
要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  2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 

￥61 ￥55 ＝ ▲ ▲ ￥140（￥51） 

産地概況 

茨城産を主に兵庫産の入荷。 

生育良好で安定した入荷見通し。 

総入荷量 250ｔ 前年比 104.2％ 

キャベツ 

￥100 \105 ＝ ▼ ▲ ￥103（￥85） 

産地概況 

愛知産主体に鹿児島、石川産の入荷。 

春系キャベツ主体に概ね安定した入荷見通し。 

総入荷量 400ｔ 前年比 118.9％ 

ねぎ 

￥563 ￥480 ＝ ▼ ＝  ￥463（￥311） 

産地概況 

埼玉、群馬、大分産主力の入荷。関東産地は干ばつの影響から品

質格差があり、価格のバラつきがある予想。大分産については概

ね安定した入荷見通し。 

総入荷量 95ｔ 前年比 116.2％ 

ほうれん草

￥727 ￥630 ▼ ▽ ＝ ￥457（￥403） 

産地概況 

石川、群馬、静岡、岐阜、福岡産の入荷。 

石川産のハウス物は雪害のため、昨年よりも少ない入荷。露地物

中心の岐阜、福岡産は増量する見込み。 

価格は平年並みの予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 72.5％ 

小松菜 

￥475 ￥430 ▼ ▼ ＝ ￥375（￥330） 

産地概況 

石川、茨城、福岡産の入荷。 

石川産のハウス物は雪害があり、昨年よりも少ない入荷。茨城、

福岡産は順調な入荷見込み。 

価格は平年並みの予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 117.6％ 

ブロッコリー

￥428 ￥350 ▲ ▲ ▲ ￥381（￥282） 

産地概況 

鹿児島、長崎産を主に愛知、高知産の入荷。 

各産地とも安定した入荷見通し。 

総入荷量 105ｔ 前年比 60.6％ 
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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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レタス 

￥171 ￥200 ▼ ▼ ▼ ￥173（￥178） 

産地概況 

兵庫県産を主体に長崎産の入荷。 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 150ｔ 前年比 80.8％ 

生椎茸 

￥1088 ￥1100 ＝ ▼ ＝ ￥1091（￥998） 

産地概況 

菌床物は石川産と中心に長野、新潟、富山、兵庫、徳島産の入荷。

気温上昇とともに順調な入荷見込み。 

原木物は奥能登産「のと 115」中心の入荷。 

雪解けとともにハウス、露地と安定した入荷となる見込み。  

総入荷量 33ｔ 前年比 98.2％ 

しめじ 

￥531 ￥550 ▲ ＝ ＝ ￥583（￥484） 

産地概況 

ＪＡ長野県（中野、飯綱、千曲、みゆき他）を中心に、他企業物

（ホクト、雪国、ミスズライフ）の入荷。 

正月休みの影響も出るが、概ね順調な入荷見込み。 

相場は産地によってバラつきが大きいが、平均では例年並みと予

想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 107.3％ 

えのき 

￥302 ￥300 ＝ ▼ ▼ ￥290（￥200） 

産地概況 

長野産中心の入荷。1月下旬よりお正月の影響を受け入荷減少し

ていたが、2月中旬頃まで続く見込み。中旬以降は安定した入荷

となる見通し。 

価格は立春を向かえ、徐々に下がると予想。 

総入荷量 62ｔ 前年比 89.7％ 

大葉 

￥2131 ￥2300 ＝ △ ＝ ￥2600（￥2562）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。例年、当月においては需要が低めで

あるが、本年は新型コロナウイルスの感染状況が不透明であるこ

とで若干の減産体制となる予想。出回りは少なめで引き合いも弱

いと予想され、例年よりも軟調な相場展開となる見通し。 

総入荷量 4.2ｔ 前年比 88％ 

春菊 

￥940 ￥750 ▽ ＝ ＝ ￥650（￥616） 

産地概況 

群馬、愛知、石川産の入荷。 

各産地、気温の影響から出荷は不安定の予想。 

総入荷量 7.5ｔ 前年比 100％ 
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大根 

￥90 ￥80 ＝ ＝ ▼ ￥75（￥72） 

産地概況 

千葉産ＪＡちばみどり主力に徳島、鹿児島産の入荷。 

ロジ作型からトンネル作型へ切り替わるが本年は低温のため、や

や生育が遅れ気味。 

中旬以降は増量の見込み。 

総入荷量 340ｔ 前年比 103％ 

かぶ 

￥116 ￥140 ＝ ＝ ▼ ￥130（￥110） 

産地概況 

石川産ＪＡ金沢市主力の入荷。 

気温の低下による肥大不足から小玉中心だが安定した入荷見込

み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 90％ 

人参 

￥125 ￥120 ▽ ▼ ＝ ￥85（￥75） 

産地概況 

愛知産ＪＡあいち中央主力に鹿児島、千葉産の入荷。 

太物中心ながら順調な入荷見込み。 

総入荷量 360ｔ 前年比 90％ 

蓮根 

￥627 ￥560 ▼ ＝ ＝ ￥530（￥528） 

産地概況 

石川産主力に愛知、茨城産の入荷。 

天候に左右される面はあるが、概ね順調な入荷見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥300 ￥240 ▼ ＝ ＝ ￥230（￥210） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。 

石川産は前年に比べ残量が少なく、入荷減となる見込み。 

総入荷量 200ｔ 前年比 93％ 

胡瓜 

￥332 ￥400 ▼ ▼ ＝ ￥360（￥413） 

産地概況 

高知産(ＪＡ高知県)愛知産(ＪＡ西三河)群馬産(ＪＡ邑楽館林)

からの入荷。生育順調で樹勢は概ね良好。春らしい暖かな気候に

なれば日々増量を見込む。2/2 は節分で需要が高まる予想でそこ

から徐々に価格は下げ傾向になる見込み。 

総入荷量 255ｔ 前年比 103％ 
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南瓜 

￥217 ￥185 ＝ ▼ ▼ ￥170（￥162） 

産地概況 

国内産（沖縄県）とメキシコ産、ニュージーランド産の入荷。 

国内産は生育期が低温だったことから小玉傾向の予想。 

総入荷量 85ｔ 前年比 98％ 

茄子 

￥376 ￥420 ＝ ＝ ＝ ￥400（￥445） 

産地概況 

高知産(ＪＡ高知県)愛知産(ＪＡ豊橋)の茄子と熊本産(ＪＡ熊本

市)福岡産(ＪＡ南筑後)の長茄子の販売。概ね生育は順調である

が、一部無加温ハウスでは 1月の低温の被害がある。1月までは

寒波が強く消費も鈍かったが、今後気温が上がり消費も伸び、需

要が高まることに期待。 

総入荷量 90ｔ 前年比 106％ 

トマト 

￥313 ￥300 ＝ ▲ ▲ ￥360（￥417） 

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。1月の寒波の影響により、トマト類の消費が著しく

低下したことから上旬は安価で推移。中旬より徐々に売場拡大す

ることに伴い緩やかに価格は上昇する見込み。 

総入荷量 180ｔ 前年比 105％ 

ミニトマト

￥552 ￥560 ＝ ＝ ▲ ￥710（￥813） 

産地概況 

ＪＡ豊橋、あいちみなみ、ひまわり、西三河、あいち海部、熊本

市農協より入荷。1月の寒波の影響から消費が鈍くなり、価格も

低迷。中旬以降は愛知、熊本産ともに安定した入荷となる予想。

総入荷量 72ｔ 前年比 104％ 

ピーマン 

￥495 ￥650 ＝ ＝ ＝ ￥650（￥753） 

産地概況 

高知産(ＪＡ高知)鹿児島産(ＪＡ南さつま)の入荷。 

平年並みの出荷状況で安定した入荷となる見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 122％ 
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豆類 

￥971 ￥950 ＝ ＝ ＝ ￥950（￥898）

産地概況 

インゲン-高知(ＪＡ高知県)鹿児島(商系)オマーン(商系)の入

荷。 

キヌサヤ-愛知(ＪＡ愛知みなみ)鹿児島(ＪＡいずみ)の入荷。 

スナップエンドウ-愛知(ＪＡ愛知みなみ、豊橋)鹿児島(ＪＡいぶ

すき)の入荷。 

砂糖豌豆-愛知(ＪＡ愛知みなみ)静岡(とぴあ浜松)の入荷。 

そらまめ・実えんどう-鹿児島（ＪＡいぶすき）の入荷。 

総入荷量 46ｔ 前年比 107％ 

馬鈴薯 

￥183 ￥190 ▲ ＝ ＝ ￥200（￥87） 

産地概況 

長崎産新物は一旦終了。北海道、鹿児島産の入荷。 

両産地とも作付面積が大幅に減少しており、前年、平年より出荷

は大幅に減少する見込み。 

単価は前年、平年より大幅高を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 91％ 

長芋 

￥291 ￥280 ▼ ＝ ＝ ￥265（￥252） 

産地概況 

北海道、青森産の入荷。 

両産地とも順調な入荷が見込まれるが、北海道産はＣ品率が高く

なり、Ａ品の価格がやや強くなるが全体的には前年よりやや高め

での推移予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 74％ 

玉葱 

￥76 ￥80 ＝ ▲ ＝ ￥82（￥71） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。 

順調な入荷予想ではあるが、残量は平年に比べやや少ないため単

価は若干上げの見込み。 

静岡産新玉葱は日量 30～50 ケースの入荷。 

総入荷量 650ｔ 前年比 101％ 
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デコポン 

￥664 ￥550 ▼ ＝ ＝ ￥480（￥341） 

産地概況 

鹿児島いずみより週 3～4回の入荷。 

熊本産は 20 日まで無加温で後半はロジに切り替わる。 

安定した入荷見込み。 

総入荷量 127ｔ 前年比 100％ 

伊予柑 

￥200 ￥180 ▽ ＝ ▼ ￥190（￥188） 

産地概況 

愛媛産、週 3日以上の入荷。 

えひめ中央より 2Ｌ中心の入荷。 

下旬に向けてＭ寸の入荷。 

総入荷量 300ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥170 ￥160 ▼ ＝ ＝ ￥155（￥155） 

産地概況 

和歌山産、カネタ、ミナト共選の入荷。 

Ｌ中心で順調な入荷予定。 

総入荷 80ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥700 ￥750 ▲ ▲ ▲ ￥850（￥956） 

産地概況 

アールスは静岡クラウンメロン中心に高知、熊本産の入荷。 

例年だと厳寒期で高単価となるが、本年はコロナ禍で業務需要が

少なく、単価は伸び悩む。 

総入荷量 23ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（\300） 

産地概況 

青森産で週 3回以上の入荷。 

ＪＡ津軽みらい、ＪＡつがるにしきたより 36 玉、40 玉中心の入

荷。 

順調な入荷を見込む。 

総入荷量 140ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1427 ￥1385 ▼ ＝ ▲ ￥1350（￥1294） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。 

上中旬、各産地 2番果のピークとなり順調な入荷見通し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 116％ 
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キウイ 

￥500 ￥500 ▲ ＝ ＝ ￥520（￥487） 

産地概況 

福岡産を中心に愛媛、和歌山産の入荷。 

３３玉中心の入荷。 

総入荷量 28ｔ 前年比 93％ 

バナナ 

￥118 ￥126 ▲ ▲ ▲ ￥140（￥145） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ハイランド系は順調な入荷見込み。 

ロ－ランド系はやや減少する見込み。 

価格は高めに推移する予想｡ 

総入荷量 856ｔ 前年比 78％ 

オレンジ 

￥214 ￥220 ＝ ▲ ▲ ￥240（￥254） 

産地概況 

アメリカ産ネ－ブル種の入荷。 

中心サイズは 72 玉、88 玉。糖度、酸度のバランスが良く食味良

好。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 108％ 

グレープ 

フルーツ 

￥169 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥205） 

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。 

イスラエル産ルビー種、ホワイト種ともに 44 玉、49 玉サイズ中

心、フロリダ産は 40 玉中心の入荷。 

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 

￥313 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥296） 

産地概況 

アメリカ産の入荷｡ 

大玉から小玉サイズまで安定した入荷。 

価格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥126 ￥130 ＝ ＝ ＝ ￥130（￥150） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。 

各ブランド、大玉から小玉サイズまで安定した入荷。 

価格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 100％ 


