
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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 

￥186 ￥200 ▼ ▼ ▼ ￥90（￥76） 

産地概況 

茨城産主力に九州・長野産の入荷。茨城県産は例年より早い出荷

終了が見込まれる為､価格は高値予想｡ 

総入荷量 180ｔ 前年比 110％ 

キャベツ 

￥127 ￥140 ＝ ▼ ＝ ￥130（￥109） 

産地概況 

愛知産主体に茨城、鹿児島、石川県産の入荷。ＧＷ後も内食の需

要は強いと見込まれるが､愛知、夏系キャベツの出荷もピ－クと

なり価格はやや下げ予想｡平年に比べ やや高値を見込む。 

総入荷量 420ｔ 前年比 107.4％ 

ねぎ 

￥382 ￥390 ▲ ▼ ＝ ￥370（￥371） 

産地概況 

埼玉・茨城産のバラ物 大分・鳥取産の束物の入荷。茨城産は中旬

頃より本格出荷となり､概ね安定入荷予想｡束物は、大分産が中旬

頃で切りあがる見込み｡平年並みの価格予想｡ 

総入荷量 80ｔ 前年比 105.2％ 

ほうれん草

￥679 ￥650 ▼ ＝ ▲ ￥500（￥413） 

産地概況 

石川県を中心に、岐阜(飛騨地区)､静岡産の入荷。各地とも順調

な生育で､安定した入荷の見通し。内食の需要増大に伴い昨年よ

りも価格は高い見込み｡ 

総入荷量 55ｔ 前年比 102.5％ 

小松菜 

￥340 ￥300 ＝ ▼ ＝ ￥250（￥171） 

産地概況 

石川産中心の入荷。ほうれん草と同様、内食の需要増大に伴い、

昨年よりも価格は高い見込み｡ 

総入荷量 65ｔ 前年比 104.3％ 

ブロッコリー

￥541 ￥500 ＝ ▼ ▼ ￥400（￥374） 

産地概況 

上旬までは高知県産が主体となるが、中旬以降は石川県産が主体

となる｡ 

総入荷量 130ｔ 前年比 104％ 

レタス 

￥183 ￥170 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥123） 

産地概況 

兵庫県産、茨城県産は上旬にて出荷減少となるが、長野県産の出

荷開始もあり、安定した入荷を見込む。  

総入荷量 250ｔ 前年比 94％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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-2 

生椎茸 

￥880 ￥950 ＝ ▼ ＝ ￥911（￥897） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に、長野、富山、兵庫、徳島産の入荷。原木

物は、石川県奥能登産｢のと１１５｣入荷。菌床物の兵庫産は、終

了近いが他産地は順調な入荷を見込む。原木物｢のと１１５｣は

今後の天候次第だが､終了間近の見込み。

総入荷量 28ｔ 前年比 108％ 

しめじ 

￥502 ￥500 ＝ ▼ ＝ ￥466（￥467） 

産地概況 

ＪＡ全農長野物を中心に､企業物（ホクト、雪国、ミスズ）の入

荷。各産地共にＧＷ休みの影響で上旬は入荷少なく､中旬より回

復見込み。 

総入荷量 29ｔ 前年比 143％ 

えのき 

￥261 ￥350 ＝ ▼ ＝ ￥222（￥210） 

産地概況 

ＪＡ全農長野物を中心に、石川産の入荷。各産地共にＧＷ休みの

影響により、上旬入荷少なく、中旬より回復の見込み。 

総入荷量 45t 前年比 117％ 

大葉 

￥1,691 ￥1,600 ＝ ＝ ＝ ￥1,600（￥2,333）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。生育は順調である｡安定入荷

を見込む。新型コロナウイルスの影響で宿泊施設や飲食店が休業

する中業務の取引きは厳しい状況にある｡このことから相場は平

坦に推移すると予想する｡ 

総入荷量 5.5ｔ 前年比 91％ 

春菊 

￥575 ￥580 ▲ ＝ ＝ ￥600（￥638） 

産地概況 

群馬産中心に、石川産の入荷。出荷減少もあり、若干相場は上げ

を見込む。 

総入荷量 2.5ｔ 前年比 104％ 

大根 

￥118 ￥130  ▲ ▼ ▼ ￥110（￥85） 

産地概況 

千葉産主力に関東、九州産の入荷｡中旬頃より少ないながら石川

県産の入荷を見込む。安価であった前年より高値だが、ほぼ平年

並み単価を見込んでいる｡ 

総入荷量 450ｔ 前年比 122％ 

かぶ 

￥130 ￥130 ▲ ▼ ＝ ￥130（￥115） 

産地概況 

新潟産主力に 関東産束物の入荷｡早ければ月末頃より青森産の

入荷を見込んでいる｡安価であった前年より高値だが､ほぼ平年

並みの単価を見込んでいる｡ 

総入荷量 30ｔ 前年比 119％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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 

人参 

￥137 ￥140 ＝ ＝ ▲ ￥150（￥95） 

産地概況 

徳島産主力の入荷｡早期終了が予想されている。岐阜産は後半か

らの入荷｡平年より高値を見込んでいる｡ 

総入荷量 430ｔ 前年比 150％ 

蓮根 

￥697 ￥690 ▲ ▲ ▲ ￥750（￥638） 

産地概況 

石川産中心に愛知等の入荷。石川産は平年より残量少なく、中旬

頃に終了予定。愛知産は 平年に比べ早くに植付けをしており、

中旬～下旬にハウスの新物が入荷予定。 

総入荷量 18ｔ 前年比 75％ 

甘藷 

￥231 ￥250 ▲ △ △ ￥330（￥303） 

産地概況 

石川産中心に茨城等の入荷。下旬より高知産の入荷予定。石川産

は平年に比べ残量少ない。5月末まで入荷はあるが、入荷量少な

く高値推移の見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 90％ 

胡瓜 

￥289 ￥230 ＝ ▼ ▲ ￥230（￥209） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）群馬産（JA 邑楽館林）、愛知産（JA 西三

河）石川産（JA 金沢市等）からの入荷。中旬より福島・ＪＡふ

くしま未来からの入荷｡概ね昨年並みの入荷見込みで価格は若干

高めと予想｡ 

総入荷量 460 前年比 101 

南瓜 

￥155 ￥200 ▲ ＝ ＝ ￥230（￥231） 

産地概況 

メキシコ、鹿児島産の入荷を見込む。鹿児島ＪＡ種子屋久は中旬、

ＪＡ加世田は下旬からの入荷｡早ければ長崎産も下旬より入荷予

定。 

総入荷量 110ｔ 前年比 101％ 

茄子 

￥374 ￥389 ＝ ▽ ＝  ￥320（317） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）、愛知産(豊橋農協)の入荷に中下旬より群馬

産邑楽館林農協の入荷開始。石川産 金沢市内より個人出荷の予

想｡高知産中心の入荷。各産地平年並みの入荷見込む。 

総入荷量 190 前年比 96％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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-4 

トマト 

￥440 ￥350 ＝ ▼ ▽ ￥260（￥231） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・愛知みなみ・ひまわり、岐阜産個人物に加え、

5/7～5/9 よりＪＡ小松市､10 月過ぎよリＪＡ松任完熟トマト出

荷組合｡20 日頃より 緑宝会､ＪＡ内浦町の入荷見込む。25 日頃よ

り各産地最盛期を向かえる。価格は安値であった前年比高。ほぼ

平年並みを見込む。 

総入荷量 420 前年比 93％ 

ミニトマト

￥694 ￥530 ＝ ▼ ▼ ￥460(456) 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり、愛知みなみ、熊本産ＪＡ熊本市､高

知産ＪＡ高知市の入荷。3～4月は各産地作柄は悪かったが、いよ

いよ最盛期を迎える｡業務需要が低迷していることから、数量減

にもかかわらず価格安が予想される。 

総入荷量 130t 前年比 93％ 

ピーマン 

￥603 ￥620 ▼ ▼ ＝ ￥435（257） 

産地概況 

高知産 JA 高知県、鹿児島産ＪＡ加世田の入荷。順調な入荷を見

込むが例年より単価高での取引きとなる｡ 

総入荷量 75ｔ 前年比 104％ 

豆類 

￥916 ￥850 ＝ ▼ ＝ ￥820（￥798）

産地概況 

インゲン 高知産（ＪＡ高知県）､鹿児島産（商系）の入荷。 

キヌサヤ 群馬産（ＪＡ板倉館林）の入荷。 

砂糖豌豆 静岡産（ＪＡとぴあ）の入荷。 

えんどうは石川産（ＪＡおおぞら他）愛知産（ＪＡ豊橋）の入荷。

そら豆 鹿児島産（ＪＡいずみ）､大阪（ＪＡ泉州）の入荷。 

ピ－ス 静岡産（ＪＡ遠州中央）の入荷。 

千石豆 石川産（ＪＡ小松）の入荷。10 日前後の入荷を予定。 

総入荷量 41ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥156 ￥160 ＝ ▼ ＝ ￥140（￥120） 

産地概況 

長崎産主体に鹿児島産の入荷。長崎産は本格的に出荷が始まり

作付は前年並み、現状 1週間程前途出荷となっている。鹿児島産

は前途出荷により、終盤に入ってくる｡ 

総入荷量 460ｔ 前年比 101％ 

長芋 

￥320 ￥320 ＝ ▼ ＝ ￥310（￥328） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも太物中心に順調な入荷続く。

価格は弱保合見込み。平年並みの価格予想｡ 

総入荷量 50ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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-5 

玉葱 

￥60 ￥65 ＝ ＝ ＝ ￥65（￥86） 

産地概況 

平年ＧＷ明けに終了する北海道産だが本年は残量多く中旬頃ま

で入荷が続き、愛知産主体の府県産玉葱との並売となる｡全体の

出回り量の増加予想の為､相場は平年に比べ単価安で推移する見

込み｡ 

総入荷量 710ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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-6 

ぶどう類 

￥－ ￥－ 2,500 ▽ ▽ ￥1,400（￥1,632）

産地概況 

大阪、島根、奈良産のデラウェア中心の入荷となる。前年以上の

入荷を見込んでいる｡ 

総入荷量 3,000ｔ 前年比 130％ 

スイカ 

￥200 ￥200 ▽ ▽ ▽ ￥200（￥200） 

産地概況 

熊本県、千葉県、長崎県と転送品の入荷予定。石川県産の入荷は

6月からとなる予想｡ 

総入荷 190ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥600 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥578） 

産地概況 

ア-ルスは静岡中心に高知産の入荷。コロナウイルスの影響で安

値基調となっている。 

総入荷量 100ｔ 前年比 120％ 

りんご 

￥347 ￥380 △ ＝ ＝ ￥450（￥322） 

産地概況 

青森産有袋ふじ、ジョナゴ－ルド、シナノゴ－ルド中心とした入

荷。 

総入荷量 115ｔ 前年比 101％ 

苺 

￥1,167 ￥1,100 ＝ ▼ ▼ ￥980（￥885） 

産地概況 

愛知産主力の入荷。九州産地は上旬で終了予定。 

総入荷量 57ｔ 前年比 120％ 

びわ 

￥1,300 ￥1,300 ▼ ▽ ▽ ￥1,300（￥1,312）

産地概況 

長崎から露地の入荷。前年より前進出荷し、250g パック中心の入

荷。 

総入荷量 9ｔ 前年比 100％ 

ハウス 

みかん 

￥１,800 ￥1,300 ▼ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,289）

産地概況 

愛知蒲郡中心に佐賀からの入荷｡愛媛は 5 ㎏ DB と化粧箱、佐賀

産はパック中心で前年並みの入荷｡コロナウイルスの影響で高値

はとりづらく、やや価格安となる予想｡ 

総入荷量 9ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  5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-7 

バナナ 

￥148 ￥150 △ △ ＝ ￥160（￥144） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。ハイランド系は 産地がロッ

トダウンのため入荷減。価格は高くなる見込み。 

総入荷量 1,124ｔ 前年比 96％ 

オレンジ 

￥201 ￥220 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥245） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。高糖度系レギュラ－ブランドともに順調な入

荷。中心サイズ 72 玉､88 玉｡価格は保合で推移｡  

総入荷量 70ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥177 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥195） 

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 40 玉､44 玉サイズ中心｡フロリ

ダ産 40 玉中心に順調な入荷｡価格は保合で推移する見込み｡ 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

レモン 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥280） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。各サイズ順調な入荷。価格は保合で推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 104％ 

グレープ 

フルーツ 

￥177 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥195） 

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 40 玉､44 玉サイズ中心｡フロ

リダ産 40 玉中心に順調な入荷｡価格は保合で推移する見込み｡ 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

レモン 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥280） 

産地概況 
アメリカ産の入荷。各サイズ順調な入荷。価格は保合で推移。 

パイン 

アップル 

￥136 ￥150 ▲ ▲ ▲ ￥160（￥181） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ドール(スウィ－ティオ) デルモンテ（ゴ

－ﾙデン）中心の入荷。産地出荷量減少及び需要期につき価格は

高値推移｡ 

総入荷量 30ｔ 前年比 104％ 


