
主要品目産地概況と販売見通し（平成 31 年 4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 

￥54 ￥60 ▼ ▼ ＝ ￥55（￥57） 

産地概況 

九州産・茨城産を主体に春白菜の入荷。各産地とも安定した入荷

が見込まれる。 

総入荷量 270ｔ 前年比 103％ 

キャベツ 

￥58 ￥75 △ ▼ ＝ ￥100（￥104） 

産地概況 

愛知産主体に神奈川・千葉産の入荷。上旬は品種切り替わりの時

期から出荷は不安定となる見込み。平年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 103％ 

ねぎ 

￥269 ￥270 △ ▲ ＝ ￥320（￥299） 

産地概況 

結束は大分中心に鳥取産の入荷。バラ物は埼玉・群馬産の入荷。

上中旬を境に春葱へと切り替わり、出荷量は減少予想。価格は平

年並みと予想。 

総入荷量 100ｔ 前年比 141％ 

ほうれん草

￥333 ￥500 ▲ ▲ ＝ ￥600（￥592） 

産地概況 

関東産中心に中京・石川・九州産の入荷。暖冬のため、九州産は

前進出荷の予想で、上旬で終了。他産地はスタート早く、順調な

入荷が見込まれる。 

総入荷量 37ｔ 前年比 87％ 

小松菜 

￥198 ￥250 ▲ ▲ ＝ ￥292（￥277） 

産地概況 

石川産中心の入荷で関東・九州産の入荷。暖冬のため、九州産は

前進出荷と単価安の影響で、上旬で終了。他産地は生育良く、順

調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 57ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥270 ￥500 ▽ ▽ △ ￥300（￥505） 

産地概況 

高知産を主体に愛知・九州産の入荷。暖冬による前進出荷から、

例年より早いピークが予想され、４月上旬から中旬は安定した価

格が予想される。 

総入荷量 120ｔ 前年比 107％ 

レタス 

￥125 ￥150 ▼ ▽ ▽ ￥130（￥121） 

産地概況 

兵庫産主体に茨城県産の入荷。両産地とも、中旬頃にピークが予

想される。4月下旬より長野産の入荷が見込まれ、安定した入荷

となる見通し。 

総入荷量 215ｔ 前年比 84％ 
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生椎茸 

￥910 ￥900 ＝ ▼ ▼ ￥750（￥678） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・兵庫・岐阜産の入荷。各産地、

昨年と変わらず順調な入荷が見込まれる。価格は昨年より安いと

予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 109％ 

しめじ 

￥448 ￥440 ＝ ▼ ▼ ￥357（￥394） 

産地概況 

長野産主力に石川産・長野ミスズライフの入荷。順調な入荷とな

り、価格は安く推移する見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 143％ 

えのき 

￥167 ￥165 ＝ ▲ ▲ ￥180（￥194） 

産地概況 

長野産主力に石川産個人物の入荷。前年よりは順調な入荷が見込

まれるが、価格は昨年より高くなる予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 133％ 

大葉 

￥2,243 ￥2,400 ＝ ＝ △ ￥2,600（￥2,188）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。産地の天候も問題なく、順調

な入荷を見込む。歓送迎会や大型連休等の業務の引き合いに期

待。下旬に向け価格は強めに展開すると予想する。 

総入荷量 5ｔ 前年比 105％ 

春菊 

￥356 ￥450 ▲ ＝ △ ￥550（￥507） 

産地概況 
石川・群馬産の入荷。減少傾向で価格は強めの動きとなる見込み。

総入荷量 4ｔ 前年比 100％ 

大根 

￥80 ￥90 ▲ ＝ ▲ ￥100（￥89） 

産地概況 

千葉産主力に九州産他の入荷。冬作産地は前進化から、早期終了

見込み。ほぼ平年並みの単価を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 124％ 

かぶ 

￥165 ￥180 ＝ ▼ ▼ ￥120（￥130） 

産地概況 

新潟産主体に埼玉・石川産個人物の入荷。主力の新潟産は生育順

調で平年並みの入荷見込み。埼玉産は前進出荷の影響から端境予

想。価格は平年並みを見込む。 

総入荷量 40ｔ 前年比 125％ 

人参 

￥102 ￥110 ＝ ▲ ＝ ￥120（￥177） 

産地概況 

徳島産主力の入荷。播種・肥大ともに良好なことから高騰した前

年より大幅安を見込んでいる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 118％ 
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蓮根 

￥475 ￥490 ▲ ▲ ▲ ￥520（￥505） 

産地概況 

石川産主体に茨城産等の入荷。中旬にかけて植え付け等の作業が

あり、出荷量は減少する見込み。残量の多かった前年に比べ、少

ない見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 88％ 

甘藷 

￥228 ￥240 ＝ ▲ ▲ ￥260（￥230） 

産地概況 

石川産主力に茨城・千葉産等の入荷。石川産は平年に比べ残量少

なく、価格は高値で推移する見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥310 ￥290 ▼ ＝ ▼ ￥250（￥204） 

産地概況 

高知産 JA 高知県・群馬産 JA 館林・愛知産 JA 西三河に加え、上

旬より石川産 JA 金沢市が加わる。全国的に気温高く、順調な出

荷を見込む。価格安であった昨年より高く平年並みの価格帯とな

る見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 99％ 

南瓜 

￥341 ￥140 ＝ ▲ ▲ ￥160（￥163） 

産地概況 

ニュージーランド産の入荷。中旬頃よりメキシコ産も加わる。順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 127％ 

茄子 

￥375 ￥350 ＝ ▼ ▼ ￥330（￥333） 

産地概況 

高知産 JA 高知県・愛知産 JA 豊橋の入荷。高知産主力の愛知産少

量の入荷。各産地安定した入荷を見込む。長茄子は熊本産熊本市

農協・福岡産南筑後農協からの入荷。平年並みの入荷量を見込む。

総入荷量 110ｔ 前年比 100％ 

トマト 

￥405 ￥400 ＝ ▼ ▼ ￥330（￥335） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・愛知みなみ・ひまわり、岐阜産個人物の入荷。

愛知産ファーストトマトは中旬より減少ながら各産地丸トマト

の植え替えタイプの出荷始まり増量、中旬以降価格は下押しとな

る見通し。 

総入荷量 280ｔ 前年比 103％ 
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ミニトマト

￥741 ￥800 ＝ ▼ ▽ ￥600（￥602） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・東三河・東三河倉庫・西三河・尾張倉庫・ひまわ

り・JA あいち海部、高知産 JA 高知、熊本産 JA 熊本市の入荷。各

産地共、中旬頃までに徐々に出荷増え、中旬以降は潤沢な出荷が

見込まれる。 

総入荷量 105ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥596 ￥580 ▼ ▼ ▼ ￥360（￥315） 

産地概況 

高知産 JA 高知県、鹿児島産 JA 南さつまの入荷。天候にも恵まれ

順調な入荷が見込まれる。安値であった前年に比べ、価格は高い

見込み。 

総入荷量 65ｔ 前年比 97％ 

豆類 

￥921 ￥820 ＝ ＝ ▼ ￥790（￥740）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島、スナップは愛知、キヌサヤは愛知・鹿

児島産の入荷。砂糖豌豆は静岡・愛知。他にそら豆・実豌豆は鹿

児島産の入荷。枝豆は台湾産の入荷。 

総入荷量 38ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥114 ￥120 ＝ ＝ ＝ ￥120（￥109） 

産地概況 

北海道・鹿児島・長崎産の入荷。北海道産は貯蔵量を見ながらの

出荷となる。中旬から下旬にかけて終了の見込み。鹿児島産は上

旬から中旬頃にかけ春作に変わり、順調な入荷を見込む。長崎産

は下旬頃より出始めとなる。 

総入荷量 360ｔ 前年比 103％ 

長芋 

￥302 ￥295 ▲ ＝ ▲ ￥300（￥260） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。北海道産は 4月中旬頃から春掘り予定。

青森産は 5月上旬に春掘り予定。北海道産の春掘りは 3割ほど減

の C品率上昇が見込まれるため、A品不足で単価が上がると予想

される。 

総入荷量 60ｔ 前年比 95％ 

玉葱 

￥130 ￥115 ▼ ▼ ＝ ￥110（￥98） 

産地概況 

北海道産貯蔵物に加え、愛知・九州産新玉葱の入荷。道産は残量

見ながらの調整出荷が続くが、今月末までの入荷見込み。府県産

新玉葱は各産地共に大玉中心の入荷予想。 

総入荷量 700ｔ 前年比 92％ 
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甘夏 

￥170 ￥170 ＝ ▲ ▲ ￥180（￥190） 

産地概況 

鹿児島いずみより入荷が見込まれる。生育は順調で、昨年以上の

入荷が見込まれる。サイズは L中心。 

総入荷量 50ｔ 前年比 103％ 

デコポン 

￥320 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥332） 

産地概況 

鹿児島産中心に長崎・愛媛産の入荷。各産地共前進出荷となり、

中旬以降は減少の見込み。 

総入荷 116ｔ 前年比 100％ 

清見 

￥400 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥355） 

産地概況 

佐賀・愛媛・和歌山産の入荷。昨年同様、作況はあまり良くなく、

少なめの入荷予想。 

総入荷量 15ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1,443 ￥1,400 ▼ ▼ ▲ ￥1,100（￥1,057）

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地 3番果から 4番果の

入荷となり、順調な入荷予想。 

総入荷量 130ｔ 前年比 112％ 

メロン 

￥1,200 ￥1,100 ▼ ▼ ＝ ￥900（￥801） 

産地概況 

静岡産・高知産の入荷。静岡産は 9～8kg の大玉傾向から、8㎏中

心へと推移していく。高知産は出荷件数も増加し、安定した入荷

を見込む。 

総入荷量 43ｔ 前年比 100％ 

西瓜 

￥320 ￥280 ▲ ＝ ▲ ￥290（￥286） 

産地概況 

西瓜は月末より連休がある為、下旬より入荷不安定。小玉西瓜は

JA 新田みどりより入荷予定。前進出荷の予想。 

総入荷量 53ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥240 ￥250 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥288） 

産地概況 

青森産のサンふじの入荷。上位等級は少なく、価格堅調。下位等

級については、販売厳しい。 

総入荷量 170ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥139 ￥140 ▲ ▲ ▲ ￥145（￥150） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は干ばつから生

育不良。前半は入荷少ないが、後半から回復する予想。価格は堅

調に推移する見込み。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 100％ 
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オレンジ 

￥259 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥297） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。降雨により、玉の肥大は見られるものの、棚

持ち悪く例年より入荷は減少する予想。価格は前年並で推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥168 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥189） 

産地概況 

アメリカ・イスラエル・トルコ産の入荷。4 月上中旬で各産地の

入荷は終了。浜在庫の入荷・販売となる。価格は前年並で推移。

総入荷量 33ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥298 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥327） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。入荷ピークを迎え、安定している。価格は前

年並みでの推移。 

総入荷量 22ｔ 前年比 106％ 

パイン 

アップル 

￥120 ￥130 ▲ ▲ ▲ ￥160（￥180） 

産地概況 

フィリピン産中心の入荷。産地で降雨無しの影響から生産量が減

少。3 月後半から 4 月前半にかけて徐々に回復する見込み。価格

はやや上昇する見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 108％ 


