
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年 4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 

￥105 ￥130 ▼ ▼ ▼ ￥100（￥80） 

産地概況 

茨城産を主体に九州産の入荷。上旬は入荷量が不安定の見通しだ

が、徐々に回復傾向となる。 

総入荷量 250ｔ 前年比 98％ 

キャベツ 

￥75 ￥75 ＝ ▲ ▲ ￥90（￥94） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。上旬迄は概ね安定した入荷が見込まれるが、

冬キャベツの切り上がりが中旬頃よりとなるため相場はゆるや

かに上昇していく予想。 

総入荷量 420ｔ 前年比 108％ 

ねぎ 

￥275 ￥300 ▲ ▲ ＝ ￥360（￥304） 

産地概況 

大分県産束物、埼玉・群馬県産バラ物主力の入荷。関東産は春葱

への切替わりが進む。上中旬にかけては、不安定な入荷が見込ま

れる。 

総入荷量 75ｔ 前年比 109％ 

ほうれん草

￥454 ￥550 ▲ ＝ ▲ ￥518（￥472） 

産地概況 

石川地区を中心に、九州・中京・関東地区の入荷。石川産は、中

旬より入荷増。岐阜・飛騨産は中旬より入荷予定。九州・福岡産

は、着荷状況にもよるが、上旬で終了の見込み。各産地、暖冬に

より前進出荷されており、早期終了。早期入荷となる見込み。上

旬、端境を迎え品薄となり価格上昇を見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 102％ 

小松菜 

￥242 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥262（￥264） 

産地概況 

石川産中心の入荷。暖冬により前進出荷され、なおかつ品種の切

替えのため、生育遅れが発生し、端境となっていたが、上旬より

回復し、安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 65ｔ 前年比 105％ 

ブロッコリー

￥384 ￥400 ▲ ▼ ▼ ￥350（￥447） 

産地概況 

高知産を主に愛知・九州産の入荷。各産地とも新ブロッコリーの

出荷も始まり、安定した入荷を見込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 101％ 

レタス 

￥125 ￥120 ▼ △ ＝ ￥150（￥169） 

産地概況 

茨城県産を主に兵庫県産の入荷。天候に大きく左右されるが、下

旬より長野県産の入荷も予想される。 

総入荷量 250ｔ 前年比 110％ 
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生椎茸 

￥885 ￥900 ＝ ▼ ▼ ￥870（￥856） 

産地概況 

石川産主力に 徳島､富山､長野､兵庫産の入荷。各産地 作付面積

は変わらず､生育も順調との事｡価格は 昨年よりも若干高値とな

る予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 96.8％ 

しめじ 

￥444 ￥450 ＝ ＝ ▲ ￥466（￥471） 

産地概況 

長野県産中心に石川、新潟、長野産企業物の入荷となる｡入荷は

昨年よりも増える見込み。価格はその分若干下がると予想する。

総入荷量 29ｔ 前年比 119.7％ 

えのき 

￥160 ￥170 ＝ ▲ ▲ ￥200（￥193） 

産地概況 

長野産主力に石川産個人物の入荷。長野産は減産期に入っている

が、特売等売り込みも入荷は 昨年以上を目標に入荷する予想。

価格は若干強いと予想する。 

総入荷量 50ｔ 前年比 104.1％ 

大葉 

￥1,916 ￥1,800 ▼ ＝ ＝ ￥1,750（￥2,420）

産地概況 

愛知豊橋温室組合からの入荷。生育は順調で安定入荷を見込む。

前月から引き続き新型コロナウイルスの影響が大きいと現時点

では予想しており、業務需要継続を予想し、価格、引き合いとも

に弱めの展開を予想する。 

総入荷量 5.3ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥396 ￥400 ▲ ＝ ▲ ￥550（￥623） 

産地概況 

群馬・石川産の入荷。順調な入荷を見込む。業務需要の低迷から

価格は弱めを見込む。 

総入荷量 4ｔ 前年比 103％ 

大根 

￥78 ￥90 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥98） 

産地概況 

千葉産主力に九州産春大根の入荷｡暖冬の影響から順調な入荷見

込む｡ 

総入荷量 450ｔ 前年比 106％ 
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かぶ 

￥132 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥118） 

産地概況 

石川産はほぼ終了｡月末頃より関東・新潟産春かぶが入荷開始と

なる見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 104％ 

人参 

￥141 ￥170 ▼ ▼ ＝ ￥150（￥105） 

産地概況 

徳島産主力の入荷。徳島産に関しては､暖冬の影響から 4 月が出

荷ピ－クとなり､5 月は前年よりもかなり少ない予定となってい

る。Ｍ・Ｌ中心に順調な入荷を見込んでいる｡ 

総入荷量 350ｔ 前年比 107％ 

蓮根 

￥536 ￥560 ＝ ▲ ▲ ￥600（￥565） 

産地概況 

石川中心に茨城・愛知の入荷。各産地今年度産は作況悪く、暖冬

のため傷みも早いことから平年に比べ入荷減、高単価で推移する

見込み｡ 

総入荷量 28ｔ 前年比 80％ 

甘藷 

￥187 ￥200 ▲ ▲ ▲ ￥250（￥241） 

産地概況 

石川産中心に茨城等の入荷。石川産はやや前倒しでの出荷が続い

ており、4月の入荷はやや減少する見込み。 

総入荷量 105ｔ 前年比 94％ 

胡瓜 

￥339 ￥310 ▼ ▼ ▼ ￥240（￥215） 

産地概況 

高知産(JA 高知県)・群馬産(JA 館林)・愛知産(JA 西三河)に加え

て上旬より石川産(ＪＡ金沢市)からの入荷。日々増量見込み。 

総入荷量 370ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥105 ￥110 ▲ ▲ ▲ ￥160（￥164） 

産地概況 

ニュージーランド産、沖縄産の入荷。順調な入荷を見込む。価格

は強保合が続く見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 97％ 

茄子 

￥405 ￥400 ▼ ＝ ▼ ￥365（￥350） 

産地概況 

高知産 JA 高知県・愛知産 JA 豊橋からの入荷。気温も高まり各産

地増加する見込み。 

総入荷量 158ｔ 前年比 94％ 
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トマト 

￥421 ￥410 ▼ ▼ ▼ ￥360（￥356） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・愛知みなみ・ひまわりに加え、熊本産商系物の

入荷。全国的にいよいよ植え替え作型の出荷が始まり、10 日過ぎ

より出荷が安定し価格は緩やかな下げを見込む｡ 

総入荷量 300ｔ 前年比 100％ 

ミニトマト

￥882 ￥850 ▼ ▼ ▼ ￥675（￥665） 

産地概況 

JA 豊橋・ＪＡあいち海部･ＪＡひまわり･東三河･東三河・倉庫･西

三河からの入荷。熊本は JA 熊本市、高知はＪＡ高知からの入荷。

愛知・熊本産共に安定した出荷となる見通し。価格は緩やかに下

げとなる見込み。 

総入荷量 111ｔ 前年比 100％ 

ピーマン 

￥617 ￥600 ▼ ▼ ▼ ￥460（￥427） 

産地概況 

高知（JA 高知県）鹿児島（加世田）の入荷。順調な入荷見込む。

総入荷量 67ｔ 前年比 100％ 

豆類 

￥910 ￥900 ▼ ▼ ▼ ￥830（￥819）

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。 

えんどう－愛知(ＪＡ豊橋、渥美、赤羽根)の入荷。 

実えんどう・そら豆－鹿児島（ＪＡいずみ）の入荷。  

総入荷量 38ｔ 前年比 106％ 

馬鈴薯 

￥114 ￥120 ▲ ▲ ＝ ￥140（￥128） 

産地概況 

鹿児島産主体に北海道・長崎産の入荷。鹿児島産は春作になって

くる。北海道産は終盤に入り残量を見ながらの出荷で、隔日の入

荷見込みで、多くはないと見られる。長崎産は下旬頃より入荷が

あると予想される。 

総入荷量 390ｔ 前年比 100％ 

長芋 

￥294 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥320（￥309） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。青森産は秋掘り残量が少なくなり、出荷

量が不安定に。北海道産は豊作で太物中心に順調な入荷が見込ま

れる。価格はやや強保合を予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 125％ 
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玉葱 

￥71 ￥75 ＝ ＝ ▼ ￥73（￥121） 

産地概況 

北海道産貯蔵物に加え、愛知・九州等府県産の入荷。道産の残量

は平年に比べ多い予想で、4月いっぱい潤沢な入荷見込み。平年

に比べ相場安の推移と見られる。府県産は愛知産主力で連日入荷

の予想。 

総入荷量 660ｔ 前年比 103％ 
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甘夏 

￥173 ￥180 ＝ ＝ ▲ ￥185（￥179） 

産地概況 

鹿児島いずみ中心の入荷｡Ｌ・Ｍ中心の玉流れ予想のなか昨年並

みから若干少ない見通し。 

総入荷量 50ｔ 前年比 86％ 

デコポン 

￥350 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥325） 

産地概況 

鹿児島いずみ中心に熊本・愛媛・長崎他の入荷｡20 玉中心で前年

からみるとやや少ない入荷｡ 

総入荷 110ｔ 前年比 92％ 

清見 

￥300 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥259） 

産地概況 

和歌山産主力に佐賀・愛媛産の入荷｡順調な入荷を予定してい

る。 

総入荷量 40ｔ 前年比 101％ 

苺 

￥1175 ￥1180 ＝ ▼ ＝ ￥1100（￥1062） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。今後の天候にもよるが、ほ

ぼ昨年並みの入荷の見通し。 

総入荷量 120ｔ 前年比 102％ 

メロン 

￥790 ￥860 ▼ ▼ ▲ ￥850（￥872） 

産地概況 

静岡産は天候にも恵まれ品質は良好｡春系品種も増加し安定した

入荷を見込む｡ 

高知産は出荷件数も増え6玉8㎏台を中心に安定した入荷を見込

む｡ 

総入荷量 30ｔ 前年比 110％ 

西瓜 

￥250 ￥250 ▼ ▼ ▲ ￥250（￥250） 

産地概況 

大玉西瓜は熊本産の入荷｡中心階級が徐々にサイズが上がってく

る予想。中心サイズはＬ・2Ｌである。 

小玉西瓜は新田みどりより群馬県の入荷｡週 3 回～4 回の入荷で

5玉中心の入荷｡ 

総入荷量 100ｔ 前年比 116％ 

りんご 

￥306 ￥300 △ ＝ ＝ ￥300（￥250） 

産地概況 

青森産、サンふじ・ジョナゴ－ルド・王林の入荷｡中､下旬頃にサ

ンふじ終わる｡ 

総入荷量 180ｔ 前年比 104％ 

バナナ 

￥137 ￥140 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥143） 

産地概況 

フィリピン・エクアドルからの入荷。 

フィリピン産は、生育不良のため入荷減少｡価格は高めに推移｡ 

総入荷量 1,070ｔ 前年比 95％ 
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オレンジ 

￥240 ￥240 ＝ ＝ ▲ ￥250（￥250） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。高糖度系ブランド・レギュラ－ブランドとも

に順調な入荷｡中心サイズは 72 玉｡価格は前年並みで推移する見

込み｡ 

総入荷量 60 前年比 107 

グレープ 

フルーツ 

￥189 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥177） 

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｡フロリダ産中旬頃終了。その度、カリフォルニア

産(ルビ－種のみ)の入荷｡イスラエル産は 44 玉・49 玉サイズ中

心。価格は 前年並みで推移する見込み｡ 

総入荷量 30 前年比 1115 

レモン 

￥278 ￥270 ＝ ＝ ▲ ￥300（￥329） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。中心サイズは 140 玉サイズ｡価格は強保合で

推移する見込み｡ 

総入荷量 25 前年比 114 

パイン 

アップル 

￥139 ￥140 ＝ ＝ ▲ ￥160（￥178） 

産地概況 

フィリピン産の入荷｡ド－ル（スウィ－ティオ）、デルモンテ(ゴ

－ルデン)中心の入荷｡価格は強保合で推移する見込み｡ 

総入荷量 30ｔ 前年比 111 


