
主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  1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 

￥40 ￥60 ▲ ▲ ＝ ￥121（￥71） 

産地概況 

茨城産を主に入荷。 

天候等の理由で不安定な時は九州産の入荷予定。 

総入荷量 330ｔ 前年比 106.4％ 

キャベツ 

￥52 ￥70 △ ＝ ＝ ￥111（￥66） 

産地概況 

愛知産主体に茨城、石川産の入荷。 

関東産地は端境のため中旬頃より減少。愛知産が高騰すれば九州

産も入荷する見込み。 

総入荷量 380ｔ 前年比 118.3％ 

ねぎ 

￥309 ￥450 ＝ ▼ ▼ ￥436（￥338） 

産地概況 

埼玉・群馬産バラ物、石川、大分産束物の入荷｡ 

束物は大分産が主体となり、概ね安定した入荷見込み。 

総入荷量 95ｔ 前年比 128.6％ 

ほうれん草

￥331 ￥400 ▲ ＝ ▲ ￥571（￥518） 

産地概況 

石川、群馬、岐阜、静岡、福岡産の入荷。 

太平洋側においてはやや干ばつ傾向にあるが、日照時間もあり比

較的順調な生育と予想。 

価格は徐々に回復見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 130％ 

小松菜 

￥210 ￥240 ＝ ▲ ▲ ￥344（￥311） 

産地概況 

石川、茨城、福岡産の入荷。 

価格低迷が長引き、生産状況のバラつきが各産地に見られ、価格

は引き上げの見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 106.3％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  1月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 
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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）
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ブロッコリー

￥278 ￥350 ▽ ▼ ▼ ￥299（￥269） 

産地概況 

鹿児島、長崎産を主に愛知、高知産の入荷。 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 125ｔ 前年比 106.4％ 

レタス 

￥97 ￥220 ＝ ▲ ▲ ￥200（￥159） 

産地概況 

兵庫県産を主に長崎産の入荷｡ 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 160ｔ 前年比 104.7％ 

生椎茸 

￥883 ￥1,100 ▼ ＝ ＝ ￥984（￥1,043） 

産地概況 

菌床物は石川産を中心に長野、新潟、富山、兵庫、徳島産の入荷。

各産地、生育順調で天候次第だが安定した入荷見込み。 

原木物は奥能登産「のと 115」を中心とした入荷。12 月の大雪の

影響もはっきりしないが、例年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 38ｔ 前年比 138％ 

しめじ 

￥556 ￥550 ＝ ▲ ＝ ￥613（￥502） 

産地概況 

長野県 JA 物（中野・飯綱・千曲他）を中心に、ホクト、雪国、ミ

スズライフ他企業物の入荷。 

上中旬は正月休みで作業調整もあり、少し出荷量にブレがある産

地もあり。下旬に向けて安定していく見込み。 

総入荷量 31ｔ 前年比 140％ 

えのき 

￥279 ￥300 ▼ ＝ ▼ ￥267（￥290） 

産地概況 

長野産中心の入荷。 

前半はお正月休みの影響もありやや少ない入荷だが、連休明けよ

り順調な入荷となる見込み。 

価格も落ち着き、量販期待。 

総入荷量 75ｔ 前年比 129％ 

大葉 

￥2,309 ￥4,000 ▽ ▽ ＝ ￥3,000（￥2,860）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。 

平年並みの作付で、今後のコロナウイルスの影響にもよるが現状

では引き合い弱めと予想。 

総入荷量 5ｔ 前年比 95％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  1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）
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春菊 

￥586 ￥900 ＝ ▼ ▼ ￥800（￥817） 

産地概況 

群馬産ＪＡ館林中心に愛知、石川産の入荷。 

平年並みの作付で、年末よりは引き合いが弱くなる見込み。 

総入荷量 7.5ｔ 前年比 107％ 

大根 

￥50 ￥75 ＝ ＝ ＝ ￥75（￥73） 

産地概況 

千葉産 JA 千葉みどり、徳島産 JA 大津松茂の入荷。 

作況は 12 月期の雨量が少なく、やや太りが悪い。 

Ｌ、2Ｌ中心の入荷。冬型の気候予想から良好な荷動きを見込む。

総入荷量 340ｔ 前年比 105％ 

かぶ 

￥82 ￥120 ▲ ＝ ＝ ￥130（￥115） 

産地概況 

石川産の入荷｡ 

大玉傾向で順調な入荷見込み。 

価格は引き合いが強まり、強保合の見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 105％ 

人参 

￥85 ￥120 ＝ ▼ ▼ ￥105（￥105） 

産地概況 

愛知産ＪＡあいち中央を中心に千葉、長崎、鹿児島産の入荷。 

生育順調で良好。ほぼ前年並みの入荷、価格を見込む。 

出荷始めは太物比率が上がっていたが、Ｌ、Ｍ中心の入荷見込み。

総入荷量 255ｔ 前年比 100％ 

蓮根 

￥499 ￥540 ▼ ▼ ▼ ￥510（￥546） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。 

やや小玉傾向ではあるが、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 56ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥265 ￥260 ＝ ▼ ▼ ￥250（￥239） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。 

石川産は平年に比べ小玉傾向で入荷量も少ない見込み。 

前年を上回る単価で推移する見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 93％ 
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胡瓜 

￥293 ￥380 ▼ ▲ ▲ ￥400（￥517） 

産地概況 

高知産（ＪＡ高知県）愛知産（ＪＡ西三河）の入荷｡ 

好天が続き生育良く、概ね順調な入荷見込み。 

昨年は産地で曇雨天が続いていたため、本年は昨年より多い入荷

予想。 

総入荷量 250ｔ 前年比 125％ 

南瓜 

￥213 ￥215 ＝ ▼ ▼ ￥200（￥200） 

産地概況 

鹿児島産の残量とメキシコ産の入荷。 

メキシコ産は順調な入荷見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 120％ 

茄子 

￥373 ￥360 ▼ ▲ ＝ ￥400（￥419） 

産地概況 

高知産ＪＡ高知県、 愛知産ＪＡ豊橋からの入荷。 

長茄子は熊本産ＪＡ熊本市、福岡産ＪＡ南筑後からの入荷。 

上旬は入荷が多いものの、中旬頃は平年並みの入荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 

トマト 

￥302 ￥320 ＝ ＝ ▲ ￥330（￥319） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみに加え、岐阜、熊本産商

系物の入荷。上旬は各産地とも出荷増だが、中旬以降は減少する

見込み。愛知産丸トマトは減少するが、ファーストトマトの入荷

開始。 

前年に比べ数量減、単価高の見込み。 

総入荷量 170ｔ 前年比 90％ 

ミニトマト

￥393 ￥450 ＝ ▲ △ ￥600（￥616） 

産地概況 

愛知産ＪＡ豊橋、渥美、あいちみなみ、ひまわり、あいち海部他、

熊本産の入荷。 

12 月に前進出荷したことから入荷減を見込む。 

前年と比べ数量減となる見込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 93％ 
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B-5 

ピーマン 

￥376 ￥390 ▲ △ ＝ ￥600（￥611） 

産地概況 

高知（ＪＡ高知県）、鹿児島(ＪＡ南さつま)の入荷｡ 

気温の低下により増量は見込めず、横這いの入荷を見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 113％ 

豆類 

￥847 ￥900 ＝ ＝ ＝ ￥900（￥908）

産地概況 

インゲンは高知産(ＪＡ高知県)、鹿児島産(商系)の入荷｡ 

キヌサヤは愛知産(ＪＡ愛知みなみ)､鹿児島産(ＪＡいずみ)の入

荷｡  

砂糖エンドウは静岡産(ＪＡとぴあ浜松)、愛知産(ＪＡ愛知みなみ)

の入荷｡  

エンドウは鹿児島産(ＪＡいぶすき)､愛知産(ＪＡ愛知みなみ)の入

荷｡ 

そらまめ・実えんどうは鹿児島産(ＪＡいぶすき)の入荷｡ 

総入荷量 38ｔ 前年比 109％ 

馬鈴薯 

￥141 ￥160 ▲ ＝ ▼ ￥160（￥92） 

産地概況 

北海道産主体に長崎､鹿児島産の入荷｡ 

北海道産は貯蔵の残量を見ながらの計画入荷。長崎、鹿児島産は平

年作が見込まれているが、作付減少から前年より入荷減少を見込

む。安価であった前年より大幅高だがほぼ平年並みの単価を見込

む。 

総入荷量 360ｔ 前年比 93％ 

長芋 

￥304 ￥310 ＝ ▼ ▼ ￥290（￥251） 

産地概況 

北海道、青森産の入荷｡ 

北海道産は豊作で順調な入荷。青森産はやや少ない予想。 

価格は前年より高値を見込む。 

総入荷量 40ｔ 前年比 104％ 

玉葱 

￥70 ￥75 ＝ ▲ ＝ ￥80（￥76） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。北海道産残量を見ながらの調整出荷となる

が、概ね平年並みの出回り量となる見込み。価格も平年並みの予想。

中旬以降には静岡産新玉葱の入荷も始まる見込み。 

総入荷量 580ｔ 前年比 99％ 
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B-6 

みかん 

￥200 ￥220 ▽ ＝ ▲ ￥211（￥211） 

産地概況 

福岡産は山川選果場より 1、2日の入荷。 

長崎産は長崎せいひより 1月 7日開始予定。 

総入荷量 511ｔ 前年比 100％ 

デコポン 

￥711 ￥685 ▼ ＝ ＝ ￥603（￥440） 

産地概況 

鹿児島産無加温の入荷。昨年並みの入荷予想。 

熊本産は無加温で週 3回の入荷予定。 

徐々に増量する見込み。 

総入荷量 58ｔ 前年比 94％ 

伊予柑 

￥220 ￥210 △ ＝ ▽ ￥211（￥211） 

産地概況 

1 月 12 日以降、えひめ中央より入荷。 

総入荷 120ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥800 ￥1,000 △ ＝ ＝ ￥1,100（￥1,037）

産地概況 

アールスメロンは静岡クラウンメロン中心に高知、熊本産等の入

荷。クラウンメロンは安定の入荷だが、他産地（高知、熊本産）

は作付減少のため不安定な入荷。 

熊本産アンデス、クインシーの入荷。 

総入荷量 28ｔ 前年比 107％ 

りんご 

￥250 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥234） 

産地概況 

つがるにしきた、つがるみらいよりサンふじの入荷。 

総入荷量 163ｔ 前年比 124％ 

苺 

￥1,749 ￥1,700 ▼ ▼ ＝ ￥1,563（￥1,738）

産地概況 

愛知、長崎、鹿児島、福岡産の入荷。 

各産地、順調な入荷見通し。 

総入荷量 80ｔ 前年比 138％ 

冷蔵柿 

￥280 ￥350 △ ＝ ＝ ￥370（￥364） 

産地概況 

福岡産冷蔵富有柿の入荷。 

総入荷量 25ｔ 前年比 125％ 
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バナナ 

￥118 ￥120 ＝ ＝ ▲ ￥125（￥126） 

産地概況 

フィリピン産・南米産の入荷。 

ともに安定した入荷見込み。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 978ｔ 前年比 102％ 

オレンジ 

￥210 ￥210 ＝ ▲ ▲ ￥240（￥243） 

産地概況 

アメリカ産、オーストラリア産の入荷。 

ネーブル種の入荷で、中心サイズは 72 玉、88 玉サイズ。 

オーストラリア産は終盤で中旬頃に終了予定。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 48ｔ 前年比 102％ 

グレープ 

フルーツ 

￥189 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥187） 

産地概況 

イスラエル産及びアメリカ産の入荷。 

イスラエル産ルビー種、ホワイト種ともに 44 玉中心の入荷。 

フロリダ産ルビー種、ホワイト種ともに 40 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 39ｔ 前年比 105％ 

レモン 

￥262 ￥260 ▲ ▲ ＝ ￥290（￥293） 

産地概況 

アメリカ産及びチリ産の入荷。 

アメリカ産は 140 玉、161 玉サイズの小玉中心の入荷。 

チリ産は終盤で上旬に終了。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 47ｔ 前年比 94％ 

パイン 

アップル 

￥132 ￥130 ▼ ＝ ＝ ￥125（￥124） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。 

各ブランド、大玉から小玉まで順調な入荷。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 33ｔ 前年比 113％ 


