
主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 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 

￥63 ￥45 ＝ ▲ ▲ ￥80（￥185） 

産地概況 

茨城産もほぼ終了となり、九州・兵庫産を主体に埼玉・群馬産の

入荷となる。安定した入荷見込み。 

総入荷量 320ｔ 前年比 56％ 

キャベツ 

￥100 ￥100 ▲ ＝ ▼ ￥109（￥285） 

産地概況 

愛知産主体に鹿児島・石川県産の入荷。旱魃傾向から上旬は数が

少ない予想だが、中下旬にかけては平年並みの出荷量を見込む。

総入荷量 550ｔ 前年比 72％ 

ねぎ 

￥378 ￥330 ▲ ▲ ▲ ￥420（￥542） 

産地概況 

埼玉・群馬県産 5kg バラに加え大分・鹿児島産 3kg 主体に石川産

の販売。九州物は概ね安定した入荷を見込むが、関東物は旱魃の

影響からやや不安定な出荷となる予想。 

総入荷量 100ｔ 前年比 86％ 

ほうれん草

￥505 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥567（￥500） 

産地概況 

石川県産を中心に茨城・群馬・栃木・静岡・岐阜・福岡産の入荷。

昨年の好天による前進出荷と低温・旱魃によりやや少なめの入荷

で、価格は保合いを予想。 

総入荷量 67ｔ 前年比 109％ 

小松菜 

￥365 ￥370 ＝ ＝ ＝ ￥393（￥385） 

産地概況 

石川産中心に茨城・栃木・福岡産の入荷。昨年の好天による単価

安が続いたため、作付けやや少ない見込み。価格は保合いを予想。

総入荷量 42ｔ 前年比 124％ 

ブロッコリー

￥341 ￥300 ▲ ▲ ▲ ￥333（￥494） 

産地概況 

愛知・高知県産を主体に九州産の入荷。安定した入荷の見通し。

総入荷量 120ｔ 前年比 172％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 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 

レタス 

￥196 ￥170 ▲ ▲ ▲ ￥254（￥247） 

産地概況 

兵庫県産を主体に長崎・茨城県産の入荷。JA 岩井の入荷もあり安

定した入荷見通し。 

総入荷量 130ｔ 前年比 115％ 

生椎茸 

￥1038 ￥1045 ＝ ▼ ▼ ￥1100（￥1125） 

産地概況 

石川産「のと 115」を主力に、のとてまり・富山・長野・徳島・

兵庫産の入荷。各産地順調な入荷が見込まれ、価格は昨年より若

干弱いと予想する。 

総入荷量 32ｔ 前年比 105％ 

しめじ 

￥552 ￥535 ▼ ＝ ▼ ￥450（￥468） 

産地概況 

石川・長野産の入荷。石川産はミスズライフの本シメジの入荷。

長野産も順調な入荷が見込まれる。価格は昨年より若干安いと予

想する。 

総入荷量 30ｔ 前年比 89％ 

えのき 

￥278 ￥265 ▼ ＝ ▼ ￥243（￥231） 

産地概況 

石川産は個人木村氏の入荷、長野産はみゆき・ちくまの入荷。各

産地順調な入荷が見込まれるが、価格は昨年よりも若干強いと予

想する。 

総入荷量 30ｔ 前年比 89％ 

大葉 

￥3312 ￥3100 ＝ ▽ ▼ ￥2700（￥2707）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合主力の入荷。作付けは前年並み、天候に左

右されるが基本線は潤沢な出回りを予想する。上旬に恵方巻需要

が若干期待できるが、以降は大きな業務需要も見込めず、弱めの

相場展開を予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 110％ 

春菊 

￥820 ￥620 ＝ ＝ ▲ ￥650（￥927） 

産地概況 

群馬産主力に愛知・石川産の入荷。今後の天候にもよるが概ね順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 15ｔ 前年比 105％ 
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B-3 

大根 

￥63 ￥55 ▲ ▲ ＝ ￥60（￥171） 

産地概況 

千葉産主力に神奈川・静岡・徳島産の入荷。千葉産は中旬頃より

トンネル作型に切替わる見込み。単価は高騰した前年度より大幅

安を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 134％ 

かぶ 

￥131 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥155（￥263） 

産地概況 

石川産共選・個選物の入荷。シーズン前半の前進出荷の影響で入

荷不安定だが、高値が続いた前年より安く、平年並みの推移を見

込む。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

人参 

￥101 ￥100 ＝ ＝ ＝ ￥100（￥161） 

産地概況 

愛知産主力に関東・九州産の入荷。各産地活着悪く株飛びから太

物主力の入荷。高謄した前年より大幅安を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 106％ 

蓮根 

￥517 ￥470 ＝ ＝ ＝ ￥480（￥675） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。各産地豊作傾向だが、前年は

大雪の影響で極端に入荷が少なく高値推移であったが、本年は順

調な出荷が予想され安値推移。 

総入荷量 65ｔ 前年比 114％ 

甘藷 

￥275 ￥250 ▼ ▼ ＝ ￥240（￥248） 

産地概況 

石川中心に茨城産等の入荷。石川産は貯蔵物の出荷となるが、前

年同様小玉傾向の見込み。茨城産は潤沢な入荷を見込むが、やや

下等級が多い。 

総入荷量 160ｔ 前年比 103％ 
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B-4 

胡瓜 

￥399 ￥400 ▽ ▼ ＝ ￥340（￥326） 

産地概況 

JA 高知県中心に愛知県西三河・群馬館林農協からの入荷。全国的

に好天が続いており、今のところ順調な入荷見込み。3日には節

分を控え恵方巻での需要のため、引き合い強い。以降価格は落ち

着く見込み。 

総入荷量 250ｔ 前年比 103％ 

南瓜 

￥194 ￥190 ＝ ＝ ▼ ￥185（￥181） 

産地概況 

メキシコ産から 2 月上旬よりニュージーランド産(えびす)に切

替わる予定。粉質系は連休明けからの予定。 

総入荷量 177ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥370 ￥400 ▲ ＝ ＝ ￥340（￥326） 

産地概況 

高知産 JA 高知主力で愛知豊橋農協の入荷。長茄子は熊本産熊本

市農協に加え福岡産南筑後農協袋入りの入荷。各産地平年並みの

入荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 111％ 

トマト 

￥278 ￥280 ▲ ▲ ▲ ￥360（￥376） 

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

知産丸トマトは減少傾向ながら、ファーストトマトは増量を見込

む。価格は前月比高を見込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 103％ 

ミニトマト

￥615 ￥725 ▲ ▲ ＝ ￥775（￥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。中旬頃までは前進出荷の影響もあり不安定

な入荷も、中旬以降は徐々に安定する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 103％ 
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B-5 

ピーマン 

￥595 ￥680 ＝ ＝ ▼ ￥660（￥701） 

産地概況 

JA 高知県、鹿児島県 JA 南さつま加世田の入荷。天候次第だが中

旬までは不安定な入荷で、下旬より徐々に増量を見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 113％ 

豆類 

￥938 ￥950 ▲ ▲ ＝ ￥1050（￥1229）

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 29ｔ 前年比 116％ 

馬鈴薯 

￥124 ￥125 ＝ ▲ ＝ ￥140（￥128） 

産地概況 

北海道・長崎・鹿児島産の入荷。北海道産は残量を見ながらの出

荷となるが、前年より多くない見込み。鹿児島産は離島物主体に

入荷、大玉傾向と見られる。長崎産は上旬で終了の見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 102％ 

長芋 

￥345 ￥310 ▼ ＝ ＝ ￥360（￥309） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも前年よりも少しが多い見込み。

年明けとは違い 2L 以上の太物傾向と見られる。単価の方も少し

下がる見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 108％ 

玉葱 

￥129 ￥130 ▲ ＝ ▲ ￥132（￥102） 

産地概況 

北海道貯蔵物主力に一部新玉葱の入荷。道産は残量見ながらの調

整出荷が続くが、出回り量は多くなく堅調な単価推移の見込み。

新玉葱は静岡産中心となるが平年に比べ少ない予想。 

総入荷量 580ｔ 前年比 94％ 
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B-6 

デコポン 

￥600 ￥500 ▼ ＝ ▼ ￥400（￥408） 

産地概況 

鹿児島産中心に佐賀・熊本・福岡・長崎等の入荷。20 玉中心で順

調な入荷予想。 

総入荷量 107ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

250￥ ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥217） 

産地概況 

えひめ中央から週間 10,000c/s～8,000c/s の入荷。2L 中心の入

荷から例年より小玉傾向である。入荷は昨年並みを予想してい

る。 

総入荷量 330ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥180 ￥170 ▼ ＝ ＝ ￥160（￥173） 

産地概況 

和歌山の湊共選並びにカネ太共選より週 2 回の入荷。L 中心で順

調な入荷予想。 

総入荷 70ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥957 ￥1100 ＝ ▼ ▼ ￥1000（￥866） 

産地概況 

静岡・高知産白 8k～7k 主体の入荷となる。厳寒期に入り各産地

引き合いが強く、前年より高値推移となる見込み。 

総入荷量 26ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥226 ￥230 △ ＝ ＝ ￥250（￥270） 

産地概況 

青森県産サンふじ・王林中心の入荷。青森産が本格化するシーズ

ンではあるが、上位等級が少なく下位等級が多くなる見込み。玉

流れは 36・32・40 玉と例年より大玉多い。 

総入荷量 170ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1427 ￥1400 ▼ ＝ ＝ ￥1200（￥1167） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地 1番・2番果の開花。

中旬より順調な出荷となる見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 100％ 

キウイ 

￥461 ￥476 ▼ ＝ ＝ ￥460（￥446） 

産地概況 

福岡・愛媛・和歌山産の入荷。33 玉中心の入荷で、夏場の高温・

旱魃の影響から各産地前年より少ない入荷となる見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 83％ 
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B-7 

バナナ 

￥149 ￥150 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥138） 

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

ら生育不良で、前年の 1割減少。入荷量減少かつ需要増から価格

は高値推移。 

総入荷量 810ｔ 前年比 92％ 

オレンジ 

￥259 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥259） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。作柄は小玉傾向ではあるが豊作傾向。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・アメリカ産の入荷。入荷の主力はイスラエル産とな

る。作柄は徐々に大玉傾向に移行し、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 

￥142 ￥150 ▲ ▲ ▲ ￥180（￥260） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。大玉、特に 5玉が減少傾向。7・8玉の入荷

比率が高めで、価格はやや高値推移と予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 


