
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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 

￥81 ￥60 ▲ ▲ ▲ ￥75（￥51） 

産地概況 

茨城産を主に兵庫・愛知・九州産の入荷。各産地とも肥大が進み､

大玉傾向の見込み。量販店での需要も高いことから､前年よりは

高値推移の見通し。 

総入荷量 240ｔ 前年比 100％ 

キャベツ 

￥69 \65 ▲ ＝ ＝ ￥80（￥85） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。節分等の季節感請求のフェア等で春キャベツ

の引き合いは、先月に比べやや強いと見込むが出荷も潤沢であ

り、平年に比べ安値の見通し。 

総入荷量 350ｔ 前年比 104％ 

ねぎ 

￥370 ￥350 ＝ ＝ ＝  ￥350（￥312） 

産地概況 

束物は大分・石川、バラ物は群馬・埼玉主力の販売｡鍋需要から外

れ 出荷量も潤沢と予想されるため安値となる見通し｡ 

総入荷量 90ｔ 前年比 111.1％ 

ほうれん草

￥538 ￥550 ▲ ＝ ＝ ￥563（￥403） 

産地概況 

福岡産を中心に石川・岐阜・静岡・関東産の入荷｡福岡産は 露地

作のため､天候により入荷左右されるが、暖冬傾向と思われるた

め､概ね順調な入荷が見込まれる。価格は、2月上旬若干入荷減少

が見込まれるが、概ね保合を見込む。 

総入荷量 73ｔ 前年比 105％ 

小松菜 

￥332 ￥330 ▲ ＝ ＝ ￥563（￥330） 

産地概況 

石川県産を中心に、福岡・関東産の入荷｡石川県産は品種の変わ

り目となり端境期に入る見込み。他産地は、暖冬もあり順調な入

荷が見込まれる。価格は保合を見込む。 

総入荷量 32ｔ 前年比 108％ 

ブロッコリー

￥262 ￥300 △ ＝ ▲ ￥350（￥282） 

産地概況 

鹿児島、長崎県産を主に、高知・愛知県産の入荷｡各産地とも 12

月・1月に前進出荷傾向であったため、徐々に出荷量は 減少の

見通し。 

総入荷量 130ｔ 前年比 66％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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）
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レタス 

￥155 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥180（￥178） 

産地概況 

兵庫県産を主体に、下旬より茨城県産の入荷｡概ね安定した出荷

見込みから、前年並みの価格の見込み。 

総入荷量 190ｔ 前年比 103％ 

生椎茸 

￥1020 ￥1025 ＝ ▼ ＝ ￥1000（￥998） 

産地概況 

石川産のと 115 を主力に菌床椎茸のとてまりの入荷｡長野・新潟・

富山・徳島・兵庫産菌床椎茸の入荷｡各産地順調な入荷見込まれ

る。価格は若干高いと予想。   

総入荷量 32ｔ 前年比 95.2％ 

しめじ 

￥522 ￥520 ▼ ＝ ▼ ￥500（￥484） 

産地概況 

長野産主力に、石川・新潟・長野・企業物の入荷｡各産地、需要期

に入るものとし入荷は増える見込み。価格は昨年より若干高いと

予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 107％ 

えのき 

￥304 ￥300 ＝ ▼ ▼ ￥230（￥200） 

産地概況 

長野産主力に石川産は個人物の入荷｡各産地、需要期に入るため

入荷は増える予定。価格は 昨年より高く推移する予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 101％ 

大葉 

￥3286 ￥2200 △ ▼ ＝ ￥2400（￥2649）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。生育は順調で良好である。作付面積

も増加している。上旬に恵方巻需要を見込むが効果は限定的、月

を通して引き合いは弱いと予想する。 

総入荷量 4.5ｔ 前年比 105％ 

春菊 

￥975 ￥620 ▼ ▼ ▼ ￥520（￥521） 

産地概況 

群馬産・石川産・愛知産の入荷。順調な入荷を予想する。鍋需要

に期待もあるが、価格は弱めの推移を予想。 

総入荷量 3ｔ 前年比 100％ 



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

￥82 ￥70 ▲ ＝ ＝ ￥75（￥75） 

産地概況 

千葉・徳島産主力に九州他関東産の入荷を見込む。千葉産はトン

ネル作への移行期となるが、暖冬により他は前進傾向となってい

る。前年同様に安値を見込む。 

総入荷量 450ｔ 前年比 131％ 

かぶ 

￥122 ￥100 ▲ ＝ ▲ ￥140（￥146） 

産地概況 

石川産主力の入荷。温暖な気候から前進化している。生産者のハ

ウス内での他の作業もあり、入荷が不安定になることも有り得

る。前年並の安価を見込んでいる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 125％ 

人参 

￥117 ￥100 ▼ ＝ ＝ ￥90（￥77） 

産地概況 

愛知産主力に九州・関東からの入荷を見込む。関東産は台風被害

から不作傾向も、愛知産は太物中心に豊作傾向となっている。前

年程ではないが、安値傾向を見込んでいる。 

総入荷量 350ｔ 前年比 124％ 

蓮根 

￥561 ￥530 ▼ ▼ ＝ ￥520（471） 

産地概況 

石川主力に茨城・愛知の入荷。各産地本年度は作況悪く入荷量は

前年に比べ少ない見込みで、単価は高い。 

総入荷量 56ｔ 前年比 81％ 

甘藷 

￥251 ￥230 ▼ ▼ ＝ ￥220（￥222） 

産地概況 

石川主力に茨城産等の入荷。石川産の残量は前年よりやや増加。

昨年を上回る出荷となる見込み。 

総入荷量 190ｔ 前年比 109％ 

胡瓜 

￥470 ￥550 ▽ ▽ ＝ ￥350（￥328） 

産地概況 

高知産はＪＡ高知県、群馬産はＪＡ邑楽館林、愛知産はＪＡ西三

河からの入荷｡暖冬の影響で樹勢が悪い。2 月中旬より増量の見

込み。 

総入荷量 240ｔ 前年比 98％ 
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南瓜 

￥183 ￥190 ＝ ＝ ▼ ￥170（￥174） 

産地概況 

メキシコ・ニュージーランド産の入荷。順調な入荷を見込む。価

格は保合予想。 

総入荷量 82ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥395 ￥425 ＝ ▲ ▲ ￥440（￥431） 

産地概況 

高知産 JA 高知、愛知産ＪＡ愛知からの入荷。1月中の雨天の天候

により数量の減少が予想される。  

総入荷量 80ｔ 前年比 92％ 

トマト 

￥298 ￥340 ▲ ▲ ＝ ￥370（￥368） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、岐阜個人物に加え 熊

本産商系物の入荷。愛知産丸トマトは作の切り替えもあり品薄。

ファ－ストトマトは安定した入荷を見込む。価格は ほぼ前年並

みを見込む。 

総入荷量 180ｔ 前年比 102％ 

ミニトマト

￥548 ￥750 ▲ ▲ ＝ ￥800（￥799） 

産地概況 

愛知産はＪＡ豊橋・東三河・東三河倉庫・西三河・渥美・ＪＡあ

いち海部、熊本産は熊本市農協、高知産はＪＡ高知からの入荷。

愛知・熊本産共に出荷量は減少傾向で推移する見通し。 

総入荷量 70ｔ 前年比 104％ 

ピーマン 

￥562 ￥700 ▲ ▲ ＝ ￥720（￥629） 

産地概況 

高知産はＪＡ高知県、鹿児島産はＪＡ加世田からの入荷。成り疲

れ及び天候不順により増量は見込めない見通し。 

総入荷量 52ｔ 前年比 93％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  2月）
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豆類 

￥872 ￥920 ▲ ▲ ＝ ￥950（￥1001）

産地概況 

インゲン-高知（ＪＡ高知県）､鹿児島（商系）の入荷。 

キヌサヤ-愛知（ＪＡ渥美､赤羽根）､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渥美）の入荷。 

スナップエンドウ-鹿児島（ＪＡいぶすき）､愛知（ＪＡ渥美）の

入荷。 

そらまめ・実えんどう-鹿児島（ＪＡいぶすき）の入荷。 

総入荷量 37ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥92 ￥90 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥109） 

産地概況 

北海道・鹿児島産の入荷。道産は残量を見ながら出荷。鹿児島産

は離島産の出荷が始まり順調な入荷が予想される。 

総入荷量 340ｔ 前年比 105％ 

長芋 

￥242 ￥250 ＝ ▲ ＝ ￥280（￥314） 

産地概況 

青森・北海道産の入荷。豊作予想の中、両産地とも太物中心に安

定した入荷。価格も安値推移の見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 117％ 

玉葱 

￥77 ￥78 ＝ ＝ ＝ ￥78（￥138） 

産地概況 

北海道主力に一部静岡産新玉葱の入荷。道産は残量見ながらの調

整出荷が続くが、豊作であり、大玉中心に順調な入荷の見込み。

価格は平年に比べ低く推移の予想。 

総入荷量 550ｔ 前年比 103％ 
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デコポン 

￥430 ￥430 ▼ ▼ ＝ ￥423（￥408） 

産地概況 

鹿児島いずみより大将季の入荷。昨年に比べ小玉傾向で 20 玉中

心｡熊本産は週 2～3 回の入荷。無加温となり、安定した入荷｡18

玉～20 玉中心となる｡ 

総入荷量 130ｔ 前年比 108％ 

伊予柑 

￥2200 ￥2000 ▲ ＝ ▼ ￥200（￥194） 

産地概況 

えひめ中央より連日入荷の予定。階級は 2Ｌ中心の順調な入荷予

定。 

総入荷量 289ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥170 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥167） 

産地概況 

和歌山・湊共選・カネ太共選より週 2回の入荷。サイズは、Ｌ中

心で順調な入荷予想。 

総入荷 82ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥1100 ￥1000 ▲ ＝ ＝ ￥1100（￥1114） 

産地概況 

静岡・クラウンメロン中心に 高知・熊本産のア－ルス中心の入

荷。厳寒期という事で少なめの入荷を予想。 

総入荷量 20 前年比 110 

りんご 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥300（\249） 

産地概況 

青森県産ＪＡつがるみらい・ＪＡつがる西北・その他商系からサ

ンふじ・王林を中心とした入荷。36 玉・40 玉中心の玉流れで産

地在庫少ないことから出荷量は減少する見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1790 ￥1550 ▼ ▼ ＝ ￥1167（￥1272） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地 2番果も出揃い順調

な入荷予想。 

総入荷量 120ｔ 前年比 132％ 

キウイ 

￥440 ￥440 ▲ ＝ ＝ ￥450（￥449） 

産地概況 

福岡八女・えひめ中央からの入荷。各産地 33 玉中心で安定した

入荷見込み。和歌山産も 33 玉中心の入荷だが、年の 80％と減少

傾向となる見込み。 

総入荷量 29ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥119 ￥125 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥146） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ハイランド系は順調な入荷が見込まれる。

ロ－ランド系はやや減少する見込み。価格は高めに推移｡ 

総入荷量 930ｔ 前年比 102％ 

オレンジ 

￥195 ￥230 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥267） 

産地概況 

アメリカ産ネ－ブル種。72 玉・88 玉中心の入荷。高糖系・レギ

ュラ－ブランドともに順調な入荷。価格は先月より強保合での推

移｡ 

総入荷量 60ｔ 前年比 107％ 

グレープ 

フルーツ 

￥186 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥175） 

産地概況 

イスラエル産ルビ－種・ホワイト種、フロリダ産ルビ－種・ホワ

イト種、イスラエル産 40 玉・44 玉中心。フロリダ産 40 玉中心の

入荷。価格は前年並で推移｡ 

総入荷量 33ｔ 前年比 106％ 

レモン 

￥345 ￥340 ＝ ▼ ▼ ￥320（￥302） 

産地概況 

アメリカ産の入荷｡中心サイズは 140 玉で中旬以降、115 玉中心

の見込み。価格は弱保合で推移する見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 109％ 

パイン 

アップル 

￥123 ￥130 ＝ ▲ ＝ ￥140（￥142） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。スウィ－ティオ・デルモンテともに各サイ

ズ安定した入荷が見込まれる。価格はやや高くなる見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 111％ 


