
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  11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 

￥60 ￥60 ＝ △ ▲ ￥103（￥78） 

産地概況 

長野産から茨城産へのリレー次第で谷間が予想され、高値推移と

なる見通し。 

総入荷量 390ｔ 前年比 98.7％ 

キャベツ 

￥95 ￥80 ▲ ＝ ＝ ￥98（￥81） 

産地概況 

愛知、茨城産主体に石川産の入荷。 

各産地、概ね順調な入荷見通し。 

総入荷量 420ｔ 前年比 133.6％ 

ねぎ 

￥456 ￥430 ＝ ▼ ▼ ￥349（￥344） 

産地概況 

石川、埼玉、群馬産主体に新潟産の入荷。 

中旬以降、地物の出荷は増量の見通し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 130.4％ 

ほうれん草

￥702 ￥630 ＝ ＝ ▲ ￥727（￥727） 

産地概況 

石川、群馬、福岡、静岡産中心の入荷。 

気温の変化や日照により、各地とも出荷量のバラツキはあるが需

要は拡大する見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 129.6％ 

小松菜 

￥361 ￥320 ▼ ＝ ▲ ￥333（￥368） 

産地概況 

石川、茨城、福岡産中心の入荷。これまでは虫害により出荷量の

バラツキが見られたが、外気温が下がってきたことで安定した入

荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 119.8％ 

ブロッコリー

￥505 ￥550 ▼ ▼ ＝ ￥370（￥477） 

産地概況 

石川産を主に入荷。 

11 月上旬にピークが予想され、価格は下降していく見通し。 

総入荷量 135ｔ 前年比 153.4％ 

レタス 

￥132 ￥160 △ ▲ ▲ ￥183（￥192） 

産地概況 

茨城産を主体に下旬より兵庫産の入荷。 

安定した入荷見通しから、前年より安値を予想。 

総入荷量 205ｔ 前年比 157.3％ 
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生椎茸 

￥947 ￥950 ＝ ▼ ＝ ￥905（￥939） 

産地概況 

菌床物は石川産を中心に長野、新潟、岐阜、富山、兵庫、徳島産

の入荷。 

各産地、年末に向けて出そろい安定した入荷見込み。 

原木物は天候次第ではあるが、早ければ奥能登産「のと 115」を

中心に下旬頃からの入荷見込み。 

総入荷量 42ｔ 前年比 125％ 

しめじ 

￥508 ￥530 ▲ ＝ ▲ ￥622（￥538） 

産地概況 

長野産ＪＡ物を中心に他企業物の入荷。 

出荷は順調だが需要期に入り、引き合いも強くなってきているた

め、下旬に向けて相場は持ち上がってくる見込み。 

総入荷量 37ｔ 前年比 139％ 

えのき 

￥256 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥286（￥250） 

産地概況 

長野産ＪＡ物を中心とした入荷。需要期に入りフル生産の体制に

入っており、安定した入荷見込み。 

価格は年末に向け、もうひと上げある予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 124％ 

大葉 

￥2,700 ￥2,500 △ ▽ ＝ ￥2,500（￥2,700）

産地概況 

愛知産の入荷。コロナ禍ではあるが、秋の行楽期であり GoTo 事

業の後押しもあることから一定の引き合いはあると予想。作況は

特に問題はなく平年並みの生産量を見込む。 

総入荷量 4.5ｔ 前年比 97％ 

春菊 

￥945 ￥1,000 ▼ ▼ ▼ ￥650（￥633） 

産地概況 

群馬、岐阜、石川産の入荷。中心の群馬産はハウス物に移行し、

出荷は安定する見込み。価格は段落的に下落する見込み。 

総入荷量 8.5ｔ 前年比 91％ 

大根 

￥101 ￥90 ＝ ＝ ＝ ￥90（￥91） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市、千葉産 JA ちばみどりからの入荷。 

作付面積は前年並みながら、大きな天候の変動もなく各産地、順

調な入荷見込み。２Ｌ、Ｌ中心の入荷。 

総入荷量 460ｔ 前年比 112％ 
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かぶ 

￥215 ￥190 ＝ ＝ ▼ ￥160（￥142） 

産地概況 

石川産の入荷。 

11 月 10 日頃からＪＡ金沢市の入荷が始まる予定。 

２Ｌ、３Ｌ中心の入荷見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 112％ 

人参 

￥129 ￥135 ▲ ▲ ＝ ￥150（￥104） 

産地概況 

北海道産 JA 音更は 11 月上旬にて終了。 

その後、青森、石川、岐阜産への産地リレーとなる。 

総入荷量 300ｔ 前年比 77％ 

蓮根 

￥523 ￥510 ＝ ▲ ▼ ￥515（￥499） 

産地概況 

石川産主力に茨城、愛知産等の入荷。 

順調な入荷を見込む。 

総入荷量 72ｔ 前年比 94％ 

甘藷 

￥292 ￥295 ▼ ▼ ＝ ￥285（￥278） 

産地概況 

石川産中心に茨城産等関東産地の入荷。 

石川産はやや小玉傾向。前年に比べ太物は高値で推移する見込

み。 

総入荷量 170ｔ 前年比 105％ 

胡瓜 

￥397 ￥450 ▽ ▼ ▼ ￥340（￥353） 

産地概況 

高知産（JA 高知）、群馬産（JA 邑楽館林）、石川産（JA 松任他）

からの入荷。抑制型の生育が悪く、平年並みから平年より少ない

入荷となる見込み。高知産は下旬に向け、日々増量の見込みで価

格も徐々に下がる見込み。 

総入荷量 235ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥162 ￥160 △ ＝ ▼ ￥220（￥200） 

産地概況 

北海道産残量と外国産の入荷。外国産はニューカレドニア、メキ

シコ産の入荷。北海道産は例年に比べて大幅に少なく、価格は上

向きとなる見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 102％ 
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茄子 

￥465 ￥430 ＝ △ ＝ ￥450（￥433） 

産地概況 

高知産（JA 高知）、愛知産（JA 豊橋）からの入荷。高知産は平年

並みの入荷を見込む。愛知産は上中旬より販売開始。長茄子は熊

本産（JA 熊本市）、福岡産（JA 南筑後）からの入荷。福岡産は上

旬から入荷で週 2回の入荷予定。熊本産は順調な入荷を見込む。

総入荷量 90ｔ 前年比 100％ 

トマト 

￥526 ￥500 ▼ ＝ ▼ ￥450（￥480） 

産地概況 

愛知産は JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、石川産は JA 金沢市・

松任・小松市、完熟トマト出荷組合の入荷。愛知産は 10 日過ぎ

より安定入荷の見込み。石川産は天候次第だが中旬以降は減少の

見込み。出回りの少なかった前年に比べ入荷増、単価安だが、平

年と比べると入荷減、単価高を見込む。 

総入荷量 180ｔ 前年比 114％ 

ミニトマト

￥1,084 ￥900 ▼ ＝ ＝ ￥840（￥813） 

産地概況 

愛知産 JA あいち海部・豊橋・ひまわり・渥美の入荷。朝晩の冷

え込みの影響による生育の遅れから、上中旬は例年より入荷減の

予想。中旬から下旬にかけて入荷のまとまりを見込む。平年比減、

単価高傾向となる見通し。 

総入荷量 60ｔ 前年比 94％ 

ピーマン 

￥705 ￥570 ▼ ▼ ＝ ￥450（￥373） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）、鹿児島産（JA 南さつま）入荷。出遅れの鹿

児島産も潤沢な出回りで平年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 96％ 

豆類 

￥1,291 ￥950 ▼ ＝ ＝ ￥900（￥1,162） 

産地概況 

インゲンは高知産（JA 高知）、鹿児島産（商系）の入荷。キヌサ

ヤは愛知産（JA 渥美、赤羽根）、鹿児島産（JA いずみ）の入荷。

砂糖エンドウは静岡産（JA とぴあ）、愛知産（JA 渥美）の入荷。

スナップエンドウは愛知産（JA 渥美）、鹿児島産（JA いぶすき）

からの入荷。 

総入荷量 15ｔ 前年比 115％ 
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馬鈴薯 

￥122 ￥130 ▲ ＝ ▲ ￥92（￥140） 

産地概況 

北海道産の入荷。男爵、メークイン、キタアカリ他、道内各産地

からの入荷。前年に比べメークインは大幅に出荷が少なく、男爵

他は当初、平年並みと予想されていたが、前年よりも少なくなる

見込み。単価は安値であった前年より大幅に高くなる見込み。 

総入荷量 300ｔ 前年比 102％ 

長芋 

￥250 ￥240 ＝ ▲ ＝ ￥260(¥252) 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。北海道産は上旬、青森産は下旬に新物に

切り替る。 

北海道産は豊作予想で太物中心の順調な入荷見込み。青森産は作

付面積が微減、天候やや不良で Lサイズ中心の予想。 

総入荷量 65 前年比 105 

玉葱 

￥70 ￥68 ▼ ▼ ＝ ￥65(¥76) 

産地概況 

北海道各産地より入荷。全道豊作で順調な入荷予想。前年に比べ

安い相場で推移する見込み。 

総入荷量 600ｔ 前年比 103％ 
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みかん 

￥250 ￥230 ▲ △ ▼ ￥200（￥202） 

産地概況 

福岡産（JA みなみ筑後）より早生みかんの入荷。連日入荷予定。

長崎産（JA 長崎せいひ）より早生みかんの入荷。週 4回程度の入

荷予定。 

愛媛産宇和島共選、早生みかんの入荷。週 1～2回の入荷予定。

総入荷量 1,110ｔ 前年比 100％ 

柿 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥256） 

産地概況 

高松紋平柿は本年 50 トンの出荷計画(前年 19 トン) 

非常に少なかった前年よりも多いが、平年からみるとやや少な

い。若干小玉傾向。岐阜、奈良、福岡産の富有柿が中旬以降増加。

小玉傾向。上旬のみ新潟、和歌山産の平核柿の入荷。 

総入荷量 195ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥- ￥- ＝ ▼ ▼ ￥1,667（￥1,594）

産地概況 

中旬より愛知産あきひめ中心の入荷。 

九州産全体に昨年並みか若干遅れの入荷予想。 

総入荷 15ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥550 ￥600 ▲ ▲ ▲ ￥800（￥765） 

産地概況 

アールスメロンは静岡クラウンメロンを中心に高知産の入荷。高

知産はＪＡ土佐市に加え、中旬頃より長野産も入荷。年々減少傾

向ながら連日入荷の予定。 

総入荷量 30ｔ 前年比 107％ 

りんご 

￥250 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥230） 

産地概況 

青森産早生ふじは順調に入荷。例年より多く 11 月下旬まで入荷

予定。長野産サンふじの入荷。 

総入荷量 186ｔ 前年比 103％ 

ぶどう類 

￥1,200 ￥1,300 ＝ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,255）

産地概況 

長野産Ｇ巨峰は終盤で減少し、シャインマスカットは順調な入荷

予想。岡山産紫苑及びコールマンの入荷。順調な入荷予想。 

総入荷量 12ｔ 前年比 103％ 

洋なし 

￥330 ￥300 ＝ ＝ ▽ ￥315（￥313） 

産地概況 

山形産ラ・フランスの入荷。 

16 玉中心の入荷予定。 

総入荷量 54ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥136 ￥134 ▲ ＝ ▼ ￥136（￥145） 

産地概況 

フィリピン産、南米産の入荷。 

ローランド系は少ない入荷見込み。 

総入荷量 994ｔ 前年比 97％ 

オレンジ 

￥254 ￥240 ＝ ＝ ＝ ￥240（￥197） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種及びバレンシア種の入荷。 

中心サイズは 72 玉。 

価格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥153 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥153） 

産地概況 

メキシコ産ルビー種及びホワイト種の入荷。 

ルビー種、ホワイト種ともに 50 玉中心の入荷。 

大玉サイズは入荷減少。価格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 103％ 

レモン 

￥263 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥276） 

産地概況 

チリ産入荷。大玉から小玉サイズまで順調な入荷。価格は保合で

推移する見込み。 

総入荷量 51ｔ 前年比 100％ 

パイン 

￥148 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥154） 

産地概況 

フィリピン産ドール(スウィーティオ)デルモンテ(ゴールデン)

中心の入荷。 

各サイズ順調な入荷予定。価格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 104％ 


