
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  1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 

￥68 ￥80 ＝ ▼ ▼ ￥70（￥57） 

産地概況 

茨城産を主に兵庫、愛知県産の入荷｡概ね順調な入荷予想から、

量販店でも荷動きは良い状況が続くと見られる。 

総入荷量 280ｔ 前年比 103％ 

キャベツ 

￥69 ￥85 ▲ ＝ ▲ ￥100（￥102） 

産地概況 

愛知産主力の入荷｡春系の出荷が増加し、冬系は減少となる。茨

城県産等が少なくなり相場はやや強気配。平年並みの入荷予想。

総入荷量 300ｔ 前年比 102％ 

ねぎ 

￥313 ￥450 ▼ ▼ = ￥400（￥342） 

産地概況 

埼玉・群馬県産バラ、石川、大分産束物主体の入荷｡石川は降雪次

第で数量変動が激しく、大分産での代替になる。概ね順調な入荷

予想。 

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 

ほうれん草

￥551 ￥700 ▼ ＝ ＝ ￥506（￥496） 

産地概況 

石川県産を中心に､九州､中京､関東地区の入荷｡今後の天候次第

ではあるが各産地出棚うと思われ､順調な入荷が見込まれる。価

格は 平年並みを見込む。 

総入荷量 85ｔ 前年比 102.4％ 

小松菜 

￥376 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥379（￥373） 

産地概況 

石川県産を中心に九州・関東地区の入荷｡今後の天候次第ではあ

るが、昨年の暖冬による安値の影響により、作付けが減少してい

る地区もあるが、安定した入荷が見込まれる。価格は 平年並み

を見込む。 

総入荷量 33ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  1月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 
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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-2 

ブロッコリー

￥356 ￥400 ＝ ▼ ▼ ￥360（￥338） 

産地概況 

長崎県産を主に、愛知・高知・児島県産の入荷｡各産地とも安定し

た出荷が予想される為、価格も安定見通し。 

総入荷量 120ｔ 前年比 105％ 

レタス 

￥141 ￥200 ▲ ▲ ▲ ￥220（￥188） 

産地概況 

兵庫県産を主に、長崎・静岡県産の入荷｡厳寒期のレタスは、天候

に大きく左右される為、不安定な入荷が予想される。 

総入荷量 140ｔ 前年比 90％ 

生椎茸 

￥1005 ￥1100 ▼ ＝ ▲ ￥1100（￥1069） 

産地概況 

石川産主力に長野・富山・徳島・新潟・岐阜産の入荷｡各産地順調

な入荷が見込まれる｡のと 115・のとてまりは 天候次第だが 1月

中旬以降に増量の見込み｡価格は昨年より高くなる予想｡ 

総入荷量 30ｔ 前年比 104％ 

しめじ 

￥576 ￥580 ▼ ▼ ▼ ￥515（￥545） 

産地概況 

長野産主力に 石川・長野・新潟産企業物の入荷｡長野産は順調な

入荷が見込まれる｡企業物は中旬頃より順調な入荷が見込まれ

る｡価格は 昨年より安いと予想される。 

総入荷量 30ｔ 前年比 110.7％ 

えのき 

￥289 ￥295 ▼ ▼ ＝ ￥247（￥268） 

産地概況 

長野産主力に石川産個人物の入荷｡石川産は順調な入荷｡長野産

は上旬少なく中旬頃より順調な入荷が見込まれる｡価格は昨年よ

り安く推移すると予想｡ 

総入荷量 68ｔ 前年比 106.9％ 

大葉 

￥2850 ￥5500 ＝ ▽ ▽ ￥3300（￥3052）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。中旬以降は新年会需要等も落ち着

き、相場は弱めに推移すると予想する。上旬一時的にパートの正

月休み等で出荷量減少する場面もあるが、基本的には順調な出荷

を見込んでいる。 

総入荷量 5.2ｔ 前年比 101％ 
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春菊 

￥659 ￥1300 ▼ ▼ ▼ ￥850（￥750） 

産地概況 

群馬・石川産からの入荷。相場は弱めになる予想。天候にも左右

されるが、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 7ｔ 前年比 116％ 

大根 

￥60 ￥80 △ ▼ ▼ ￥90（￥62） 

産地概況 

千葉産主力に徳島産の入荷｡前進傾向の為､現状では 1 月に関東

地区では端境期発生の恐れが危惧されている｡ 

総入荷量 450ｔ 前年比 110％ 

かぶ 

￥100 ￥150 ▲ ＝ ＝ ￥180（￥149） 

産地概況 

石川産主力の入荷｡天候に左右されるものの、順調な入荷を見込

んでいる｡ 

総入荷量 50ｔ 前年比 116％ 

人参 

￥113 ￥140 ▲ ▼ ▼ ￥130（￥96） 

産地概況 

愛知産主力の入荷｡他に関東・九州産。台風の影響から 関東産

は少ない見込み｡ 

総入荷量 350ｔ 前年比 146％ 

蓮根 

￥498 ￥550 = ▼ ▼ ￥520（￥500） 

産地概況 

石川産主力の入荷｡天候次第だが順調な入荷予定。前年に比べ、

生育悪く入荷量減の見込み｡ 

総入荷量 60ｔ 前年比 92％ 

甘藷 

￥252 ￥250 ▲ ▲ ▼ ￥260（￥258） 

産地概況 

石川中心に茨城産等の入荷。共に下旬以降増量の見込み｡ 

総入荷量 140ｔ 前年比 107％ 
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胡瓜 

￥436 ￥520 ▽ ▼ ＝ ￥400（￥391） 

産地概況 

高知産（ＪＡ高知県）主力に愛知産（ＪＡ西三河）からの入荷｡相

場落ち着かせながらの販売も 12 月夜温が高かったため樹勢が著

しくなく大幅な増量は見込めない｡ 

総入荷量 260ｔ 前年比 98％ 

南瓜 

￥207 ￥220 ▼ ＝ ＝ ￥190（￥193） 

産地概況 

メキシコ産中心の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 100ｔ 前年比 109％ 

茄子 

￥459 ￥440 ▼ ＝ ▼ ￥420（￥392）412

産地概況 

高知産ＪＡ高知県 愛知産ＪＡ豊橋からで、高知産主体の入荷｡各

産地例年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 100％ 

トマト 

￥386 ￥280 ▼ ＝ ▲ ￥290（￥292）383

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ主力の入荷｡九州産含め順

調な出荷が見込まれ、価格も安値であった前年並みを見込む。 

総入荷量 190ｔ 前年比 104％ 

ミニトマト

￥616 ￥420 ＝ ▲ ＝ ￥430（￥657） 

産地概況 

愛知産はＪＡあいち海部・ＪＡ豊橋・ＪＡひまわり・西三河・東

三河・東三河倉庫、熊本市農協の入荷｡価格は前年並みの推移と

なる見込み｡ 

総入荷量 88ｔ 前年比 104％ 
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ピーマン 

￥357 ￥550 △ △ ＝ ￥620（￥631） 

産地概況 

高知（ＪＡ高知）、鹿児島(ＪＡ加世田)の入荷｡成り疲れ及び冷え込

みから入荷減､単価高の見通し。 

総入荷量 42ｔ 前年比 95％ 

豆類 

￥1081 ￥1100 ▼ ▼ ＝ ￥950（￥943）

産地概況 

インゲン-高知(ＪＡ高知)、鹿児島(商系)の入荷｡ 

キヌサヤ-愛知(ＪＡ愛知みなみ)､鹿児島(ＪＡいずみ)の入荷｡  

砂糖エンドウ-静岡(ＪＡとぴあ)、愛知(ＪＡ愛知みなみ)の入荷｡ 

スナップエンドウ-鹿児島(ＪＡいぶすき)､愛知(ＪＡ豊橋・ＪＡ愛

知みなみ)の入荷｡ 

そらまめ・ピ-ス-鹿児島(ＪＡいぶすき)の入荷｡ 

総入荷量 32ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥90 ￥90 ▲ ＝ ＝ ￥110（￥123） 

産地概況 

北海道産主体に長崎､鹿児島産の入荷｡北海道産は残量を見ながら

の出荷となり、男しゃく､メ－クイン､キタアカリ､キタムカイが入

荷する｡長崎､鹿児島産は 生育が良く順調な入荷が予想される｡ 

総入荷量 380ｔ 前年比 103％ 

長芋 

￥239 ￥230 ＝ ＝ ▲ ￥250（￥333） 

産地概況 

青森､北海道産の入荷｡青森産は太物中心に順調な入荷｡北海道主力

の川西地区の出荷休みに入るため、入荷不安定。ただ 北海道全体

としては青森産同様 太物中心の作柄で価格は保合見込み｡ 

総入荷量 50ｔ 前年比 142％ 

玉葱 

￥74 ￥75 ＝ ▲ ▲ ￥78（￥132） 

産地概況 

北海道各産地より入荷｡年が明け残量を調整しながらの出荷となり

弱干出荷ぺ－スが落ち、出回量減少の予想で徐々に単価は上昇の見

込み｡中旬からは静岡産新玉葱も入荷予定。 

総入荷量 520ｔ 前年比 104％ 
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みかん 

￥300 ￥250 ▲ ▲ ▲ ￥250（￥247） 

産地概況 

静岡―ＪＡ三ケ日青島みかんの入荷｡前年の 6 割作と非常に少な

く高値予想｡長野―伊木力より入荷｡週 3回の入荷予定。福岡―年

明け販売は 1～3 回程で終了。 

総入荷量 480ｔ 前年比 102％ 

デコポン 

￥743 ￥650 ▽ ＝ ▽ ￥450（￥469） 

産地概況 

鹿児島主力に熊本・佐賀の入荷｡各産地昨年並みに順調な入荷見

通し。 

総入荷量 70ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

￥250 ￥200 ▲ ＝ ＝▼ ￥220（￥210） 

産地概況 

ＪＡえひめ中央よリ入荷｡Ｌ玉は 20 日以降より販売開始｡全体的

に小玉傾向｡ 

総入荷 30ｔ 前年比 180％ 

メロン 

￥850 ￥1000 ＝ ＝ ＝ ￥1000（￥952） 

産地概況 

静岡―上・中旬頃までは、7㎏～8kg 中心の入荷となる見込み｡ 

高知―出荷数量も回復し、6玉中心の入荷となる見込み｡ 

総入荷量 46ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥285 ￥300 ▼ ▽ ▽ ￥250（￥233） 

産地概況 

青森県産 サンふじ､王林中心の入荷｡ 

総入荷量 140ｔ 前年比 98％ 

苺 

￥1891 ￥2000 ▽ ＝ ▽ ￥1603（￥1412） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地端境期により、上､中

旬昨年に比べ数量減予想｡以降順調な入荷見通し。 

総入荷量 78ｔ 前年比 103％ 

冷蔵柿 

￥394 ￥370 ▼ ＝ ＝ ￥360（￥380） 

産地概況 

JA あさくら・にじからの入荷｡各産地 2Ｌ・Ｌ中心の入荷となる

見込み｡ 

総入荷量 26ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥190 ￥190 ▲ ＝ ＝ ￥195（￥197） 

産地概況 

フィリピン産・南米産の入荷。ハイランド系およびローランド系

ともに入荷量がやや減少していく見込み。価格はやや上昇する。

総入荷量 840ｔ 前年比 102％ 

オレンジ 

￥197 ￥190 ＝ ▲ ▲ ￥240（￥262） 

産地概況 

オーストラリア産・アメリカ産の入荷。オーストラリア産バレン

シア種で中玉サイズの入荷。アメリカ産は 88 玉サイズ中心の小

玉傾向。価格は強保合で推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 130％ 

グレープ 

フルーツ 

￥180 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥186） 

産地概況 

フロリダ産ルビー・ホワイト、イスラエル産ルビー・ホワイトの

入荷。フロリダ産・イスラエル産ともに中玉サイズ中心の入荷。

価格は保合で推移。 

総入荷量 42ｔ 前年比 105％ 

レモン 

￥262 ￥280 ▲ ＝ ＝ ￥300（￥326） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。95 玉・115 玉サイズの大玉数量回復し、各サ

イズ安定した入荷。価格は上旬は強保合。中旬以降保合で推移。

総入荷量 33ｔ 前年比 114％ 

パイン 

アップル 

￥162 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥150（￥145） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。6 玉サイズを中心に安定した入荷となる見

込み。価格は前年並みかやや安めになる見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 


