
主要品目産地概況と販売見通し（平成30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 

￥116 ￥130 ＝ ▼ ▼ ￥86（￥108） 

産地概況 

茨城産主力に兵庫・九州産の入荷。各産地順調な出荷が予想され

る。12 月の価格高から、今月は昨年より安くなる見込み。 

総入荷量 440ｔ 前年比 126％ 

キャベツ 

￥147 ￥190 ▼ ▽ ＝ ￥130（￥113） 

産地概況 

愛知産主体に九州産（鹿児島・福岡）の入荷。高値反動もあるが

出荷数は平年に比べ少ないため、昨年より高値基調での推移を見

込む。 

総入荷量 400ｔ 前年比 142％ 

ねぎ 

￥350 ￥360 ＝ ＝ ＝ ￥362（￥362） 

産地概況 

群馬産バラ主力に埼玉・石川・大分産結束の入荷。群馬は台風の

影響もあり入荷は若干少ない見込み。石川産は終盤。埼玉・大分

は順調な入荷を見込む。価格は昨年並みを予想。 

総入荷量 112ｔ 前年比 103％ 

青ねぎ 

￥1,047 ￥1,100 ▲ ▼ ＝ ￥950（￥835） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産主体の入荷。低温が続き出荷数は少ないまま

の見込み。。 

総入荷量 10ｔ 前年比 104％ 

蕗 

￥281 ￥330 ＝ ▼ ▼ ￥282（￥287） 

産地概況 

愛知産主力で大阪・徳島産の入荷。台風の影響で本年産は少ない

出回りとなっている。年末需要が終わり相場は昨年並み。 

総入荷量 5.5ｔ 前年比 98％ 

ほうれん草

￥948 ￥950 ▼ ▼ ▼ ￥487（￥483） 

産地概況 

福岡産主体に群馬・静岡・岐阜・茨城産の入荷。台風や日照不足

で出遅れの産地も中旬以降回復し、価格も昨年並みと思われる。

総入荷 74ｔ 前年比 104％ 

小松菜 

￥679 ￥750 ▼ ▼ ▼ ￥329（￥333） 

産地概況 

石川・福岡・茨城産の入荷。日照不足と冷え込みから 12 月は少

なめの出荷となっていたが、10 日すぎ頃から増量の見込み。価格

も昨年並みに落ち着く見込み。 

総入荷 60ｔ 前年比 204％ 

金時草 

￥2,500 ￥1,700 ＝ ▼ ▼ ￥1,750（￥1863）

産地概況 

砂丘地やなっぱ会の出荷が始まる予定。入荷量は増え価格はやや

下がる見込み。 

総入荷 1ｔ 前年比 111％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成30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）
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ブロッコリー

￥605 ￥800 ▽ ▽ ▼ ￥311（￥318） 

産地概況 

九州産主体に愛知・高知県産の入荷。各産地概ね安定した入荷を

見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 123％ 

レタス 

￥300 ￥650 ▽ ▽ ▼ ￥213（￥175） 

産地概況 
兵庫産主力に長崎・静岡産の入荷。概ね安定した入荷を見込む。

総入荷量 155ｔ 前年比 104％ 

生椎茸 

￥1,77 ￥1,300 ▼ ＝ ＝ ￥1,091（￥1,136）

産地概況 

石川産菌床椎茸中心に長野・富山・徳島・兵庫・岐阜産の入荷。

各産地順調な入荷が予想される。原木物は石川奥能登産中心に順

調な入荷が予想される。1/27(土)穴水中・高校による「のとてま

り」の初せりが行なわれます。 

総入荷量 33ｔ 前年比 108％ 

なめこ 

￥633 ￥650 ▼ ＝ ＝ ￥417（￥513） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。上旬は正月休みの影響をうけるも

のの、中旬より順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 12ｔ 前年比 125％ 

えのき 

￥300 ￥350 ▼ ＝ ＝ ￥267（￥255） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。各産地年末需要の対応に全力を尽く

したためスタートやや遅く、中旬より安定した入荷見込み。価格

は平年よりやや高い見込み。 

総入荷量 105ｔ 前年比 100％ 

しめじ 

￥640 ￥640 ▼ ＝ ＝ ￥460（￥462） 

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。

各産地年末対応の影響でスタートにやや乱れがあり、企業物より

立ち上がり早く農協物は中旬より安定した入荷の予想。 

総入荷量 37ｔ 前年比 100％ 

アスパラ 

￥1,322 ￥1,322 ＝ ＝ ▽ ￥1,262（￥1,384）

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 

￥3,193 ￥5,000 ▽ ▽ ＝ ￥3,300（￥3,278）

産地概況 

愛知産豊橋温室からの入荷。作付は横ばいで年末の高値からは

徐々に相場は下がる見込み。中旬以降は業務需要が落ち着き軟調

な展開を予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 105％ 
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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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パプリカ 

￥557 ￥500 ＝ ＝ ▲ ￥600（￥565） 

産地概況 

韓国産住宅菜入荷。国産は東北・関東から。赤系は着色不良のた

め減少傾向で黄玉は潤沢。 

総入荷量 17ｔ 前年比 102％ 

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 

￥810 ￥900 ＝ ▼ ▼ ￥1,150（￥1170）

産地概況 

愛知・新潟、静岡産の入荷。上旬年末並の価格で徐々に下げの見

込み。 

総入荷 8ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥831 ￥1,200 ＝ ▼ ▼ ￥700（￥582） 

産地概況 
群馬産主力に岐阜・愛知産の入荷。価格は前年より高値の予想。

総入荷量 10ｔ 前年比 103％ 

大根 

￥131 ￥180 ＝ ▼ ▼ ￥150（￥80） 

産地概況 

千葉産主力に神奈川・九州産の入荷。台風被害から肥大進まず前

月に続き高値見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 90％ 

かぶ 

￥246 ￥240 ▲ ＝ ▼ ￥240（￥154） 

産地概況 

石川産主力の入荷。天候不順の影響で上旬は少ない見込み。面積

は前年並みのため中下旬には前年並みの出荷量となる。 

総入荷量 47ｔ 前年比 95％ 

人参 

￥131 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥150（￥132） 

産地概況 

愛知産主力に千葉・九州産の入荷。肥大が進まないことから、前

年より高値を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 103％ 

蓮根 

￥546 ￥680 ＝ ▽ ▽ ￥630（￥563） 

産地概況 

石川産主力に茨城産の入荷。豊作であった前年に比べ残量少なく

高値で推移する見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 89％ 

甘藷 

￥236 ￥260 ＝ ▽ ＝ ￥250（￥228） 

産地概況 

石川産主力に茨城・千葉産の入荷。石川産貯蔵物の入荷となるが

平年に比べ少ない。高単価で推移する見込み。 

総入荷量 135ｔ 前年比 79％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成30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）
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里芋 

￥264 ￥250 ＝ ▽ ＝ ￥250（￥228） 

産地概況 

新潟産主力に石川・富山産等の入荷。新潟・富山産は前年より 2

～3割減の入荷。石川は前年並を見込む。 

総入荷量 25ｔ 前年比 108％ 

きゅうり 

￥452 ￥480 ▽ ＝ ▲ ￥380（￥342） 

産地概況 

高知産園芸連主力に愛知産 JA 西三河の入荷。12 月以降寒さはあ

ったが日照も回復し平年の出荷に戻る見込み。M 中心の出荷で太

物少なく下旬に向け価格も強含みとなる。 

総入荷量 240ｔ 前年比 97％ 

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 

￥609 ￥580 ▽ ＝ ▼ ￥520（￥398） 

産地概況 

高知産園芸連・愛知産 JA 豊橋の入荷。高知産は 12 月の寒さによ

り年始は多く見込めるがその後は頃減少する見込み。愛知産は中

旬より平年並みの入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 92％ 

トマト 

￥453 ￥500 ▼ ＝ ▲ ￥450（￥409） 

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。愛知産丸トマトは着果不良で植え替えたため減少。春トマト

は徐々に増量となるが全体としては平年より少なめで、下旬に向

け価格は強含みとなる。 

総入荷量 130ｔ 前年比 87％ 

ミニトマト

￥883 ￥950 ＝ ＝ ▼ ￥900（￥796） 

産地概況 

愛知・熊本産の入荷。愛知・熊本産 12 月の低温が中旬まで続き、

下旬より徐々に増量。M中心の出荷。 

総入荷量 48ｔ 前年比 100％ 

ピーマン 

￥532 ￥570 ▽ ＝ ▲ ￥650（￥567） 

産地概況 

高知産園芸連、鹿児島産 JA 南さつまの入荷。年始は潤沢にある

が下旬に向け数量は落ち着く。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 
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△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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豆類 

￥1,490 ￥1,600 ▼ ＝ ▲ ￥1,500（￥867）

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 28ｔ 前年比 103％ 

ごぼう 

￥157 ￥160 ＝ ▲ ＝ ￥170（￥304） 

産地概況 

青森産の入荷。青森産は中旬頃から開始。天候にもよるが潤沢な

入荷が見込まれる。九州産新牛蒡も開始予定。 

総入荷量 30ｔ 前年比 107％ 

馬鈴薯 

￥104 ￥110 ▲ ＝ ▲ ￥130（￥189） 

産地概況 

北海道主体に鹿児島・長崎産の入荷。北海道産は残量を見ながら

の出荷となる。九州産は小玉傾向もみられ、特に鹿児島産は低温・

霜害から遅れる見込み。 

総入荷量 370ｔ 前年比 102％ 

長芋 

￥349 ￥310 ▼ ▼ ▼ ￥300（￥423） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地共に秀品・太物主力の入荷。台風

被害のあった前年に比べ相場は安く推移する見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 120％ 

たまねぎ 

￥88 ￥100 ＝ ＝ ＝ ￥100（￥83） 

産地概況 

北海道各産地からの入荷。出荷量は平年並みであるが、春先まで

の販売を考えると堅調な単価推移予想。少量ではあるが静岡産新

玉葱の入荷も始まる。 

総入荷量 460ｔ 前年比 101 

しょうが 

￥680 ￥680 ＝ ＝ ＝ ￥680（￥700） 

産地概況 

高知産及び中国産の入荷。高知産は囲生姜主力に安定した入荷見

込み。 

総入荷量 15ｔ 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％ 
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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％ 
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みかん 

￥256 ￥300 △ ＝ ＝ ￥320（￥212） 

産地概況 

長崎産－JA 長崎西彼より入荷。残量少なく切りあがりが早まる見

込み。和歌山－JA ながみねを主力に○小柑橘の入荷。大不作で入

荷減。 

総入荷量 350ｔ 前年比 65％ 

デコポン 

￥700 ￥700 ▽ ＝ ＝ ￥550（￥532） 

産地概況 

鹿児島－無加温大将季、デコポンが半々の入荷。玉流れは 3L・2L

中心。前年並みの入荷。佐賀－JA からつより入荷。18 玉中心の

入荷 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1,880 ￥2,300 ▽ ＝ ＝ ￥1,400（￥1,427）

産地概況 

愛知・長崎・福岡・鹿児島産の入荷今後の天候にもよるが、各産

地中旬以降 2番果に切り替わっての入荷の見通し。 

総入荷量 93ｔ 前年比 109％ 

柿 

￥201 ￥380 ＝ ▽ ▼ ￥350（￥326） 

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。週３

回の入荷で L玉中心。 

総入荷量 35ｔ 前年比 109％ 

伊予柑 

￥250 ￥200 ▲ ＝ ▼ ￥220（￥225） 

産地概況 

愛媛産は JA えひめ中央より宮内伊予柑の入荷。3L・2L 中心で週

2～3回の入荷。 

総入荷量 140ｔ 前年比 105％ 

八朔 

￥250 ￥--- ＝ ▽ ▼ ￥170（￥71） 

産地概況 

和歌山－カネ太共選及び湊共選の入荷。若干前半より少なく小玉

傾向 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥1,070 ￥1,100 ▼ ＝ ▼ ￥1,000（￥1,000）

産地概況 

静岡－8kg 中心の入荷。高知－アールス・赤肉メロンの入荷で 8kg

中心。熊本－アンデスメロンの入荷。2L 中心で前年並。 

総入荷量 41ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥220 ￥220 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥275） 

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。昨年同様

小玉傾向。長野－小玉、下級品中心の入荷 

総入荷量 110ｔ 前年比 108％ 
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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-8 

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％ 

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％ 


