
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

￥97 ￥110 ▼ ▼ ＝ ￥90（￥78） 

産地概況 

茨城産主力に愛知・鹿児島産の入荷。茨城産は上旬、高値疲れも

ありやや価格は下がるものの、早期切り上がりを懸念し、出荷増

期待できず、平年に比べやや高値推移。 

総入荷量 370ｔ 前年比 139％ 

キャベツ 

￥113 ￥110 ▽ ＝ ▼ ￥90（￥59） 

産地概況 

愛知産主体に九州産（鹿児島・宮崎）・茨城産の入荷。上旬は出荷

増となり価格は下がる見込み。概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 420ｔ 前年比 189％ 

ねぎ 

￥329 ￥330 ▲ ▼ ＝ ￥290（￥356） 

産地概況 

束物は石川・大分産主力の入荷。石川産は中旬頃でほぼ終了。バ

ラ物は埼玉・群馬産の入荷。下旬頃にピークとなり、出荷量増え

る見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 112％ 

青ねぎ 

￥951 ￥950 ▲ ＝ ▽ ￥900（￥952） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産主体の入荷。上旬は出荷体制が整わず、出荷

減少から年末よりやや高値予想。下旬にかけ、概ね安定した入荷

となり、価格も下がる見通し。 

総入荷量 11ｔ 前年比 115％ 

蕗 

￥253 ￥350 ＝ ▼ ▼ ￥236（￥236） 

産地概況 

愛知産主力の入荷。上旬は出荷にバラつきあるも平年並みの入

荷。下旬から促成蕗へ切り替わる為減少するも、価格は徐々に下

がる予想。 

総入荷量 8ｔ 前年比 114％ 

ほうれん草

￥550 ￥500 ▲ ＝ ▼ ￥432（￥588） 

産地概況 

福岡産主体に群馬産の入荷。主体の福岡産は上旬から中旬にかけ

端境予想だが、価格は徐々に下がる予想。 

総入荷 95ｔ 前年比 174％ 

小松菜 

￥396 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥333（￥332） 

産地概況 

石川産主体に福岡産の入荷。上旬は各産地、入荷少ないが、以後

順調な入荷。 

総入荷 60ｔ 前年比 204％ 

菜類 

￥572 ￥590 ＝ ▼ ＝ ￥520（￥498） 

産地概況 

なばなは生育悪く少ない入荷見込み。金時草は中旬頃から徐々に

増加予想。 

総入荷 20ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

ブロッコリー

￥490 ￥300 ＝ ▲ ＝ ￥330（￥352） 

産地概況 

高知産主体に愛知・長崎・鹿児島産の入荷。概ね順調な入荷を見

込む。 

総入荷量 100ｔ 前年比 109％ 

レタス 

￥194 ￥250 ＝ ＝ ▼ ￥239（￥225） 

産地概況 
兵庫産主力に長崎・静岡産の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 155ｔ 前年比 104％ 

生椎茸 

￥964 ￥1,800 ▼ ＝ ＝ ￥1,143（￥1,151）

産地概況 

石川産菌床椎茸中心に長野・富山・徳島・兵庫産の順調な入荷。

原木椎茸は「のと 115」中心に順調な入荷。「のと 115」の最上級

品「のとてまり」は火木土販売の予定。又、市内の料理店で「の

と 115、のとてまりマンスリー」イベントが行われる。 

総入荷量 42ｔ 前年比 112％ 

なめこ 

￥586 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥500（￥434） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野産の入荷。石川産は 1名の入荷で、少な

い入荷が続く。石川産原木物も積雪となるまでは、若干入荷とな

る見込み。 

総入荷量 15ｔ 前年比 125％ 

えのき 

￥302 ￥300 ▼ ＝ ＝ ￥296（￥257） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。長野産 JA 中野市の増産により安定

した入荷見込み。 

総入荷量 113ｔ 前年比 94％ 

しめじ 

￥625 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥511（￥385） 

産地概況 

JA 全農長野物を中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。

各産地フル生産に入り潤沢な入荷が続く。 

総入荷量 45ｔ 前年比 70％ 

アスパラ 

￥1,085 ￥1,600 ＝ ▼ ＝ ￥1,000（￥1,527）

産地概況 

国内産は岩手・群馬・秋田産等の入荷。輸入物はメキシコ・ペル

ー産主力の入荷。価格は昨年並み。 

総入荷量 8ｔ 前年比 192％ 

大葉 

￥3,834 ￥5,800 ▼ ▽ ▽ ￥3,700（￥3,602）

産地概況 

愛知産豊橋温室からの入荷。天候が大きく崩れなければ、平年並

みの入荷を見込む。業務需要が落ち着く中旬以降から相場は軟調

に推移する予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 94％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

パプリカ 

￥510 ￥600 ＝ ＝ ▲ ￥750（￥841） 

産地概況 

韓国産の入荷。上旬は数量減の見込みだが、中旬以降は順調な入

荷見込み。価格は前年より安値予想。 

総入荷量 14ｔ 前年比 140％ 

菜の花 

￥1,813 ￥1,800 ＝ ▼ ▼ ￥1,200（￥1,097）

産地概況 

束物は徳島・香川産、パック物は愛知産の入荷。束物は昨年より

遅いスタートだが、順調な入荷。価格は高値予想。パック物は 150g

主力に中旬より 5kg バラの入荷も見込む。 

総入荷量 12ｔ 前年比 100％ 

三つ葉 

￥722 ￥1,500 ▼ ▼ ▼ ￥850（￥827） 

産地概況 

愛知産は十四山・丸江、静岡産はとぴあ浜松・大久保園芸の入荷。

上旬はやや少ない入荷となるが、中旬以降は各産地ともに順調な

入荷となる見込み。相場は前年よりもやや高値の予想。 

総入荷 8ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥650 ￥700 ▼ ＝ ▼ ￥550（￥583） 

産地概況 

群馬産主力に岐阜・愛知・石川産の入荷。各産地ともに天候次第

ではあるが、順調な入荷。価格は昨年より安値の予想。 

総入荷量 15ｔ 前年比 104％ 

大根 

￥86 ￥100 ＝ ▼ ＝ ￥95（￥58） 

産地概況 

千葉産 JA ちばみどり主力の入荷。中旬頃より徳島産、一部神奈

川・長崎産の入荷。石川産は上旬で終了予定。前年は暖冬により

低単価推移だったが、今年度はほぼ平年並みを見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 111％ 

かぶ 

￥168 ￥170 ▲ ＝ ▼ ￥170（￥151） 

産地概況 
石川産主力の入荷。順調な入荷見込みで、単価は平年並みを予想。

総入荷量 75ｔ 前年比 107％ 

人参 

￥131 ￥150 ＝ ▼ ＝ ￥130（￥81） 

産地概況 

愛知産主力に中旬より鹿児島産の入荷。前年は暖冬により低単価

推移だったが、今年度はほぼ平年並みを見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 123％ 

蓮根 

￥540 ￥570 ＝ ▼ ▼ ￥550（￥591） 

産地概況 
石川産主力の入荷。太物中心に順調な入荷見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 113％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

￥211 ￥200 ▲ ＝ ＝ ￥220（￥233） 

産地概況 

石川産主力に茨城産の入荷。前月に引き続き、順調な入荷を見込

む。 

総入荷量 170ｔ 前年比 106％ 

里芋 

￥200 ￥200 ▲ ▲ ＝ ￥250（￥307） 

産地概況 

新潟産主力に石川・宮崎産等の入荷。各産地とも順調な入荷を見

込む。 

総入荷量 25ｔ 前年比 108％ 

きゅうり 

￥413 ￥480 ▽ ＝ ▲ ￥380（￥410） 

産地概況 

高知産園芸連主力に愛知産 JA 西三河、早ければ群馬産 JA 館林が

下旬より加わる。正月休みの絡みで、上中旬までは順調な入荷。

下旬よりは減少となり、価格も底上げとなる。 

総入荷量 245ｔ 前年比 117％ 

かぼちゃ 

￥261 ￥220 ▼ ▼ ▼ ￥170（￥181） 

産地概況 

メキシコ産主力で下旬よりニュージーランド産の入荷。順調な入

荷見込みで、価格は昨年より安値の予想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 102％ 

なす 

￥458 ￥500 ▽ ▼ ＝ ￥450（￥508） 

産地概況 

高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の中茄子と、熊本産 JA 熊本市の長

茄子の入荷。上中旬は順調な入荷だが、下旬頃減少する見込み。

総入荷量 70ｔ 前年比 127％ 

トマト 

￥546 ￥420 ▽ ＝ ▲ ￥380（￥443） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 愛知みなみ、岐阜産個人物の入

荷。愛知産丸トマトは上中旬まで順調な入荷だが、下旬頃減少す

る見込み。愛知産ファーストトマトは徐々に増量となる。下旬頃

の減少により、価格は底上げとなる。 

総入荷量 150ｔ 前年比 112％ 

ミニトマト

￥893 ￥750 ▽ ＝ ▲ ￥650（￥859） 

産地概況 

愛知・熊本産の入荷。愛知産は順調な入荷。熊本産は上旬より徐々

に増量見込み。価格は下旬から底上げの見込み。 

総入荷量 58ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥412 ￥540 ＝ △ △ ￥650（￥567） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 南さつまの入荷。上旬は順調な入荷

を見込むが、中旬以降は減少、価格も高値推移となる予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

豆類 

￥1,097 ￥1,200 ＝ ▲ ▲ ￥1,000（￥948）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島産、キヌサヤ・スナップ豌豆は鹿児島・

愛知産の入荷。砂糖豌豆は静岡・愛知からの入荷。そら豆・ピー

スは鹿児島産の入荷。 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

ごぼう 

￥316 ￥320 ＝ ▲ ▲ ￥350（￥171） 

産地概況 

青森産主体に九州産の入荷。青森産は夏の台風の影響により、数

量は減少傾向。九州産洗い牛蒡も開始予定。 

総入荷量 32ｔ 前年比 80％ 

馬鈴薯 

￥182 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥118） 

産地概況 

北海道主体に鹿児島・長崎産の入荷。北海道産は貯蔵物の残量を

見ながらの計画出荷となる。鹿児島・長崎産は生育不良により、

小玉傾向と見られる。 

総入荷量 300ｔ 前年比 83％ 

長芋 

￥423 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥317） 

産地概況 

北海道主力に青森産の入荷。両産地共に数量は前年の 7割程度。

下級品の比率高く、太物を中心に正品は高値推移。尚、本格出荷

は中旬となる。 

総入荷量 32ｔ 前年比 86％ 

たまねぎ 

￥69 ￥75 ＝ ▲ ▲ ￥78（￥72） 

産地概況 

北海道産主力に一部静岡産新玉葱の入荷。北海道産は貯蔵物の残

量を見ながらの計画出荷となる。残量は平年並みで、緩やかな相

場上昇となる予想。静岡産は日量 20～30 ケースの入荷。 

総入荷量 430ｔ 前年比 100％ 

しょうが 

￥673 ￥680 ＝ ＝ ＝ ￥680（￥684） 

産地概況 

高知産及び中国産の入荷。高知産は新物に変わり安定した入荷見

込み。 

総入荷量 13ｔ 前年比 100％ 

もやし 

￥118 ￥118 ＝ ＝ ＝ ￥118（￥117） 

産地概況 
石川・岐阜産（ベスト・成田もやし）の入荷。 

総入荷量 51ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥481 ￥600 ＝ ＝ ＝ ￥600（\ 600） 

産地概況 

中国産主力に国産の入荷。中国産は順調な入荷予定も、国産は残

量少ない。 

総入荷量 3ｔ 前年比 99％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

漬物類 

￥801 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥720（￥734） 

産地概況 
県内の浅漬類、各地の沢庵類・野沢菜等の入荷。 

総入荷量 2ｔ 前年比 100％ 

切干大根 

￥1,371 ￥1,400 △ ▲ ▲ ￥1,400（￥1,168）

産地概況 
新物も天候不良により出回り鈍く、高値が続く見込み。 

総入荷量 2ｔ 前年比 97％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

みかん 

￥230 ￥240 ＝ ＝ ＝ ￥240（￥240） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼より貯蔵物の入荷。数量は例年より少なく、

S中心の Lの入荷。静岡産は青島みかんの入荷。２L・L中心で昨

年より多い入荷予想。 

総入荷量 450ｔ 前年比 97％ 

デコポン 

￥650 ￥620 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥621） 

産地概況 

鹿児島産は JA 鹿児島いずみより無加温物の入荷。１８・２０玉

中心の入荷。佐賀産は JA からつより加温物の入荷。 

総入荷量 60ｔ 前年比 105％ 

苺 

￥1,643 ￥1,600 ▼ ＝ ＝ ￥1,400（￥1,453）

産地概況 

愛知・長崎・福岡・鹿児島産の入荷。各産地、二番果の出荷とな

り今後の天候にもよるが、中旬以降数量増が見込まれる。 

総入荷量 100ｔ 前年比 131％ 

柿 

￥253 ￥400 ▼ ＝ ＝ ￥360（￥377） 

産地概況 

福岡産の冷蔵富有柿が JA 筑前あさくら・JA にじより入荷。各 JA

週３回の入荷。L玉中心で小玉傾向。 

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

伊予柑 

￥300 ￥250 ▲ ＝ ▼ ￥250（￥227） 

産地概況 
愛知産は JA えひめ中央より入荷。L玉は 26 日以降より販売開始。

総入荷量 120ｔ 前年比 110％ 

八朔 

￥--- ￥--- --- ＝ ＝ ￥160（￥156） 

産地概況 
和歌山産主力の入荷。L中心で週２回程度の入荷を予定。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥1,164 ￥1,400 ＝ ▼ ▼ ￥1,100（￥1,034）

産地概況 

静岡・高知産の入荷。静岡産クラウンメロンは前年並みの安定し

た入荷を見込む。高知産は前月、生育遅れにより少ない数量であ

ったが、今月は中旬以降から安定した入荷となる予想。 

総入荷量 41ｔ 前年比 116％ 

りんご 

￥260 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥255） 

産地概況 
青森産はサンふじ・王林・ショナゴールド主力の入荷。 

総入荷量 85ｔ 前年比 104％ 

バナナ 

￥88 ￥90 △ ▲ ▲ ￥120（￥118） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の順調な入荷。10 日以降、中国特需か

ら入荷量減少傾向。価格は若干上昇する。 

総入荷量 860ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

オレンジ 

￥228 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥245） 

産地概況 

アメリカ産の順調な入荷。前年並みの入荷見込みで 72 玉中心の

入荷。保合いでの市況推移。 

総入荷量 17ｔ 前年比 110％ 

グレープ 

フルーツ 

￥236 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥213） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。小玉傾向で中玉以下の玉サイズが中心。相場

は保合予想。 

総入荷量 28ｔ 前年比 112％ 

レモン 

￥355 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥348） 

産地概況 

アメリカ産の順調な入荷。各サイズ安定した入荷が予想される。

相場は保合予想。 

総入荷 17ｔ 前年比 110％ 

パイン 

アップル 

￥190 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥161） 

産地概況 
フィリピン産の順調な入荷。価格は保合で推移する。 

総入荷量 30ｔ 前年比 136％ 


