産中心に福岡・関東物の入荷。ほうれん草同様前進出荷、と

う立ちと遠地の物は着荷不良の可能性が出てきている。価格はや

や上げを予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 133％ 

ブロッコリー

￥300 ￥330 △ △ △ ￥367（￥243） 

産地概況 

愛知・高知県産を主体に九州産の入荷。各産地とも安定した入荷

の見通し。 

総入荷量 120ｔ 前年比 77％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年  3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 

￥180 ￥170 △ △ ▲ ￥230（￥157） 

産地概況 

茨城県産を主体に兵庫・長崎県産の入荷。各産地とも安定した入

荷が見込まれるが、前進出荷傾向も見受けられるため、下旬頃よ

り出荷減少となる。 

総入荷量 200ｔ 前年比 75％ 

生椎茸 

￥1007 ￥1000 ▼ ＝ ▼ ￥946（￥847） 

産地概況 

石川産は「のと 115」「のとてまり」菌床椎茸の入荷。県外は富山・

徳島・長野・兵庫産の入荷となる。各産地気温も高いことから徐々

に数量は増えると予想。価格は昨年より若干高いと予想する。 

総入荷量 37ｔ 前年比 91％ 

しめじ 

￥479 ￥480 ▼ ▼ ＝ ￥351（￥473） 

産地概況 

石川・長野産の本しめじ、長野産ぶなしめじの入荷。各産地順調

な入荷が見込まれる。価格は昨年より 

安いと予想する。 

総入荷量 35ｔ 前年比 134％ 

えのき 

￥204 ￥200 ▼ ＝ ▲ ￥200（￥259） 

産地概況 

石川産個人と長野産の入荷。長野産は順調に増えてくると予想。

価格は昨年よりも安いと予想する。 

総入荷量 70ｔ 前年比 175％ 

大葉 

￥2753 ￥2700 ＝ ▽ ＝ ￥2500（￥2291）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合主力の入荷。天候にも恵まれており、生育

は順調であり潤沢な入荷を見込む。特に大きなイベント需要は見

込まれず、相場は弱含みの展開を予想する。 

総入荷量 5ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥543 ￥520 ▼ ▼ ▼ ￥360（￥454） 

産地概況 

群馬産中心に愛知産の入荷。概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 7ｔ 前年比 106％ 
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B-3 

大根 

￥80 ￥80 ＝ ▲ ＝ ￥90（￥129） 

産地概況 

千葉産主力の入荷。他の秋冬産地も終了に向かい、春物産地に切

替わる。不作であった前年より安値を見込む。 

総入荷量 500ｔ 前年比 120％ 

かぶ 

￥138 ￥145 ＝ ▲ ＝ ￥150（￥170） 

産地概況 

石川産主体に埼玉産の入荷。石川産終盤を迎え不安定な入荷。雪

も少なく前進出荷傾向の状況で、下旬頃端境になる予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 105％ 

人参 

￥79 ￥85 ▲ ▲ ＝ ￥120（￥215） 

産地概況 

愛知産は中旬までの入荷。徳島産春人参主力の入荷へ切り替わ

る。愛知産は不作から太早期終了となるが、徳島産は前進傾向強

く、前年より大幅増の見込み。不作であった前年より安値を見込

む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 141％ 

蓮根 

￥470 ￥470 ＝ ＝ ＝ ￥470（￥485） 

産地概況 

石川産中心に茨城産の入荷。豊作傾向の中残量もあり、安定した

入荷となる見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 104％ 

甘藷 

￥224 ￥215 ▲ ▲ ▲ ￥240（￥249） 

産地概況 

石川中心に茨城産等の入荷。石川産は貯蔵物の入荷となるが、前

年に比べやや残量は少なく、入荷量はやや不安定になる。 

総入荷量 170ｔ 前年比 110％ 
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胡瓜 

￥334 ￥320 ▽ ＝ ▼ ￥280（￥276） 

産地概況 

JA 高知県中心に JA 西三河・JA 邑楽館林からの入荷。下旬より石

川産が個人出荷にて販売開始予定。群馬産は作付け面積 10%近く

減少しているものの、生育期から好天が続き 3月期は昨年並みの

入荷を見込む。各産地暖かくなるにつれ出荷増えるが、春商材と

して需要も高まる見込み。 

総入荷量 300ｔ 前年比 99％ 

南瓜 

￥180 ￥170 ▼ ＝ ＝ ￥150（￥147） 

産地概況 

ニュージーランド産中心の入荷。大玉傾向で順調な入荷を見込

む。国内産は沖縄産の入荷。 

総入荷量 120ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥439 ￥410 ▼ ＝ ▼ ￥390（￥418） 

産地概況 

高知・愛知産の入荷。高知は JA 高知県、愛知は豊橋農協の入荷

で各産地例年並みの入荷を見込む。長茄子は熊本産・福岡産の入

荷で JA 熊本市・JA 南筑後の入荷。熊本産順調な入荷を見込む。

福岡産は中下旬頃より増加の予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 106％ 

トマト 

￥357 ￥370 ▲ ＝ ＝ ￥380（￥365） 

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

知産長段作中心で、植え替え作については 20 日頃より出荷が見

込まれ増量。ファーストトマトについては今月出荷のピークとな

る。 

総入荷量 250ｔ 前年比 99％ 

ミニトマト

￥783 ￥800 ▼ ＝ ▼ ￥680（￥857） 

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・JA 高知の入荷。各産地とも中旬より出荷増量見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 115％ 
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B-5 

ピーマン 

￥660 ￥560 ▼ ▼ ▼ ￥450（￥506） 

産地概況 

JA 高知県、鹿児島県 JA 南さつま加世田の入荷。天候にも恵まれ

前年を上回る出荷が見込まれる。 

総入荷量 70ｔ 前年比 113％ 

豆類 

￥979 ￥900 ▲ ▲ ＝ ￥800（￥904）

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、ピースは

鹿児島産の入荷。 

総入荷量 37ｔ 前年比 117％ 

馬鈴薯 

￥109 ￥110 ＝ ＝ ▲ ￥120（￥107） 

産地概況 

北海道・鹿児島産の入荷。北海道産は残量を見ながらの出荷とな

り、例年より多くはない見込み。鹿児島産は生育良好から大玉傾

向と見られる。 

総入荷量 360ｔ 前年比 100％ 

長芋 

￥303 ￥305 ＝ ＝ ▲ ￥360（￥281） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。北海道が地面の凍結により、春堀が少な

い見通し。その影響で秋堀を少しでも多く残すために、選果量を

減らしているので入荷は減る見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 92％ 

玉葱 

￥140 ￥135 ＝ ＝ ＝ ￥135（￥102） 

産地概況 

北海道貯蔵物主力に静岡・長崎等新玉葱の入荷。道産の調整出荷

は続き、出回り量は多くない予想。新玉葱は各産地ともに L・2L

クラスを中心に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 700ｔ 前年比 96％ 
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B-6 

デコポン 

￥400 ￥350 ▼ ＝ ＝ ￥330（￥330） 

産地概況 

鹿児島いずみ中心に佐賀・熊本・愛媛等の入荷。ハウスから露地

へ切り替わり順調な入荷となる。やや小玉傾向で 20 玉中心とな

る。 

総入荷量 180ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

250￥ ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥220） 

産地概況 

えひめ中央からの入荷。M果が始まり週 3日販売予定。3月 16 日

販売で終了の予定。 

総入荷量 200ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥180 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥230） 

産地概況 

和歌山カネ太共選より週 2回、湊共選週 1回及び転送品の入荷。

やや小玉傾向で L・М中心の入荷予想。 

総入荷 50ｔ 前年比 102％ 

メロン 

￥1076 ￥1100 ▼ ▲ ＝ ￥1200（￥1025） 

産地概況 

静岡産を主力に高知産の入荷で 8kg 中心の入荷。厳寒期のため作

付け面積が少なく、引き合いは強く堅調な販売となる見込み。 

総入荷量 31ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥255 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥280） 

産地概況 

青森県産サンふじ・王林・ジョナゴールド中心の販売。主力のサ

ンふじは 36 玉中心の玉流れ。CA 貯蔵に入り価格は堅調。 

総入荷量 210ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1437 ￥1500 ▼ ▼ ＝ ￥1150（￥1090） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。中旬より各産地順調な出荷

となる見込み。 

総入荷量 165ｔ 前年比 107％ 

キウイ 

￥443 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥429） 

産地概況 

福岡週 2回の入荷。愛媛・和歌山産は週 1回の入荷。各産地 33 玉

中心の小玉傾向で、前年より少ない入荷となる見込み。 

総入荷量 26ｔ 前年比 87％ 
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バナナ 

￥146 ￥145 ＝ ＝ ＝ ￥145（￥140） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は旱魃の影響か

ら生産量減少、中旬頃まで入荷量は減少気味であるが中旬以降は

回復基調である。前年同月より価格は若干高値推移。 

総入荷量 965ｔ 前年比 96％ 

オレンジ 

￥259 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥259） 

産地概況 

アメリカカリフォルニア産の安定した入荷。前年並みの入荷が見

込まれ、価格は保合いでの推移。 

総入荷量 43ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥176 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥186） 

産地概況 

イスラエル・フロリダ・トルコ産の入荷。イスラエル・フロリダ

産ともに安定した入荷となる。ほぼ前年並みでの価格推移。 

総入荷量 23ｔ 前年比 115％ 

レモン 

￥339 ￥340 ＝ ＝ ＝ ￥340（￥313） 

産地概況 

アメリカカリフォルニア産の入荷。中玉・小玉傾向の玉流れで

徐々に入荷数量は安定。保合いでの価格推移予想。 

総入荷量 22ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥144 ￥145 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥180） 

産地概況 

フィリピン産の順調な生産・入荷状況となっている。5～10 玉ま

で各サイズとも安定した入荷で、例年より暖かいため引き合いが

強まる可能性がある。 

総入荷量 40ｔ 前年比 72％ 


