
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

￥118 ￥90 ▼ ＝ ＝ ￥81（￥100） 

産地概況 

茨城・九州（福岡・鹿児島）産主力に愛知・兵庫産の入荷。茨城

産が春白菜との端境になり、九州産が増量。概ね安定した入荷を

見込む。 

総入荷量 380ｔ 前年比 112％ 

キャベツ 

￥113 ￥100 ▲ ▽ ＝ ￥85（￥64） 

産地概況 

愛知産主体に九州産の入荷。上旬は節分の春野菜の需要から春系

の引き合いが強まり、堅調な荷動き。平年並みの入荷量を見込む。

総入荷量 550ｔ 前年比 146％ 

ねぎ 

￥395 ￥350 ▼ ▲ ＝ ￥380（￥340） 

産地概況 

結束物は大分産中心に石川・愛知産の入荷。5kg バラ詰めは群馬・

埼玉・茨城産の関東物中心の入荷。各産地とも順調な生育状況に

有り、入荷量は安定と予想。価格は昨年よりもやや高めで推移。

総入荷量 90ｔ 前年比 98％ 

青ねぎ 

￥883 ￥780 ▲ ＝ ▼ ￥800（￥868） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主力の入荷。上中旬にかけ、寒さの影響の為、

一時的に出荷は減少。やや不安定な入荷見通し。 

総入荷量 13ｔ 前年比 109％ 

蕗 

￥277 ￥330 △ ▲ ＝ ￥430（￥435） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。抑制物は上旬で終了し、促成物は昨年と同様

上旬から出荷開始となる。入荷量・価格とも昨年並みと思われる。

総入荷量 5ｔ 前年比 100％ 

ほうれん草

￥442 ￥500 ＝ ▲ ▼ ￥490（￥585） 

産地概況 

福岡・群馬・岐阜・徳島産主体に石川産の入荷。露地物とハウス

物との出回りとなるが安定した入荷予想。価格は昨年が高値で推

移したが、今年は平年並みと思われる。 

総入荷量 100ｔ 前年比 115％ 

小松菜 

￥286 ￥380 ＝ ▲ ▼ ￥380（￥385） 

産地概況 

福岡・群馬・岐阜産主体に石川産の入荷。比較的安定した入荷を

予想しているが、上旬は寒波の影響でやや少なめと予想。価格は

昨年並みで推移。 

総入荷量 44ｔ 前年比 107％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

菜類 

￥405 ￥420 ＝ ▲ ▼ ￥480（￥481） 

産地概況 

水菜は各産地上旬、端境の予想。以後は順調な入荷見込み。金時

草はハウス物の入荷。年末年始、暖かい日が続いたが生育良くな

く前年より少ない入荷が続く。なばなは秋口の生育不良の影響を

受け出荷量は少なく、バラつきがある。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥290 ￥400 ▼ ▼ ▽ ￥292（￥474） 

産地概況 

高知・愛知産を主体に九州産の入荷。１月の寒波の影響で生育不

良となったが、徐々に解消され、安定した入荷となる。 

総入荷量 120ｔ 前年比 101％ 

レタス 

￥185 ￥200 ▲ ▲ ＝ ￥231（￥233） 

産地概況 
兵庫産主力に長崎・静岡産の入荷。順調な入荷見込み。 

総入荷量 130ｔ 前年比 99％ 

生椎茸 

￥1,126 ￥1,000 ＝ ＝ ▼ ￥1,095（￥1,107）

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・新潟・兵庫・徳島産の入荷。各

産地ともに順調な入荷となる。原木物は奥能登産「のと 115」中

心の入荷。2月マンスリーが開催。4(土)には穴水高校の生徒が育

てた「のとてまり」の初競りの予定。 

総入荷量 42ｔ 前年比 112％ 

なめこ 

￥506 ￥480 ＝ ＝ ▼ ￥467（￥441） 

産地概況 

石川産を中心に長野・岐阜産の入荷。各産地ともに順調な入荷が

見込まれる。上中旬は安定した相場が予想されるが、下旬はやや

下げを見込む。 

総入荷量 15ｔ 前年比 112％ 

えのき 

￥262 ￥240 ▼ ＝ ▼ ￥250（￥259） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。各産地ともに順調な入荷が見込まれ

るが、長野産は減産が始まる見込み。上旬落ち着いた相場となる

が、下旬より下げを予想。 

総入荷量 100ｔ 前年比 110％ 

しめじ 

￥464 ￥400 ＝ ＝ ▼ ￥450（￥463） 

産地概況 

JA 全農長野物中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。各

産地ともに順調な入荷が見込まれる。下旬より相場は下げを予

想。 

 総入荷量 40ｔ 前年比 119％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

アスパラ 

￥1,603 ￥1,200 ▼ ＝ ▲ ￥1,100（￥1,104）

産地概況 

メキシコ産中心の輸入物と群馬・新潟・長崎・佐賀産等の国内物

の入荷。長崎・佐賀産は中旬以降から入荷量が増加する。価格は

昨年並みと予想。 

総入荷量 13ｔ 前年比 131％ 

大葉 

￥3,500 ￥3,100 ＝ ▽ ＝ ￥2,900（￥2,833）

産地概況 

愛知（豊橋温室園芸組合）産主力の入荷見込み。冷え込みに影響

される場面も有ると思われるが、平年並みの入荷量を見込む。非

需要期の側面が強いので軟調な取引の展開を見込む。 

総入荷量 3ｔ 前年比 95％ 

菜の花 

￥1,246 ￥1,280 ＝ ▲ ▲ ￥1,400（￥1,388）

産地概況 

徳島産は徳島市・東とくしまの入荷。他に香川・高知産の入荷。

節分需要もあり上旬の相場は強含みとなる見込み。中旬以降は入

荷増量を見込むが、価格は昨年より若干高い予想。 

総入荷量 19ｔ 前年比 124％ 

パプリカ 

￥531 ￥600 ▲ △ ▼ ￥650（￥842） 

産地概況 

韓国産主力の輸入品の入荷。国産は茨城・大分からの入荷を予定。

韓国産は順調な入荷が見込まれる。国産は若干減少の見込み。価

格は昨年より安値となる。 

総入荷量 18ｔ 前年比 164％ 

三つ葉 

￥1,160 ￥1,100 ＝ ▼ ▼ ￥700（￥660） 

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。

天候次第ではあるものの、入荷は昨年並みの予想。価格はやや安

値を見込む。 

総入荷量 9ｔ 前年比 104％ 

春菊 

￥619 ￥630 ＝ ＝ ▼ ￥530（￥527） 

産地概況 

群馬産主力に愛知・岐阜・石川産の入荷。各産地ともに入荷は昨

年並みの予想。 

総入荷量 14ｔ 前年比 104％ 

大根 

￥80 ￥80 ▲ ＝ ＝ ￥85（￥81） 

産地概況 

千葉・徳島産主力に九州産の入荷。上旬は千葉・徳島産共に播種

端境期が発生する恐れあり。 

総入荷量 550ｔ 前年比 109％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

かぶ 

￥145 ￥150 ▲ ＝ ▲ ￥180（￥173） 

産地概況 

石川産小かぶ中心に、愛知産他より大かぶの入荷。石川産 JA 金

沢市は隔日販売となる。降雪時は数量半減の恐れあり。 

総入荷量 75ｔ 前年比 120％ 

人参 

￥129 ￥140 ＝ ▼ ▲ ￥140（￥85） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。遅れている鹿児島産も入荷開始する見込み。

千葉産は残量少なく、前年より大幅に高い見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 107％ 

蓮根 

￥550 ￥570 ▲ ＝ ▼ ￥580（￥653） 

産地概況 

石川産主体に愛知・茨城産の入荷。各産地、太物を中心に順調な

入荷を見込む。 

総入荷量 70ｔ 前年比 109％ 

甘藷 

￥195 ￥195 ▼ ＝ ＝ ￥190（￥231） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。石川産は貯蔵物の出荷となるが前

年に比べ、貯蔵量は多く順調な入荷。 

総入荷量 200ｔ 前年比 113％ 

里芋 

￥235 ￥235 ＝ ＝ ＝ ￥235（￥292） 

産地概況 

新潟産中心に石川・富山・愛媛産等の入荷。各産地ともに順調な

入荷を見込み、前年比大幅安となる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 140％ 

胡瓜 

￥341 ￥400 ▼ ▼ ▲ ￥360（￥400） 

産地概況 

高知産園芸連・群馬産 JA 館林・愛知産 JA 西三河の入荷。1月に

寒波はあったが、日照もあった事から昨年と比較すると順調な入

荷を見込む。中下旬に向け増量見通し。 

総入荷量 260ｔ 前年比 107％ 

南瓜 

￥183 ￥185 ▼ ＝ ▼ ￥165（￥172） 

産地概況 

メキシコ産主力にニュージーランド産の入荷。メキシコ産は中旬

頃で終了予定、ニュージーランド産は中旬より徐々に増量予定。

総入荷量 120ｔ 前年比 127％ 

茄子 

￥384 ￥420 ＝ ▲ ＝ ￥450（￥453） 

産地概況 

高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の中茄子、熊本産 JA 熊本市の長茄

子の入荷。上旬は不安定な入荷だが、中旬以降増量を見込む。 

総入荷量 70ｔ 前年比 91％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

トマト 

￥407 ￥400 ▲ ＝ ▲ ￥420（￥479） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA 愛知みなみ・JA ひまわり、岐阜産個人物の入

荷。愛知産丸トマトは植え替え作業から減少ながら、ファースト

トマトは増量見込み。前年平年に比べ、数量増単価安を見込む。

総入荷量 160ｔ 前年比 110％ 

ミニトマト

￥759 ￥770 ▲ ＝ ▲ ￥900（￥981） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 海部・愛知みなみ、熊本産 JA 熊

本市の入荷。前年平年に比べ、数量増単価安を見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 108％ 

ピーマン 

￥469 ￥580 ▲ ▲ ▼ ￥650（￥741） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 南さつまの入荷。中旬頃までは少な

めの入荷となるが、下旬から増量に向かう見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 122％ 

豆類 

￥824 ￥850 ▲ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,303）

産地概況 

スナップ豌豆・キヌサヤは鹿児島・愛知産主力の入荷。両産地と

も先の寒波の影響を受け、前半は出荷減少。中旬より徐々に回復

する見込み。静岡産の砂糖豌豆も同様の状況。 

総入荷量 21ｔ 前年比 117％ 

牛蒡 

￥323 ￥310 ＝ ▼ ▼ ￥280（￥189） 

産地概況 

青森産 JA 十和田おいらせ主力に九州産の入荷。青森産は台風の

影響から前年 8割作の為、価格は前年より高値予想。 

総入荷量 75ｔ 前年比 163％ 

馬鈴薯 

￥181 ￥190 ▲ ＝ ＝ ￥200（￥167） 

産地概況 

北海道各産地、及び九州産（鹿児島・長崎）の入荷。北海道産は

貯蔵量を見ながらの計画出荷で前年より少ない見込み。鹿児島産

離島の新馬鈴薯の入荷も始まる。なお長崎産は上旬で終了の見込

み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 104％ 

長芋 

￥411 ￥420 ＝ ＝ ＝ ￥420（￥311） 

産地概況 

北海道主力に青森産の入荷。両産地共に前年の 7割作程度で下級

品の比率が高い。全体量の少なさから価格は高値で推移。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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 

玉葱 

￥84 ￥85 ＝ ▲ ▲ ￥85（￥76） 

産地概況 

北海道産貯蔵品主力に静岡・タイ産新玉葱の入荷。北海道産の残

量は平年並みで順調な入荷が予想されるが、2L の比率が下がる

予想。静岡産新玉葱は日量 50cs 前後。タイ産は中旬頃より例年

並みの入荷予定。 

総入荷量 530ｔ 前年比 104％ 

生姜 

￥678 ￥680 ▲ ＝ ＝ ￥700（￥720） 

産地概況 

高知産に加えて、一部中国産の入荷。高知産は新物になり順調な

入荷見込み。 

総入荷量 18ｔ 前年比 120％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥117） 

産地概況 

石川・岐阜・群馬(ベスト・成田)・新潟産の入荷。各産地共に順

調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 54ｔ 前年比 109％ 

筍缶 

￥378 ￥380 ＝ ＝ ＝ ￥380（￥395） 

産地概況 
国産主力に中国産の販売。 

総入荷量 5ｔ 前年比 115％ 

漬物類 

￥735 ￥740 ▲ ＝ ＝ ￥750（￥743） 

産地概況 
県内産の浅漬、各産地の沢庵類・野沢菜等の販売。 

総入荷量 2ｔ 前年比 104％ 

千切大根 

￥2,000 ￥2,100 △ ▲ ▲ ￥2,000（￥1,629）

産地概況 

30g・40g・60g 袋物と 10kg 原体の入荷。新物も出始めるも天候不

良により乾燥も追いつかず品不足。相場は強気配。 

総入荷量 7ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 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）
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みかん 

￥210 ￥205 ▲ ＝ ▲ ￥230（￥226） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼より貯蔵物の入荷。20 日頃終了予定で L・M

中心の入荷。静岡産は JA 三ケ日より青島みかんの入荷。中旬頃

より減少傾向。 

総入荷量 470ｔ 前年比 135％ 

デコポン 

￥550 ￥500 ▽ ▽ ▽ ￥480（￥491） 

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。20・18 玉中心

の玉流れ。佐賀産は JA からつより加温物の入荷。20・18 玉中心

の玉流れ。 

総入荷 125ｔ 前年比 103％ 

伊予柑 

￥230 ￥230 ▽ ▽ ▽ ￥230（￥200） 

産地概況 
愛媛産は JA えひめ中央より週 4回の入荷で中心階級は２L・３L。

総入荷量 330ｔ 前年比 110％ 

八朔 

￥175 ￥175 ▼ ＝ △ ￥150（￥142） 

産地概況 

和歌山産カネ太共撰・湊共撰より入荷。湊共撰は下旬で終了。月

末よりゆら八朔の入荷予定。 

総入荷量 80ｔ 前年比 102％ 

苺 

￥1,446 ￥1,450 ▼ ▼ ＝ ￥1,343（￥1,453）

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。今後の天候にもよるが、各

産地ともに上旬から中旬にかけ増量見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 131％ 

キウイ 

フルーツ 

￥486 ￥490 ＝ ▲ ＝ ￥500（￥508） 

産地概況 
福岡産は JA ふくおか八女より入荷。33 玉サイズ中心の入荷。 

総入荷量 16ｔ 前年比 114％ 

メロン 

￥1,035 ￥1,119 ▼ ▲ ＝ ￥1,100（￥1,060）

産地概況 

静岡産主体に高知産の入荷。静岡産は上旬頃までは８～９ｋｇ中

心の入荷となり、中旬以降はやや小玉に推移する。 

総入荷量 40ｔ 前年比 114％ 

りんご 

￥270 ￥270 ＝ ▼ ▼ ￥290（￥290） 

産地概況 
青森産のサンふじ・王林・ショナ中心の入荷。 

総入荷量 215ｔ 前年比 102％ 

バナナ 

￥84 ￥90 △ △ △ ￥125（￥127） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。生育状況は前月より下降気味

で入荷量は減少。ハイランド商品は順調な入荷。入荷量減少から

前月より価格は上昇する。 

総入荷量 890ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ２ 月）
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品名 
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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 

￥267 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥273） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブルの入荷。降雨により生育・出荷は遅れ

気味で入荷は天候が回復すれば順調な入荷見込み。市況は前年並

みの高単価で推移。 

総入荷量 23ｔ 前年比 128％ 

グレープ 

フルーツ 

￥216 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥204） 

産地概況 

フロリダ産主力の入荷。生育不良により小玉傾向で少なめの入

荷。相場は前年並みにて推移する。 

総入荷量 28ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥317 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥320（￥323） 

産地概況 
カリフォルニア産の入荷。前年並みの入荷及び価格推移。 

総入荷量 18ｔ 前年比 105％ 

パイン 

アップル 

￥207 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥158） 

産地概況 

フィリピン産中心の入荷。大玉サイズ（６・７玉）中心に順調な

入荷見込み。価格は前年並みにて推移する。 

総入荷量 35ｔ 前年比 125％ 


