
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

￥86 ￥90 ▼ ＝ ▼ ￥80（￥102） 

産地概況 

茨城産中心に石川産個人物残量の入荷。石川産上旬でほぼ終了。

茨城産は順調な入荷を見込む。価格は昨年より若干安くなる予

想。 

総入荷量 400ｔ 前年比 133％ 

キャベツ 

￥105 ￥115 ＝ ＝ ▼ ￥109（￥114） 

産地概況 

愛知・茨城産主体に鹿児島・石川産の入荷。上旬は出荷量が平年

より少ないが、年末にかけては千葉・神奈川・愛知産などの春系

の出荷量の回復が見込まれる。 

総入荷量 420ｔ 前年比 131％ 

ねぎ 

￥365 ￥370 ▼ ＝ ＝ ￥355（￥348） 

産地概況 

石川・大分産結束物と埼玉・群馬産バラ詰めの入荷。石川・大分

産は天候にもよるが、順調な入荷予想。群馬産は台風の影響を受

け入荷少なく、埼玉産は順調な入荷となる予想。価格は昨年より

若干高値見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 106％ 

青ねぎ 

￥1,217 \1,200 ▽ ＝ △ ￥1,100（￥951） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産の入荷。高値疲れから上旬、価格は一旦落ち

着くが、年末需要から中旬以降は価格上昇を見込む。 

総入荷量 12ｔ 前年比 95％ 

蕗 

￥267 ￥260 ＝ ＝ ▲ ￥290（￥294） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。今年産は台風による影響で、すれ品が多く秀

品がやや少なめとなったが、年末に向け出荷量を増大させる計

画。 

総入荷量 10ｔ 前年比 109％ 

ほうれん草

￥1,070 ￥900 ▼ ▼ ＝ ￥554（￥542） 

産地概況 

静岡・福岡・群馬・岐阜・茨城・石川産等の入荷。各地とも台風

による影響や日照不足、低温等で平年よりも少なめだが、中旬よ

り徐々に回復する見込み。 

総入荷量 56ｔ 前年比 103％ 

小松菜 

￥502 ￥550 ▼ ▼ ▲ ￥420（￥374） 

産地概況 

石川・茨城・福岡産主体の入荷。上旬は日照不足と低温により、

やや少なめの入荷と思われる。中旬以降は昨年並みの入荷見込

み。 

総入荷量 38ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

金時草 

￥772 ￥1,500 △ ＝ △ ￥1,850（￥1,821）

産地概況 

石川産中心に高知産の入荷。石川産は露地物が終了し、ハウス物

のみの入荷となる。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 1.3ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥546 ￥600 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥431） 

産地概況 

九州産主体に愛知・高知・石川産の入荷。石川産は上旬にて終了

見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 102％ 

レタス 

￥326 ￥350 ▼ ＝ ▼ ￥300（￥188） 

産地概況 

兵庫産主体に長崎・静岡産の入荷。天候に大きく左右されるが、

不安定な入荷を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 89％ 

生椎茸 

￥1,054 ￥1,000 ＝ ＝ △ ￥1,000（￥1,081）

産地概況 

石川産菌床物を中心に富山・岐阜・兵庫・長野・徳島産等の入荷。

各産地共に、最需要期である年末に向けて出荷準備中。原木物は

奥能登産「のと１１５」を中心に入荷。19 日（火）「のとてまり」

初競り予定。順調な入荷予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 104％ 

なめこ 

￥692 ￥690 ＝ ＝ ＝ ￥577（￥583） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に長野産の入荷。石川産は 1 名の出荷で 11

月より種菌も変わり今の処は順調な入荷。原木物は積雪となるま

では少ないながらも入荷する見込み。 

総入荷量 13ｔ 前年比 114％ 

えのき 

￥252 ￥280 ▼ ＝ ▲ ￥292（￥302） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。台風の影響による一般野菜の高騰で

入荷タイトな状況もあったが、それも解消され安定入荷となる。

価格も前年並みに落ち着く見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 104％ 

しめじ 

￥612 ￥600 ＝ ＝ ▲ ￥571（￥611） 

産地概況 

JA 全農長野産中心に企業物（ホクト・雪国・ミズス）の入荷。台

風の影響も徐々になくなっているも、各種アイテムの増加による

分散で品薄感が有り、価格はやや上げ予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

アスパラ 

￥992 ￥1,000 ＝ ＝ ▲ ￥1,133（￥1,181）

産地概況 

メキシコ・ニュージーランド・ペルー産等の輸入物中心の入荷。

上中旬までは各国共入荷は安定するも、下旬はペルー産中心の入

荷となり、価格が上昇する。 

総入荷量 7.5ｔ 前年比 110％ 

大葉 

￥3,693 ￥3,300 ▲ △ △ ￥5,000（￥4,222）

産地概況 

愛知産豊橋温室主力の入荷。今のところ潤沢な入荷を予想してい

る。年末年始の需要期を向かえ、中旬以降は強めの相場の展開を

予想する。 

総入荷量 3.8ｔ 前年比 103％ 

茗荷 

￥1,522 ￥1,800 ＝ △ △ ￥2,800（￥2,438）

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。昨年の 12 月が平年より価格が安かっ

た事も有り、年末年始の産地の作付面積は減少している。この為

需要期ではないもののある程度の引き合いを見込み、強めの相場

を予想する。 

総入荷量 1.5ｔ 前年比 91％ 

パプリカ 

￥564 ￥600 ▲ △ △ ￥650（￥540） 

産地概況 

国産は東北・山梨産の入荷。輸入物は韓国産中心の入荷。数量は

潤沢ながら大玉傾向。クリスマス需要期や年末明けの現地の連休

のズレの関係から、年末年始は強めの展開が予想される。 

総入荷量 12.5ｔ 前年比 103％ 

柚子 

￥1,019 ￥1,100 ＝ ＝ △ ￥1,200（￥520）

産地概況 

高知産主力に徳島産の入荷。本年は両産地共に長雨や台風の影響

を受け、冬至に向けての出回りは極端に少ないと計画されてい

る。冬至柚子と正品ともども平年よりは大きく価格を上げた中で

の販売が予想される。 

総入荷量 17ｔ 前年比 71％ 

菜の花 

￥2,500 ￥2,000 ▽ ＝ △ ￥1,800（￥1,721）

産地概況 

徳島産主力に愛知産の入荷。両県共に 10 月の長雨・台風の影響

を受けており、年内に関しては平年より若干少なめな出回りを予

想している。徳島産は中旬頃よりの入荷を予定している。相場は

平年よりやや強めの展開を予想する。 

総入荷量 2.2ｔ 前年比 78％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

丸芋 

￥1,505 ￥1,500 ＝ ＝ ＝ ￥800（￥779） 

産地概況 

石川産（JA 能美・JA 根上）からの入荷。大玉であった前年に比べ

小玉傾向。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 7ｔ 前年比 74％ 

三つ葉 

￥757 ￥750 ＝ ▲ ▲ ￥1,400（￥1,265）

産地概況 

愛知・静岡・新潟産主力に関東産転送物も加わる。主力産地は順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 15ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥866 ￥800 ▼ ＝ ▲ ￥750（￥709） 

産地概況 

石川・群馬・岐阜・愛知産の入荷。群馬産を中心に順調な入荷を

見込む。 

総入荷量 16ｔ 前年比 104％ 

芹 

￥1,544 ￥1,540 ▲ ▲ ▲ ￥2,300（￥2,370）

産地概況 
石川・高知産主力に熊本産の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 3.3ｔ 前年比 100％ 

大根 

￥103 ￥105 ＝ ＝ △ ￥110（￥86） 

産地概況 

千葉産主力に石川・徳島・神奈川・九州と雑多な入荷の見込み。

各産地台風２１・２２号による多雨・日照不足・塩害他の被害を

受けており、特に年末年始は単価の急騰が危惧される。 

総入荷量 500ｔ 前年比 90％ 

かぶ 

￥243 ￥200 ＝ △ ＝ ￥220（￥160） 

産地概況 

石川産共撰・個撰物の入荷。全体にやや玉太り悪く、出荷ピーク

なく進みそう。価格は他品目の高値を受け、高値推移。 

総入荷量 80ｔ 前年比 96％ 

人参 

￥136 ￥140 ▼ ＝ ▲ ￥140（￥135） 

産地概況 

岐阜産は上旬まで。12 月初頭より愛知碧南産、後半より九州産の

入荷を見込む。曇天の影響から太物少なく、年末年始は単価高騰

が危惧される。 

総入荷量 350ｔ 前年比 131％ 

蓮根 

￥529 ￥550 ▲ ▲ △ ￥650（￥547） 

産地概況 

石川産中心に茨城・愛知産の入荷。順調な入荷を見込みが、天候

に大きく左右される。豊作であった前年に比べ、入荷量減。単価

は平年並みで推移する見込み。 

総入荷量 95ｔ 前年比 92％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

甘藷 

￥254 ￥260 ▲ ＝ ＝ ￥260（￥213） 

産地概況 

石川産主力に茨城・千葉産の入荷。豊作であった前年に比べ、入

荷量は若干減少する見込み。平年並みの単価予想。 

総入荷量 160ｔ 前年比 98％ 

里芋 

￥350 ￥320 ＝  ＝ ▲ ￥360（￥219） 

産地概況 

福井産中心に新潟・石川産の入荷。各産地共に前年の８割程度の

出荷予想で福井産は早めの切り上がりも予想される。下旬には愛

媛・宮崎産の入荷も予定する。高値予想。 

総入荷量 75ｔ 前年比 79％ 

くわい 

￥--- ￥--- ＝ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,311）

産地概況 

12 月上旬から石川産主力に広島・中国産等の入荷。前年並みの入

荷見込みで、年内に終了。 

総入荷量 6.5ｔ 前年比 105％ 

干大根 

￥--- ￥350 ▼ ＝ --- ￥250（￥261） 

産地概況 

石川産粟五地区中心の入荷。生産者２名減少。大根自体が遅れよ

り、干しは天候次第。ピークは 12 月上旬。 

総入荷量 80ｔ 前年比 115％ 

きゅうり 

￥474 ￥400 ▼ ▲ △ ￥430（￥428） 

産地概況 

高知産園芸連中心に愛知産 JA 西三河、石川産 JA 松任他の入荷。

各産地ほぼ平年並みの生育、石川産は終盤。12 月上中旬の日照量

で下旬の出荷量が決まる。気温はボイラーでカバー出来る。中下

旬より強含み。 

総入荷量 210ｔ 前年比 104％ 

かぼちゃ 

￥147 ￥160 ▲ ▲ ▲ ￥240（￥257） 

産地概況 

石川・鹿児島・メキシコ産の入荷。鹿児島産は台風の影響から減

少傾向。メキシコ産中心の販売を見込む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 117％ 

なす 

￥529 ￥450 ＝ ▲ ▲ ￥470（￥464） 

産地概況 

高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の入荷。愛知産は遅れ気味の入荷。

高知産はほぼ平年並みの入荷。 

総入荷量 74ｔ 前年比 117％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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）
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トマト 

￥369 ￥400 ＝ ▲ △ ￥430（￥527） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、岐阜産個人物、石川産

JA 金沢市・小松市・松任市等の入荷。石川産は終盤、愛知産は花

飛び散見され下旬減少につき、価格は強含み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 112％ 

ミニトマト

￥725 ￥750 △ ▲ ＝ ￥900（￥903） 

産地概況 

愛知産 JA 海部・JA 豊橋・JA ひまわり、熊本産 JA くまもと、群

馬産新田みどり、石川産のとやさい出荷組合・JA はくいの入荷。

石川産は終盤の為、前半にも終了の見込み。愛知産は天候及び朝

晩の冷え込みで出荷量は伸びない予想。 

総入荷量 68ｔ 前年比 106％ 

ピーマン 

￥649 ￥450 ▼ ＝ ▲ ￥450（￥447） 

産地概況 

高知産園芸連・鹿児島 JA 南さつまの入荷。上中旬までは順調な

出荷も下旬に向け減少の見込み。価格はやや底上げを見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

豆類 

￥1,468 ￥900 ▼ ＝ ▲ ￥900（￥1,072）

産地概況 

キセラインゲンは高知・鹿児島産、キヌサヤ・スナップ豌豆は鹿

児島・愛知産、砂糖エンドウは静岡・愛知産の入荷。 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

ごぼう 

￥161 ￥160 ▲ ＝ ▲ ￥180（￥320） 

産地概況 

青森産の入荷。3L・2L の太物は加工・業務用、2M・S の細物は量

販需要により引き合いが強くなる。単価高の推移が予想される。

総入荷量 70ｔ 前年比 115％ 

馬鈴薯 

￥100 ￥110 ▲ ＝ ＝ ￥120（￥181） 

産地概況 

北海道産主体に長崎産の入荷。北海道産は産地によって差はある

が、下方修正が有り若干不安定な入荷を予想。長崎産は前年並み

の中旬以降の入荷。 

総入荷量 300ｔ 前年比 118％ 

長芋 

￥354 ￥360 ＝ ＝ ＝ ￥360（￥430） 

産地概況 

北海道・青森産共に 29 年産新物の入荷。台風被害により数量減

となった昨年に比べ、今年産は概ね平年作。秀品の太物主力の入

荷予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 120％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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）
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たまねぎ 

￥77 ￥80 ＝ ▲ ▲ ￥82（￥70） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。各産地共に順調な入荷を見込むが、年末

年始需要に向け全国的な引き合いが強まる為、相場は強保合で推

移する。 

総入荷量 600ｔ 前年比 110％ 

しょうが 

￥660 ￥660 ＝ ＝ ＝ ￥660（￥670） 

産地概況 

高知産に加えて中国産の入荷。高知産は囲生姜を主力に安定した

入荷見込み。 

総入荷量 18ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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 

みかん 

￥200 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥228） 

産地概況 

福岡産は JA 南筑後より入荷。前半は早生みかん、後半は晩生と

なる。長崎産は JA 長崎西彼よりの入荷。昨年を大きく下回る入

荷予想。愛媛産は宇和島共撰より入荷。週２回で L中心の入荷。

和歌山産は JA 紀南及び JA ながみねより入荷。入荷量前半減の予

想。 

総入荷量 1,360ｔ 前年比 100％ 

デコポン 

￥--- ￥--- 850 ▽ ＝ ￥700（￥694） 

産地概況 

鹿児島産 JA 鹿児島いずみより入荷。大将季中心の入荷。大玉傾

向の為、４L中心の入荷。 

総入荷量 80ｔ 前年比 100％ 

洋梨 

￥304 ￥300 ＝ ＝ --- ￥300（￥330） 

産地概況 

山形産はラ・フランスの入荷。中旬頃までの入荷。新潟産はル・

レクチェの入荷。良品が多い見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 110％ 

苺 

￥2,106 ￥1,850 ▼ △ ▼ ￥1,750（￥1,840）

産地概況 

愛知・鹿児島・長崎・福岡産の入荷。各産地昨年に比べ、7～10 日

出荷遅れとなった事から昨年以上に順調な入荷見込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 105％ 

柿 

￥232 ￥240 ＝ △ ＝ ￥280（￥266） 

産地概況 

福岡産は筑前あさくらより入荷。10 日頃まで富有柿、中旬以降は

冷蔵富有柿の入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 90％ 

干柿 

￥1,907 ￥2,100 ▼ ▼ ▽ ￥2,600（￥2,736）

産地概況 

石川産は JA 志賀より週３回の入荷。富山産は高山干柿出荷組合

より干柿の入荷。長野産は JA 南信州より入荷。数量少ない。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥677 ￥776 ＝ ▲ ▲ ￥950（￥948） 

産地概況 

静岡・高知産の入荷。各産地共に、天候不順の影響から生育遅れ

が見られ上旬頃までは、小玉傾向の入荷が見込まれる。 

総入荷量 55ｔ 前年比 105％ 

ぶどう 

￥1,132 ￥1,050 ▲ ▲ ▲ ￥1,250（￥1,366）

産地概況 
岡山産コールマン、紫苑の入荷。 

総入荷量 5ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 １２ 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-9 

りんご 

￥227 ￥250 ▼ ▼ ▼ ￥280（￥260） 

産地概況 

長野産はサンふじ中心の入荷。青森産はサンふじ・王林中心の入

荷。小玉傾向。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥102 ￥100 ▼ ▼ ▼ ￥90（￥87） 

産地概況 

フィリピン産・エクアドル産ともに生育良好。入荷量は前年比

105%で価格は前年並みにて推移。 

総入荷量 1,370ｔ 前年比 105％ 

オレンジ 

￥210 ￥210 ▲ ▲ ▲ ￥260（￥238） 

産地概況 

オーストラリア産及びアメリカ産の入荷。オーストラリア産は小

玉中心に安定した入荷。アメリカ産は生育期の天候不順により入

荷減少。前年より高値での推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 95％ 

グレープ 

フルーツ 

￥116 ￥116 ▲ ▲ ▲ ￥230（￥232） 

産地概況 

メキシコ・アメリカ・イスラエル産の入荷。各産地共に生育、出

荷量バラつき有り。特にフロリダはハリケーンにより入荷減少。

産地間で価格に格差有り。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥278 ￥280 ▲ ▲ ＝ ￥340（￥342） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。入荷若干減少するも、各サイズ安定した入荷

予想。前年並みでの価格推移。 

総入荷量 23ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥180 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥177） 

産地概況 

フィリピン産の各サイズ安定した入荷。ドール・スウィーティオ

は小玉中心の入荷。前年並みの価格推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 103％ 


