
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  3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 

￥55 ￥80 ▲ ▼ ▼ ￥70（￥58） 

産地概況 

兵庫県産・愛知県産を主に九州産の入荷｡上旬において､茨城県産

の早期終了から端境となり､価格は上昇となるも 中旬以降は落

ち着く見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 100％ 

キャベツ 

￥59 ￥65 ＝ ▲ ＝  ￥80（￥59） 

産地概況 

愛知産主体の入荷｡中旬以降は、前進出荷した生育の端境となる

ことが予想され、相場はやや上昇を見込む｡ 

総入荷量 420ｔ 前年比 100％ 

ねぎ 

￥270 ￥300 ▲ ＝ ▲ ￥330（￥263） 

産地概況 

大分・埼玉・群馬県産主体に石川県産の販売。暖冬の影響から太

物の比率が高くとう立ちも早くなることが見込まれる。下旬頃よ

り､関東物も減少となり､相場浮上の見込み｡ 

総入荷量 90ｔ 前年比 111％ 

ほうれん草

￥417 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥494（￥370） 

産地概況 

九州産を中心に、石川・中京・関東の入荷。好天に恵まれ、各産

地順調な入荷。ただし、暖冬による前進出荷により、切り上がり

が早くなる予想。後続産地も前進出荷しているが、若干の端境が

生じる可能性あり。 

総入荷量 80ｔ 前年比 81％ 

小松菜 

￥276 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥283（￥210） 

産地概況 

石川県産を中心に九州・関東産の入荷｡各産地好天に恵まれ順調

な入荷。ただし、昨年の暖冬による単価安ににより、作付減少し

ているため例年より入荷少ないと思われる｡ 

総入荷量 53ｔ 前年比 103％ 

ブロッコリー

￥298 ￥300 ▲ ▲ ▲ ￥350（￥298） 

産地概況 

高知・九州産を主に、愛知・石川県産の入荷。各産地とも 1～2月

において前進出荷傾向から 3月は 端境の影響が出る見通し。 

総入荷量 150ｔ 前年比 103％ 
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B-2 

レタス 

￥145 ￥160 ＝ ▼ ▼ ￥150（￥128） 

産地概況 

茨城県産を主に、兵庫・ｓｚ長崎県産の入荷。概ね安定した入荷

見通し。 

総入荷量 250 前年比 88 

生椎茸 

￥956 ￥1000 ▼ ＝ ▼ ￥920（￥894） 

産地概況 

石川産主体に長野・兵庫・富山・徳島産に加え新潟産企業物の入

荷。石川産はのと１１５・のとてまり徐々に増量傾向､各産地増

も量傾向の予想。価格は昨年より若干高いと予想する｡  

総入荷量 33ｔ 前年比 94.3％ 

しめじ 

￥420 ￥425 ＝ ▼ ＝ ￥450（￥442） 

産地概況 

長野産主体に新潟・石川・長野産企業物の入荷。各産地順調な入

荷が見込まれる。価格は昨年より高いと予想する。 

総入荷量 25ｔ 前年比 114.3％ 

えのき 

￥212 ￥210 ▼ ＝ ▼ ￥165（￥162） 

産地概況 

長野産主力に石川産は木村氏個人の入荷。各産地順調で増量の見

込み。価格は昨年とほぼ変わらないと予想する。 

総入荷量 60ｔ 前年比 109.1％ 

大葉 

￥2300 ￥2200 ▼ ▼ ▼ ￥2200（￥2180）

産地概況 

愛知豊橋温室からの入荷。生育は順調で安定入荷を見込む。コロ

ナウイルスの影響で業務関係の扱いが低迷している。 

終息宣言が出るまではかなり苦しい展開が予想される。 

総入荷量 6ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥537 ￥495 ▼ ▼ ＝ ￥380（￥386） 

産地概況 

群馬産中心に石川産の入荷。安定した入荷を見込むが、需要の落

ち込みから価格は弱め。 

総入荷量 5.5ｔ 前年比 105％ 
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大根 

￥67 ￥80 ▲ ▲ ＝ ￥90(￥85) 

産地概況 

千葉産主力に徳島他からの入荷｡徳島産は 下旬にて終了する見

込み｡千葉産トンネル作は順調な入荷を見込んでいる｡他は九州

他より入荷｡ 

総入荷量 400ｔ 前年比 113％ 

かぶ 

￥120 ￥150 ▲ ＝ ▲ ￥180(￥163) 

産地概況 

石川産主力に関東産春かぶの入荷を見込む｡石川産は前進化から

早期終了の可能性有り｡ 

総入荷量 35ｔ 前年比 137％ 

人参 

￥71 ￥70 ▲ ▲ ＝ ￥100（￥96） 

産地概況 

愛知産は 太物主力に 3/20 頃までの見込み｡徳島産は生育順調か

つ､前進している。早ければ 3月上旬からの見込み｡単価は安価で

あった前年並を見込んでいる｡ 

総入荷量 350ｔ 前年比 138％ 

蓮根 

￥523 ￥520 ＝ ＝ ▼ ￥500（￥474） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城の入荷｡各産地前年に比べ残量は少ない｡

徐々に価格は下がる見込みだが､前年より高値で推移する見込

み｡ 

総入荷量 58ｔ 前年比 89％ 

甘藷 

￥212 ￥200 ＝ ＝ ▲ ￥210（￥225） 

産地概況 

石川中心に茨城等の入荷。石川産の残量は前年並の見込みだが､

暖冬の影響から､前倒しの出荷となっており､入荷増、単価安の見

込み｡ 

総入荷量 160ｔ 前年比 118％ 
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胡瓜 

￥444 ￥340   ▼ ▼ ▼ ￥300（￥298） 

産地概況 

高知（ＪＡ高知県）、群馬(ＪＡ邑楽館林)、愛知(ＪＡ西三河)下旬

より石川産個人出荷にて入荷開始。気温上昇と共に入荷増量。相

場を徐々に上げながら売り場確保を狙った販売となる｡ 

総入荷量 305ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥169 ￥126 ＝ ▲ ▲ ￥140（￥154） 

産地概況 

ニュージーランド産の入荷。安定した入荷を見こむ。荷動き悪く、

価格は弱め。 

総入荷量 100ｔ 前年比 113％ 

茄子 

￥460 ￥440 ▼ ＝ ▼ ￥380（￥368） 

産地概況 

高知産ＪＡ高知県､愛知産ＪＡ豊橋からの入荷。最盛期に向かい

増量傾向であるが昨年に比べ数量減の予想｡ 

総入荷量 130ｔ 前年比 94％ 

トマト 

￥425 ￥360 ＝ ▲ ＝ ￥380（￥403） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、岐阜産個人物の入荷。

各産地丸トマトは前年比減ながら、愛知産ファ－ストトマトは

最盛期を迎える。前年に比べ若干減。価格は前年比若干安を見込

む。 

総入荷量 240ｔ 前年比 93％ 

ミニトマト

￥815 ￥750 ＝ ▲ ＝ ￥775（￥806） 

産地概況 

愛知産はＪＡ豊橋・愛知みなみ・東三河・東三河倉庫・ひまわり・

西三河・あいち海部、熊本産は熊本市農協・ＪＡ高知からの入荷。

入荷量は前年よりもやや減少の見込み｡価格は前年に比べて若干

安く推移する予想｡   

総入荷量 83ｔ 前年比 94％ 

ピーマン 

￥763 ￥710 ▼ ▼ ＝ ￥580（￥579） 

産地概況 

高知県は JA 高知県、鹿児島は JA 加世田の入荷。各産地順調な入

荷が見込まれる。上旬より増量傾向となる見通し。 

総入荷量 58ｔ 前年比 104％ 
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B-5 

豆類 

￥896 ￥860 ▲ ＝ ＝ ￥890（￥877）

産地概況 

インゲン－ 高知・鹿児島・輸入(オコ-ン)の入荷 

キヌサヤ－愛知・鹿児島産の入荷 

砂糖エンドウ‐愛知・静岡産の入荷 

えんどう－愛知・鹿児島産の入荷 

ピ－ス・そら豆‐鹿児島産の入荷 

総入荷量 42ｔ 前年比 95％ 

馬鈴薯 

￥85 ￥100 ▲ ＝ ＝ ￥110（￥146） 

産地概況 

北海道・鹿児島産の入荷。北海道産は男しゃく主力に残量を見な

がらの出荷となる｡鹿児島産は作付減少等々から大玉傾向である

が数量的に多くない見込み。 

総入荷量 480ｔ 前年比 101％ 

長芋 

￥248 ￥250 ▲ ＝ ▼ ￥250（￥306） 

産地概況 

青森､北海道産の入荷｡太物中心の出荷は変わらずだが 北海道産

出荷が本格的に伴わない細物も多少増えてくる見込み。価格は保

合予想｡ 

総入荷量 55ｔ 前年比 110％ 

玉葱 

￥71 ￥71 ＝ ▲ ▲ ￥75（￥129） 

産地概況 

北海道貯蔵物に加え、静岡、愛知等府県産の入荷｡北海道産の残

量は多いと見られ潤沢な入荷が予想され、平年に比べ単価安での

推移見込み。新玉葱は徐々に入荷増の予想であるが天候に左右さ

れる可能性がある。 

総入荷量 650ｔ 前年比 113％ 
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デコポン 

￥350 ￥330 ▼ ＝ ＝ ￥320（￥313） 

産地概況 

鹿児島・熊本・長崎・愛媛産他、多産地より入荷し数量増となる｡

総入荷量 172ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

￥200 ￥200 ▲ ＝ ▼ ￥190（￥190） 

産地概況 

愛媛中央より入荷。Ｍ玉と弥生紅中心の 3月中旬まで出荷販売の

予想。 

総入荷量 240ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥153 ￥160 ▲ ＝ ＝ ￥170（￥169） 

産地概況 

和歌山カネ太、湊共撰より週 2回の入荷予定。需要期となるため

相場は強気配。 

総入荷 50ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥967 ￥951 ▲ ▲ ＝ ￥1100（￥1185） 

産地概況 

静岡産主体に､高知産の入荷。静岡産は 1 月の曇天の影響もあり､

上旬頃は 雪等の共撰品の出荷が多い見込み｡ 

総入荷量 25ｔ 前年比 113％ 

りんご 

￥295 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥300（￥250） 

産地概況 

青森県産サンふじ・王林・ジョナゴールドを中心とした入荷｡各

農協､各商人､ＣＡ貯蔵の出荷始まる｡36 玉､40 玉中心の玉流れ｡ 

総入荷量 200ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1389 ￥1200 ＝ ▼ ＝ ￥1160（￥1351） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。各産地 2番果から 3番果と

なり、順調な入荷見通し。 

総入荷量 155ｔ 前年比 142％ 

キウイ 

￥488 ￥505 ▲ ＝ ＝ ￥520（￥491） 

産地概況 

福岡産・愛媛産の入荷｡各産地 33 玉中心の入荷。中旬～下旬にか

けて、数量は減少する見込み｡ 

総入荷量 29ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥110 ￥120 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥145） 

産地概況 

フィリピン産・南米産の入荷｡ 

ハイランド系は順調な入荷が見込まれる。 

価格は高め推移｡ 

総入荷量 975ｔ 前年比 100％ 

オレンジ 

￥262 ￥250 ＝ ▼ ▼ ￥240（￥236） 

産地概況 

アメリカ産ネ－ブル種の入荷｡ 

レギュラ－ブランド及び高糖度系ブランドともに順調な入荷｡ 

昨年よりやや大玉傾向の玉流れで、72 玉中心の入荷｡ 

価格は前年並みで推移する見込み｡ 

総入荷量 79ｔ 前年比 109％ 

グレープ 

フルーツ 

￥194 ￥185 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥157） 

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

イト種の入荷｡イスラエル産は 44 玉・49 玉サイズ中心。フロリダ

産は 40 玉中心｡価格は 前年並みで推移｡ 

総入荷量 50ｔ 前年比 113％ 

レモン 

￥322 ￥320 ＝ ▼ ▼ ￥290（￥287） 

産地概況 

アメリカ産の入荷｡ 

中心サイズは 115 玉及び 140 玉サイズで順調な入荷｡ 

価格は前年並みで推移する見込み｡ 

総入荷量 40ｔ 前年比 90％ 

パイン 

￥154 ￥150 ＝ ＝ ▼ ￥145（￥137） 

産地概況 

フィリピン産の入荷｡ 

ド－ルのスィ－ティオ､・デルモンテ・ゴールデン中心の入荷｡ 

各ブランド順調な入荷｡ 

総入荷量 40ｔ 前年比 82％ 


