
主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 年  12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 

￥75 ￥70 ▼ ▼ ▼ ￥65（￥51） 

産地概況 

茨城産主体に九州産の入荷。安定した入荷見通し。 

総入荷量 280ｔ 前年比 101％ 

キャベツ 

￥83 ￥80 ▲ ▲ ▼ ￥100（￥72） 

産地概況 

愛知産・茨城県産主体に石川県産の入荷。生育は概ね良好だが、

天候によって日々の出荷量は大きく左右されるため、不安定な相

場が予想される。 

総入荷量 350ｔ 前年比 105.8％ 

ねぎ 

￥353 ￥370 ＝ ▲ ▲ ￥380（￥352） 

産地概況 

埼玉・群馬県・大分・石川県産の入荷。大分は中旬頃より年末に

向けての入荷。平年に比べ県外物はやや少なく、県内物は 10 月・

11 月の出荷が少なかった分やや多い出荷の見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 111.7％ 

ほうれん草

￥777 ￥700 ▼ ＝ ▲ ￥514（￥419） 

産地概況 

石川県産を中心に九州・中京・関東産の入荷。石川県産は平野部

のハウスのみの出荷となるので減少。九州産は、ハウス物は終了

となり露地物が安定した入荷。中京・関東産は、台風と長雨、日

照不足のため生育不良で、不安定な入荷だが、徐々に安定する見

込み。価格は例年よりやや強いと思われる。 

総入荷量 72ｔ 前年比 101％ 

小松菜 

￥399 ￥300 ▼ ＝ ▲ ￥278（￥269） 

産地概況 

石川産中心に九州・関東産の入荷。石川県産は概ね順調な入荷。

九州産は順調な入荷が見込まれますが、昨年の暖冬による安値か

ら作付を若干移行。関東産は、ほうれん草同様。価格は例年並み

を予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 年  12月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 

品名 
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ブロッコリー

￥541 ￥450 ▽ ▼ ▼ ￥400（￥382） 

産地概況 

石川県産を主体に、愛知・高知・九州産の入荷。潤沢な入荷見通

し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 109％ 

レタス 

￥204 ￥200 ＝ ▲ △ ￥250（￥136） 

産地概況 

兵庫県産を主体に長崎・静岡県産の入荷。クリスマス・年末に向

け需要は伸びるが、概ね安定した入荷を見込む。 

総入荷量 220ｔ 前年比 92％ 

生椎茸 

￥949 ￥960 ▲ ▲ ▲ ￥1100（￥1069） 

産地概況 

石川県産主力に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。需要期に入り、

入荷は徐々に増えてくる見込み。価格は昨年より若干高いとみ

る。 

総入荷量 45ｔ 前年比 112.5％ 

しめじ 

￥533 ￥540 ▲ ＝ ▲ ￥575（￥570） 

産地概況 

長野県主力に石川・新潟・長野の企業物の入荷。順調な入荷が見

込まれる。価格は昨年よりも若干高いとみる。 

総入荷量 95ｔ 前年比 104.4％ 

えのき 

￥237 ￥245 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥238） 

産地概況 

長野県は JA 中野市中心に JA 千曲・マルヨ・ヤマヨ、石川は木村

氏の入荷。需要期に入り、入荷は順調と予想。価格は昨年よりも

高いと予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 110％ 

大葉 

￥2907 ￥2800 ▼ △ △ ￥3228（￥3600）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。年末に向けての面積は確保されてい

る。順調な入荷を見込む。最需要期の１つである、年末の販売へ

向けて引き合い強まり、特に中・下旬は堅調な相場の展開を見込

む。 

総入荷量 5.3ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 年  12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-3 

春菊 

￥671 ￥550 ▲ ▲ △ ￥775（￥750） 

産地概況 

群馬・石川・愛知産の入荷。順調な入荷を見込む。年末の需要も

あり、引き合いは強まる。 

総入荷量 12ｔ 前年比 127％ 

大根 

￥94 ￥90 ▼ ＝ ▲ ￥90（￥45） 

産地概況 

千葉産主力に石川産残量、他関東・四国・九州より入荷。順調な

入を見込む。極端な単価安であった前年から較べると大幅高だ

が、ほぼ平年並みの単価を見込んでいる。 

総入荷量 500ｔ 前年比 103％ 

かぶ 

￥121 ￥150 ▲ ▲ ＝ ￥180（￥134） 

産地概況 

石川産主体の入荷。九州他の大玉の入荷を見込む。極端な単価安

であった前年から較べると大幅高だが、ほぼ平年並みの単価を見

込んでいる。 

総入荷量 90ｔ 前年比 118％ 

人参 

￥110 ￥130 ▼ ＝ ▲ ￥130（￥101） 

産地概況 

岐阜・石川産は前半で終了。愛知産主力に千葉・長崎他の入荷を

見込む。中部以西の産地は順調な入荷の見込み。価格はほぼ平年

並みの見込み。 

総入荷量 320ｔ 前年比 146％ 

蓮根 

￥537 ￥500 ＝ △ △ ￥580（￥508） 

産地概況 

石川産主力に茨城・愛知産の入荷。各産地ともやや不作傾向。前

年より入荷減。単価高で推移する見込み。 

総入荷量 95ｔ 前年比 94％ 

甘藷 

￥281 ￥270 ▼ ▼ ＝ ￥250（￥236） 

産地概況 

石川産中心に茨城県産の入荷。石川はやや小玉傾向で前年より高

値の見込み。茨城他関東産地は台風で貯蔵施設が被災した影響で

年内の出荷は増える見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 97％ 
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胡瓜 

￥393 ￥300 ▲ ▲ △ ￥470（￥498） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）愛知産（JA 西三河）上旬まで石川産（JA 松

任・小松・内浦）の入荷。高知・愛知産は生育順調。石川産は切

り上がり早まる可能性あり。寒波次第で中旬より減少。年末に向

け上げ相場を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 110％ 

南瓜 

￥145 ￥170 ＝ △ ▼ ￥180（￥372） 

産地概況 

メキシコ産・鹿児島・石川の入荷。冬至需要に向け、引き合いは

強まる。 

総入荷量 90ｔ 前年比 125％ 

茄子 

￥444 ￥480 ▲ ▼ ▼ ￥450（￥420） 

産地概況 

高知産（JA 高知）愛知産（JA 豊橋）の入荷で高知産主体の販売。

生育状況順調。例年並みの数量見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 107％ 

トマト 

￥483 ￥450 ▼ ▼ ▼ ￥380（￥340） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、石川産 JA 小松市・松任、

岐阜個人物の入荷。石川産は終盤につき徐々に減少ながら愛知産

出荷ピークを迎える見通し。価格は緩やかに下げを見込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 94％ 

ミニトマト

￥808 ￥750 ▼ ▼ ＝ ￥650（￥579） 

産地概況 

愛知産 JA あいち海部、JA 豊橋、JA ひまわり・西三河・東江河倉

庫・西三河の入荷。石川産のとやさい出荷協議会、熊本産 JA 熊

本市からの入荷。愛知・熊本産共に出荷のピークを迎える見込み。

12 月中旬までは緩やかな下げ相場の見通し。 

総入荷量 90ｔ 前年比 95％ 
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ピーマン 

￥376 ￥400 ＝ ＝ ▲ ￥420（￥407） 

産地概況 

高知（JA 高知県）鹿児島（JA 加世田）県産の入荷。両産地共に前

月の増量後から一時減少傾向に入り、入荷量微減を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 92％ 

豆類 

￥1163 ￥800 ＝ ＝ ▲ ￥1050（￥1061）

産地概況 

インゲンは高知（JA 高知県）鹿児島（商系）の入荷。キヌサヤは

愛知（JA 愛知みなみ）鹿児島（JA 鹿児島いずみ）の入荷。砂糖エ

ンドウは静岡（JA とぴあ）愛知（JA 渥美）の入荷。スナップは鹿

児島（JA いぶすき）愛知（JA 渥美・赤羽根）の入荷。そらまめは

鹿児島（JA いぶすき）の入荷。 

総入荷量 25ｔ 前年比 109％ 

馬鈴薯 

￥92 ￥90 ＝ ▲ ▲ ￥100（￥118） 

産地概況 

北海道産主体に長崎産の入荷。北海道産男爵・メークイン・キタ

アカリが順調な入荷見込み。長崎産秋掘馬鈴薯は例年通り中旬頃

より入荷予想。 

総入荷量 300ｔ 前年比 104％ 

長芋 

￥267 ￥250 ＝ ＝ ▲ ￥280（￥330） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも新物出そろい太物中心の安定

した入荷を見込む。 

総入荷量 75ｔ 前年比 131％ 

玉葱 

￥77 ￥75 ＝ ＝ ＝ ￥75（￥115） 

産地概況 

北海道各産地よりの入荷。各産地ともに大玉中心の順調な入荷予

想。前年に比べ単価安で推移の見込み。 

総入荷量 510ｔ 前年比 104％ 
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みかん 

￥200 ￥200 ＝ △ ＝ ￥220（￥242） 

産地概況 

福岡は中旬頃まで早生の入荷。以降貯蔵に切り替る。長崎は年内

一杯は早生みかんで順調な入荷。L・M 中心。和歌山は JA ながみ

ねより週 2回の入荷予定。 

総入荷量 1350ｔ 前年比 102％ 

デコポン 

￥850 ￥850 ▼ ▼ ＝ ￥677（￥637） 

産地概況 

鹿児島より大将季の入荷。昨年並の入荷予想。熊本は 12 月 5 日

前後初売り。10 日以降増量する。 

総入荷量 85ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1921 ￥1500 ＝ △ ▼ ￥2013（￥1954） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地 10 月からの高温に

より前倒しの出荷となっている。中旬より業務需要の引き合いも

強くなり、下旬については数量減の予想となっており、価格につ

いては若干高い予想。 

総入荷 65ｔ 前年比 102％ 

メロン 

￥750 ￥850 ＝ ＝ ＝ ￥850（￥820） 

産地概況 

静岡は年内は大玉から小玉まで幅広い入荷予想だが、若干下位等

級の発生が多い見通し。高知は土佐市中心に順調な入荷で６玉 8

㎏中心となる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥245 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥241） 

産地概況 

青森県産は JA 西北・JA 津軽みらい・商人からの入荷。サンふじ

中心で 36 玉・40 玉の流れ。 

総入荷量 150ｔ 前年比 103％ 

ぶどう類 

￥1300 ￥1400 ▲ ▲ ▲ ￥1750（￥1721） 

産地概況 

長野はシャインマスカットは冷蔵に切り替る。量は例年から見る

と少なめ。岡山の紫苑は減少。コールマン中心の販売。年内一杯

で終了。 

総入荷量 4ｔ 前年比 93％ 

干し柿 

￥1655 ￥2200 ＝ ＝ ▽ ￥2500（￥2456） 

産地概況 

石川は JA 志賀よりころ柿の入荷。月・木・土の販売。富山は富

山干柿出荷連合より干柿の入荷。長野は市田柿の入荷。 

総入荷量 33ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥160 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥145） 

産地概況 

フィリピン産・南米産の入荷。両産地とも安定した天候となって

いる。ハイランド・ローランド系ともに順調な入荷となっている。

価格は保合い。 

総入荷量 880ｔ 前年比 101％ 

オレンジ 

￥189 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥196） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種・バレンシア種・カルフォルニア種・

ネーブル種の入荷。オーストラリア産についてはネーブル種は終

盤となり、バレンシア種主体の入荷。中玉サイズは 88 玉。カル

フォルニア産については下旬より入荷予定。価格は前年並で推

移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 120％ 

グレープ 

フルーツ 

￥135 ￥140 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥131） 

産地概況 

メキシコ産ルビー種、フロリダ産・イスラエル産の入荷。イスラ

エル産ルビー種・ホワイト種については上旬より入荷予定。中心

サイズはルビー種・ホワイト種ともに 44 玉・49 玉。価格は前年

並で推移。 

総入荷量 77ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥283 ￥290 ＝ ＝ ＝ ￥290（￥281） 

産地概況 

アメリカ産・チリ産の入荷。アメリカ産 140 玉・165 玉サイズの

小玉傾向。チリ産は終盤で 165 玉のみ入荷。価格は前年並みで推

移する見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥171 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥150（￥138） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。各サイズとも安定した入荷となっている。

価格は前年並みに推移する見込み。 

総入荷量 52ｔ 前年比 100％ 


