
主要品目産地概況と販売見通し（令和 元 年  5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 

￥84 ￥60 ▲ ▲ ▲ ￥117（￥79） 

産地概況 

茨城産主力に九州・長野産の入荷。茨城産の減少に伴い、価格は

上昇の見通し。 

総入荷量 230ｔ 前年比 112％ 

キャベツ 

￥102 ￥90 ▲ ＝ ▼ ￥90（￥80） 

産地概況 

愛知産主体に千葉・神奈川・鹿児島産の入荷。冬キャベツが上旬

で終了し、初夏キャベツへと切り替わる。全国的に出荷量は増加

する為、概ね安定した価格予想。 

総入荷量 500ｔ 前年比 110％ 

ねぎ 

￥290 ￥330 ▲ ▲ ＝ ￥360（￥426） 

産地概況 

群馬・埼玉・茨城産のバラ物主力に大分・鳥取産の結束物の入荷

となる。上中旬にかけて春葱から夏葱へと切り替わる為、端境に

は単価上昇が見込まれる。 

総入荷量 90ｔ 前年比 120％ 

ほうれん草

￥539 ￥508 ▼ ▲ ＝ ￥555（￥486） 

産地概況 

石川産主力に九州・中京・関東産の入荷。各産地、暖冬により前

進出荷傾向だったが、4月の低温により、例年並みのペースに戻

った。岐阜産は GW 明けより入荷。九州産は品質を見ながらの入

荷となる見通し。 

総入荷量 55ｔ 前年比 104％ 

小松菜 

￥287 ￥262 ▼ ＝ ＝ ￥229（￥224） 

産地概況 

石川産中心に九州・関東産の入荷。各産地、暖冬により前進出荷

傾向であるが、端境もなく例年以上に順調な入荷となる見通し。

総入荷量 66ｔ 前年比 103％ 

ブロッコリー

￥504 ￥400 ▼ ▼ ▼ ￥375（￥354） 

産地概況 

高知・石川産の入荷。高知産は上旬にて終了予定となり、石川産

は日々増量出荷となり、下旬にはピークとなる見通し。 

総入荷量 120ｔ 前年比 95％ 

レタス 

￥172 ￥190 ＝ ▽ ▽ ￥146（￥121） 

産地概況 

兵庫産を主体に長野・茨城産の入荷。兵庫産は中旬頃に終了予定

となり、長野産は日々増量出荷の見通し。 

総入荷量 205ｔ 前年比 103％ 
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B-2 

生椎茸 

￥850 ￥830 ▼ ＝ ▼ ￥800（￥792） 

産地概況 

石川産主力に長野・富山・兵庫・岐阜産の入荷。石川産は若干減

るが、順調な入荷が見込まれる。他産地は減少し、入荷が減りこ

む予想。価格は昨年よりは若干高く推移すると予想。 

総入荷量 32ｔ 前年比 103％ 

しめじ 

￥452 ￥440 ＝ ▼ ＝ ￥410（￥389） 

産地概況 

石川産、長野のミスズライフ・ホクト・雪国の入荷。各産地順調

な入荷が見込まれ、単価は昨年よりも高い予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

えのき 

￥176 ￥180 ▲ ▲ ＝ ￥210（￥192） 

産地概況 

長野産主力の入荷。減産期に入ってはいるが、単価等で荷引きし、

数量確保に努める。価格は昨年より高い予想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 108％ 

大葉 

￥2,224 ￥2,800 △ ▽ ＝ ￥2,800（￥2,601）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。産地の天候良く、生育は順調

で安定した入荷が見込まれる。大型連休期間の引合いは強めを予

想するが、価格は大きな上げはない予想。 

総入荷量 5.2ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥599 ￥600 ＝ ＝ ＝ ￥650（￥950） 

産地概況 

群馬産中心に、石川産の入荷。後半より岐阜産の入荷予定。出荷

終盤となり、入荷増減が予想される。 

総入荷量 3ｔ 前年比 120％ 

大根 

￥111 ￥100 ＝ ▲ ▲ ￥110（￥91） 

産地概況 

千葉、九州産主力の入荷。下旬頃より石川県産の入荷。現行産地

は早期終了が見込まれ、後半頃より不安定な入荷が予想される。

後続の青森産は、現状生育遅れが散見される。前年より高値を見

込む。 

総入荷量 400ｔ 前年比 146％ 

かぶ 

￥134 ￥130 ▼ ＝ ▲ ￥130（￥154） 

産地概況 

新潟産の入荷。下旬頃より青森産の入荷。4月下旬頃から新潟産

が増量する予想。上旬にピークを迎える見込み。前年より安価を

見込む。 

総入荷量 20ｔ 前年比 136％ 
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人参 

￥101 ￥120 ＝ ▲ ▲ ￥135（￥107） 

産地概況 

徳島産主力に後半より岐阜産の入荷。徳島産は前進化から早期終

了が見込まれる。後続の岐阜産は 5/10 から選果開始予定である

が、生育遅れが報告されている。安価であった前年より高値見込

み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 85％ 

蓮根 

￥584 ￥600 ▲ ▲ ▲ ￥700（￥475） 

産地概況 

石川産主体に茨城産の入荷。前年に比べ残量が少なく、高値で推

移する見込み。月末より愛知産の新蓮根が入荷する予定。 

総入荷量 24ｔ 前年比 73％ 

甘藷 

￥235 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥300（￥268） 

産地概況 

石川産主力に茨城・千葉産の入荷。前年より残量が少なく、石川

産は早期切りあがりが予想される。月末より高知県産の早堀甘藷

が入荷する予定。 

総入荷量 56ｔ 前年比 89％ 

胡瓜 

￥224 ￥220 ▼ ＝ ▲ ￥220（￥247） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）群馬産（JA 邑楽館林）愛知産（JA 西三河）

石川産（JA 金沢市他）中下旬より福島産（JA ふくしま未来）の

販売。各産地順調な入荷を見込む。GW10 連休中も休日対応での入

荷あり、引き続き売場確保をした中での販売となる。 

総入荷量 490ｔ 前年比 103％ 

南瓜 

￥159 ￥200 ▲ ▲ ▲ ￥230（￥219） 

産地概況 

ニュージーランド、メキシコ産中心に、国産は鹿児島、高知（赤

皮）県産の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 130ｔ 前年比 118％ 

茄子 

￥352 ￥370 ＝ ▼ ▼ ￥350（￥358） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）群馬産（新田みどり）愛知産（JA 豊橋）石川

産（金沢市内）の入荷。高知産主力の入荷で順調な入荷を見込む。

群馬産は中旬頃からの入荷。石川産は中旬より走り出荷を見込

む。長茄子は熊本産（JA 熊本市）福岡産（JA 南筑後）の入荷で、

各産地順調な入荷を見込む。 

総入荷量 210ｔ 前年比 98％ 
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B-4 

トマト 

￥375 ￥300 ▼ ▼ ▼ ￥260（￥262） 

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、石川産

の入荷。石川産は前年ハウスの倒壊により約 15％減ったが、本年

は 100％までは復旧しないながらも回復。JA 小松市・松任・内浦

町・完熟トマト出荷組合・緑宝会の入荷で、連休明けより順次入

荷開始。20 日頃には出揃い出荷ピークとなる見込み。 

総入荷量 440ｔ 前年比 107％ 

ミニトマト

￥711 ￥550 ▼ ▼ ＝ ￥475（￥513） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・東三河・東三河倉庫・西三河・JA ひまわり・あ

いち海部、高知産 JA 高知、熊本産 JA 熊本市の入荷。連休明けに

愛知・熊本産共に大型産地の出荷ピークとなる見込み。 

総入荷量 155ｔ 前年比 108％ 

ピーマン 

￥462 ￥400 ▼ ▼ ▼ ￥280（￥256） 

産地概況 

高知産 JA 高知県、鹿児島産 JA 南さつまに加え茨城産商系の入

荷。鹿児島産は終盤を向かえ、下旬にて終了見込み。高知・茨城

産は順調な入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 100％ 

豆類 

￥786 ￥860 ▲ ＝ ＝ ￥870（￥865）

産地概況 

インゲンは高知産 JA 高知県、鹿児島産商系物、群馬産 JA 邑楽館

林、石川産能登やさいの入荷。キヌサヤは群馬産 JA 邑楽館林、

福島産 JA 福島みらいの入荷。砂糖豌豆は静岡産とぴあ浜松の入

荷。えんどうは石川産河北潟・おおぞらの入荷。そら豆は大阪産

JA 泉州、和歌山産 JA 紀の里の入荷。ピースは静岡産遠州中央、

石川産 JA 白山の入荷。千石豆は石川産 JA 小松市の入荷。 

総入荷量 36ｔ 前年比 106％ 

馬鈴薯 

￥127 ￥130 ＝ ▲ ＝ ￥140（￥114） 

産地概況 

長崎・鹿児島・静岡産の入荷。長崎産は出始めとなり、生育良好

から順調な入荷見込み。鹿児島産はピークが終わり、上中旬頃で

終了の見込み。静岡産の男爵は下旬ごろより入荷予定。 

総入荷量 450ｔ 前年比 111％ 

長芋 

￥320 ￥320 ▲ ＝ ＝ ￥330（￥274） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。北海道産は凍傷の影響でＣ版比率が上が

る見込み。両産地とも太物中心で安定した入荷を見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 138％ 
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B-5 

玉葱 

￥120 ￥120 ＝ ▼ ＝ ￥115（￥87） 

産地概況 

北海道産の入荷は終了し、愛知・佐賀・兵庫県産等府県産の入荷。

各産地共に順調な生育で大玉中心の入荷が見込まれる。価格は

徐々に弱含みの推移と思われる。 

総入荷量 700ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 元 年  5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 

デコポン 

￥334 ￥400 △ ＝ ＝ ￥450（￥360） 

産地概況 
熊本の貯蔵品の入荷。少なめの入荷予定。 

総入荷量 52ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥180 ￥350 △ ＝ ＝ ￥350（￥335） 

産地概況 
和歌山の貯蔵品の入荷。ほぼ終了。 

総入荷 1ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥898 ￥800 ▼ ▼ ▼ ￥650（￥536） 

産地概況 

静岡産アールスは 8kg 中心の入荷。春系品種となり、安定した品

質となる見込み。茨城・熊本・愛知は 2L、LA 中心の入荷。各産地

前年よりも減少傾向の見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥247 ￥250 ＝ △ △ ￥400（￥381） 

産地概況 

青森産有袋ふじ・有袋ジョナを中心とした入荷。サンふじから有

袋ふじへ切り替わることから、価格も大幅に上がる。上旬は一部

商人からサンふじの入荷あり。有袋ふじは 36 玉、40 玉中心の入

荷。 

総入荷量 120ｔ 前年比 78％ 

苺 

￥993 ￥1,050 ▼ ＝ ＝ ￥1,000（￥939） 

産地概況 
愛知産主力の入荷。長崎・鹿児島は上旬で終了予定。 

総入荷量 60ｔ 前年比 92％ 

バナナ 

￥140 ￥145 ▲ ▲ ▲ ￥148（￥146） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は産地干ばつの

影響から若干生育不良。入荷量は前年より若干減少予想。春の需

要期の為、引合い強まり価格は堅調に推移。 

総入荷量 1,050ｔ 前年比 97％ 

オレンジ 

￥260 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥299） 

産地概況 

アメリカ産ﾈｰﾌﾞﾙ・ﾊﾞﾚﾝｼｱの入荷。ﾈｰﾌﾞﾙ種は 72 玉、88 玉サイズ

の中玉傾向の入荷。ﾊﾞﾚﾝｼｱ種は中旬頃からの入荷予定。価格は先

月並で推移する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 107％ 

グレープ 

フルーツ 

￥170 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥185） 

産地概況 

イスラエル・アメリカ産の入荷。イスラエル産ルビーホワイトと

もに大玉傾向で 40 玉中心。アメリカ産フロリダのルビーホワイ

トともに 40 玉中心の入荷。先月並での価格推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 105％ 
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レモン 

￥320 ￥320 ＝ ▼ ▼ ￥310（￥306） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。95 玉、115 玉サイズ中心の大玉傾向。140 玉、

165 玉の小玉はやや減少。価格は前年並で推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥210 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥162） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。産地の天候不順により各サイズで入荷量が

大幅に減少。特に大玉が少ない。価格はやや高めで推移。5 月中

は全体的に入荷量が少ない予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 90％ 


