
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 年  12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 

￥41 ￥50 ＝ ▲ △ ￥119（￥66） 

産地概況 

茨城産を主に九州産の入荷。 

各産地、生育良好で需要増に伴い、価格も上昇の見通し。 

総入荷量 310ｔ 前年比 109.6％ 

キャベツ 

￥65 ￥60 ＝ △ ▼ ￥101（￥69） 

産地概況 

愛知産主体に茨城県産の入荷。 

各地、生育は順調と見込まれるため、売り込みが先行し中旬頃に

は価格は浮上すると予想される。 

総入荷量 350ｔ 前年比 105.8％ 

ねぎ 

￥344 ￥330 ＝ ＝ ▲ ￥341（￥328） 

産地概況 

石川、大分産束物、埼玉、群馬産バラ物主体の入荷。 

概ね順調な入荷が予想される。 

総入荷量 125ｔ 前年比 143.7％ 

ほうれん草

￥481 ￥460 ▼ ＝ ▲ ￥633（￥557） 

産地概況 

石川、群馬、静岡、岐阜、福岡産の入荷。天候により出荷量にバ

ラつきがあるものの、概ね順調な入荷見込み。旬の野菜として引

き合いは強い。 

総入荷量 60ｔ 前年比 118.2％ 

小松菜 

￥185 ￥200 ＝ ▲ ▲ ￥333（￥368） 

産地概況 

石川、茨城、福岡産等の入荷。 

生育は順調で安定した入荷見込み。 

上旬までは価格は弱いと予想されるが、中下旬に向かい浮上する

見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 119.8％ 
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ブロッコリー

￥411 ￥350 ＝ ▼ ▼ ￥285（￥318） 

産地概況 

石川県産を主体に、愛知、高知、長崎産の入荷。 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 130ｔ 前年比 119.1％ 

レタス 

￥110 ￥150 ▲ ▲ △ ￥209（￥162） 

産地概況 

兵庫産を主に茨城、長崎産の入荷。 

安定した入荷予想。 

総入荷量 220ｔ 前年比 131.6％ 

生椎茸 

￥986 ￥1,000 ＝ ＝ △ ￥1,067（￥1,066）

産地概況 

菌床物は石川産を中心に新潟、長野、富山、兵庫、徳島産の入荷。

11 月下旬の高温の影響が心配だが、年末に向け勢力的な出荷を

見込む。原木物は奥能登産「のと 115」を中心に露地物の入荷。

「のと 115」の最上階級「のとてまり」は 18 日(金)初セリを目標

に出荷の準備を行っている。干ばつの影響が心配される。 

総入荷量 45ｔ 前年比 119.1％ 

しめじ 

￥597 ￥600 ＝ ＝ ▲ ￥649（￥572） 

産地概況 

長野県 JA 物(飯綱、千曲、みゆき、中野他)や企業物(ホクト、雪

国まいたけ、ミスズライフ他)の入荷。 

年末に向け、各産地ともに安定した入荷を見込む。上中旬は価格

変動もあまりなく、下旬で引き合いが徐々に強くなる見込み。 

総入荷量 37ｔ 前年比 152.4％ 

えのき 

￥317 ￥300 ＝ ▲ △ ￥337（￥301） 

産地概況 

長野県中心の入荷。11 月下旬の高温があったものの、それまでは

荷動きはよく、現在も産地在庫が全くない状況。このままでは年

末需要に対応できない見込み。価格は中旬から下旬に向けて平年

を上回る見込み。 

総入荷量 89ｔ 前年比 126.1％ 

大葉 

￥2,518 ￥2,250 ▲ △ △ ￥3,600（￥3,992）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。年末需要に向けて産地の生産体制は

万全である。年末に向けて価格は上昇するが、コロナウイルスの

感染状況が全国的に拡大傾向ということもあり、業務需要が不調

に終わる可能性が高い。平年よりも安価で推移する予想。 

総入荷量 6.2ｔ 前年比 100％ 
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春菊 

￥563 ￥570 ＝ ▲ △ ￥800（￥915） 

産地概況 

石川、群馬、愛知産の入荷。 

各産地、順調な入荷を見込むものの冷え込みの度合いにより、増

減の幅が出る可能性あり。 

総入荷量 12ｔ 前年比 109％ 

大根 

￥71 ￥45 ＝ ▲ ▲ ￥55（￥58） 

産地概況 

千葉産 JA ちばみどりを中心に石川産の入荷。 

本年は台風の被害がなく、順調な生育で良好な品質を見込む。 

総入荷量 490ｔ 前年比 109％ 

かぶ 

￥117 ￥100 ＝ ▲ △ ￥115（￥116） 

産地概況 

石川産の入荷。JA 金沢市、個人物を中心に 12 月上旬ごろから大

野葉菜の入荷も始まる。年末に向けて引き合いが強まり、高単価

になる見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 102％ 

人参 

￥146 ￥145 ＝ ▼ ▼ ￥125（￥119） 

産地概況 

岐阜産 JA ぎふ、石川産 JA 小松、松任、白山に加え、中旬より愛

知産 JA あいち中央の入荷。上旬まではやや薄めの入荷予想。 

総入荷量 250ｔ 前年比 92％ 

蓮根 

￥508 ￥500 ＝ ▲ △ ￥530（￥522） 

産地概況 

石川産主力に愛知、茨城産の入荷。各産地とも台風の被害もなく、

順調な生育で安定した入荷見込み。 

総入荷量 92.5ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥293 ￥280 ＝ ▼ ▼ ￥270（￥253） 

産地概況 

石川産中心に茨城県産の入荷。石川産は小玉傾向で前年を下回る

入荷。価格は高値の見込み。 

総入荷量 170ｔ 前年比 104％ 
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胡瓜 

￥317 ￥220 ▲ △ △ ￥480（￥476） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）愛知産（JA 西三河）宮崎産（商系）上旬まで

石川産（JA 松任他）の入荷。11 月は夜温の高い日が多く、徒長

気味で出荷に山谷がある見込み。上旬まで軟調な販売も中下旬か

ら一転して価格を上げての販売を見込む。 

総入荷量 180ｔ 前年比 103％ 

南瓜 

￥183 ￥200 △ ＝ ▼ ￥235（￥233） 

産地概況 

鹿児島、石川、メキシコ産の入荷。石川産は上旬で終了予定。 

鹿児島、メキシコ産中心に順調な入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥402 ￥390 ＝ ▲ ▼ ￥430（￥458） 

産地概況 

高知産（JA 高知）愛知産（JA 豊橋）熊本産（JA 熊本市）福岡産

（JA 南筑後）各産地平年並みの入荷を見込む。 

全体的に軟調な価格で推移する予想。 

総入荷量 75ｔ 前年比 107％ 

トマト 

￥476 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥358） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ、石川産 JA 金沢市、小松、

松任市に加え、岐阜、熊本産の入荷。石川産は終盤につき週 2～

3回の入荷で減少傾向。冬春産地は増量傾向で中旬以降、出荷ピ

ークとなる見通し。前年に比べ価格の下げが早いため、下旬は前

年より高めの予想。 

総入荷量 190ｔ 前年比 106％ 

ミニトマト

￥846 ￥550 ＝ ＝ ＝ ￥550（￥566） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋、ひまわり、渥美、あいち海部、熊本産 JA 熊本市

の入荷。12 月中旬頃に愛知産のピーク予想及び業務需要の低迷

により、前年安、平年比安の価格を見込む。 

総入荷量 92ｔ 前年比 105％ 
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ピーマン 

￥454 ￥340 ＝ △ ＝ ￥400（￥413） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）鹿児島産（JA 南さつま）の入荷。 

各産地、順調な入荷見込み。平年並みの相場展開を見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 108％ 

豆類 

￥998 ￥1,020 ▼ ＝ ＝ ￥900（￥1,074）

産地概況 

インゲンは高知（JA 高知県）鹿児島（商系）の入荷。 

キヌサヤは愛知（JA 愛知みなみ）鹿児島（JA 鹿児島いずみ）の

入荷。 

砂糖エンドウは愛知（JA 愛知みなみ）静岡（JA とぴあ浜松）の

入荷。 

スナップは鹿児島（JA いぶすき）愛知（JA 愛知みなみ）の入荷。

総入荷量 26ｔ 前年比 108％ 

馬鈴薯 

￥134 ￥135 ＝ ▲ ＝ ￥140（￥89） 

産地概況 

北海道、長崎産の入荷。長崎産は 12 月上旬頃からの入荷見込み。

北海道産は数量減の見込み。長崎産は肥大良好も生産者の減少も

あり、平年並みと見られる。単価は安価であった前年よりも高値

を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 119％ 

長芋 

￥251 ￥260 ＝ ＝ ▲ ￥280（￥238） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。青森産の新物も始まり、入荷も落ち着く

見込み。 

北海道産は前年度同様、太物中心の入荷。 

青森産はやや細い見込みで出荷量も減る予想から、価格は前年よ

り高値推移を見込む。 

総入荷量 65ｔ 前年比 78％ 

玉葱 

￥69 ￥70 ▲ △ ＝ ￥75（￥72） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。順調な入荷見込みだが、倉入れが終了し

残量が見えたことにより出荷量はやや減少予想。年末需要による

全国的な引合が強まると思われ、徐々に単価浮上となる見込み。

総入荷量 580ｔ 前年比 100％ 
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みかん 

￥250 ￥300 ▼ ＝ ▼ ￥210（￥201） 

産地概況 

JA みなみ筑後、長崎せいひより入荷。 

昨年に比べ大玉傾向で２Ｌ、Ｌ中心の入荷予想。 

総入荷量 1500ｔ 前年比 100％ 

デコポン 

￥― ￥850 ▼ ▼ ▼ ￥797（￥695） 

産地概況 

鹿児島いずみより入荷。 

昨年に比べ大玉傾向。 

総入荷量 69ｔ 前年比 109％ 

苺 

￥2,480 ￥1,800 ▼ ▲ ▼ ￥1,971（￥2,010）

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。 

上旬より各産地、順調な入荷見通し。 

総入荷 70ｔ 前年比 137％ 

メロン 

￥800 ￥850 ▲ ＝ ▲ ￥900（￥866） 

産地概況 

静岡産クラウンメロンを中心に高知、熊本産のアールスの入荷。

各産地ともに年々減少傾向となっている。 

総入荷量 45ｔ 前年比 112％ 

りんご 

￥400 ￥350 ＝ ＝ ▽ ￥331（￥291） 

産地概況 

つがるにしきた、津軽みらいよりサンふじ、王林の入荷。 

入荷量、価格ともに昨年並みの見込み。 

総入荷量 145ｔ 前年比 99％ 

ぶどう類 

￥1,600 ￥1,800 ＝ ＝ ＝ ￥1,800（￥1,382）

産地概況 

長野産、冷蔵シャインマスカット、岡山産シャインマスカット、

コールマン中心の入荷。長野、岡山産ともに数量は少なめ。 

総入荷量 4ｔ 前年比 100％ 

干し柿 

￥1,900 ￥1,900 △ ＝ ▼ ￥2,600（￥2,572）

産地概況 

石川は JA 志賀、ＪＡ能登わかば、個人物のころ柿の入荷。例年

に比べ玉は細かく、前半は数量は少ないが後半に向けて多くなる

見込み。富山産、富山干柿出荷組合より干柿の入荷。長野産、市

田柿の入荷。 

総入荷量 36ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥133 ￥135 ▲ ＝ ＝ ￥135（￥134） 

産地概況 

フィリピン産・南米産の入荷。 

順調な入荷で価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 958ｔ 前年比 94％ 

オレンジ 

￥255 ￥240 ▼ ▼ ＝ ￥200（￥198） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種、バレンシア種の入荷。ネーブル種、

バレンシア種ともに 72 玉、88 玉サイズ中心の入荷。 

アメリカ産は中旬以降の入荷で 88 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 52ｔ 前年比 106％ 

グレープ 

フルーツ 

￥180 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥189） 

産地概況 

イスラエル産ルビー種、ホワイト種、フロリダ産ルビー種、ホワ

イト種、メキシコ産ルビー種の入荷。 

青系グレープでイスラエル産スイーティ、フロリダ産メロゴール

ドも入荷。イスラエル産ルビー、ホワイト種ともに 36 玉、40 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 54ｔ 前年比 104％ 

レモン 

￥275 ￥270 ＝ ▲ ▲ ￥290（￥296） 

産地概況 

チリ、アメリカ産の入荷。チリ産は中旬で終了予定。 

アメリカ産は上旬よりスタート。アメリカ産 140 玉、165 玉サイ

ズの小玉中心の入荷。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 63ｔ 前年比 102％ 

パイン 

アップル 

￥128 ￥130 ＝ ▲ ▲ ￥140（￥141） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。 

大玉サイズから小玉サイズまで順調な入荷。 

価格は前年並みで推移する見込み 

。 

総入荷量 28ｔ 前年比 115％ 


