
主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  3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 

￥45 ￥40 ▲ ▲ ▲ ￥148（￥58） 

産地概況 

茨城産も終盤となり、九州産を主に入荷。 

生産良好であり、安定した入荷見通し。 

総入荷量 230ｔ 前年比 105.2％ 

キャベツ 

￥67 ￥70 ▲ ＝ ▲  ￥107（￥59） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。春系キャベツ主体だが、中旬より品種が切り

替わり始めて品質も不安定となる見込み。 

総入荷量 420ｔ 前年比 99.9％ 

ねぎ 

￥483 ￥480 ＝ ▼ ＝ ￥400（￥263） 

産地概況 

埼玉、大分産主力に鹿児島産の入荷。 

価格が高い状態が続き、前進した出荷となっているため出荷量は

やや少なく、平年に比べて高値推移の予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 129.1％ 

ほうれん草

￥388 ￥360 ＝ ＝ ▲ ￥400（￥370） 

産地概況 

石川、群馬、静岡、岐阜、福岡産の入荷。福岡産は今までの露地

からハウス物の出荷が増え、昨年よりも作付が増加したため安定

した入荷見込み。価格は安価推移した昨年よりもやや高めと予

想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 91％ 

小松菜 

￥364 ￥310 ▼ ＝ ＝ ￥267（￥210） 

産地概況 

石川、茨城、福岡産の入荷。石川産は施設が風雪害の影響があり、

昨年よりも少ない入荷見込み。他産地は潤沢な出回りの見通し。

価格は平年並みの予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 102.2％ 

ブロッコリー

￥303 ￥260 ▲ ▲ ▲ ￥316（￥298） 

産地概況 

九州産を主に石川、高知産の入荷。 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 135ｔ 前年比 93.2％ 

レタス 

￥131 ￥120 ▲ ▲ ▲ ￥161（￥128） 

産地概況 

兵庫産を主に茨城、長崎産の入荷。 

安定した入荷見通し。 

総入荷量 230 前年比 81.3％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  3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 

￥1070 ￥1000 ▼ ▼ ＝ ￥875（￥894） 

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。

原木物は奥能登産「のと 115」中心の入荷。春子のシーズンを迎

え、椎茸の出やすい環境となるため安定した入荷見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 114％ 

しめじ 

￥530 ￥500 ▼ ＝ ▼ ￥500（￥442） 

産地概況 

JA 長野産（中野、千曲、飯綱、みゆき他）と企業物（ホクト、雪

国、ミスズライフ他）の入荷。春シーズンに向けての売場構成に

なってきているため販売ベースは減少。相場も少しずつ下がる見

込み。各産地ともに出荷量は微減。 

総入荷量 30ｔ 前年比 117％ 

えのき 

￥293 ￥240 ▼ ▼ ＝ ￥277（￥162） 

産地概況 

長野産中心の入荷。上旬までは安定した入荷。中旬より減産に入

るため入荷減少の見込み。入荷は減少するが需要期を外れるため

価格は保合から下げを見込む。 

総入荷量 65ｔ 前年比 118％ 

大葉 

￥2300 ￥2300 ＝ ＝ ＝ ￥2300（￥1986）

産地概況 

愛知産の入荷。日照時間も増え、十分な供給が見込み。新型コロ

ナウイルスの感染状況次第ではあるが、緊急事態宣言の解除がな

され、少しでも飲食・宿泊業者等の需要が回復することを期待し

たい。 

総入荷量 5.1ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥695 ￥580 ▼ ▼ ▼ ￥500（￥480） 

産地概況 

群馬産、愛知産、石川産の入荷。 

愛知産は前半にて終了見込み。群馬、石川産の入荷となる。 

総入荷量 6ｔ 前年比 107％ 
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大根 

￥80 ￥85 ＝ ＝ ＝ ￥85(￥85) 

産地概況 

千葉産ＪＡちばみどり中心の入荷。 

トンネル作型の出荷で品質的には良好。 

2Ｌ中心の入荷見込み。 

総入荷量 360ｔ 前年比 102％ 

かぶ 

￥119 ￥110 ＝ ＝ ＝ ￥110(￥143) 

産地概況 

石川産の入荷。 

安定した入荷見込み。単価は保合の予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 105％ 

人参 

￥125 ￥140 ▲ ▲ ＝ ￥155（￥155） 

産地概況 

前半は愛知産あいち中央、後半は徳島産板野郡農協中心の入荷。

愛知産は平年に比べ切り上がりが早い見込みで、徳島産は 15 日

～20 日からの入荷見込み。産地間と端境になる可能性が高く、昨

年同様、堅調な相場になる予想。 

総入荷量 280ｔ 前年比 100％ 

蓮根 

￥495 ￥510 ▲ ▲ ▼ ￥530（￥557） 

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やや残量は多いが、出荷終盤となり入荷はや

や不安定。前月に比べ価格は上げの見込み。 

総入荷量 56ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥234 ￥230 ＝ ▲ ▲ ￥240（￥194） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。 

石川産は前年より残量は少なく、入荷減、単価高で推移する見込

み。 

総入荷量 135ｔ 前年比 86％ 



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

￥370 ￥360  ＝ ▼ ▼ ￥300（￥315） 

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)の入荷。 

生育良好で順調な入荷を見込む。 

総入荷量 340ｔ 前年比 101％ 

南瓜 

￥181 ￥140 ＝ ▲ ＝ ￥160（￥156） 

産地概況 

ニュージーランド産と沖縄産の入荷。 

ニュージーランド産は順調な入荷を見込む。沖縄産は、小玉傾向

で推移する見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 95％ 

茄子 

￥445 ￥410 ＝ ▼ ▼ ￥390（￥397） 

産地概況 

中茄子：高知産（ＪＡ高知県）、愛知産（ＪＡ豊橋）

長茄子：熊本産（ＪＡ熊本市）、福岡産（ＪＡ南筑後）

安定した品質で、順調な入荷見込み。入荷も消費も拡大していく

見通し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 103％ 

トマト 

￥298 ￥310 ▲ △ ▲ ￥360（￥424） 

産地概況 

愛知産（ＪＡ豊橋・ひまわり・愛知みなみ）、岐阜産個人物、熊本

産商系物の入荷。 

丸トマトは徐々に小玉傾向ながら、又愛知産ファーストトマトは

Ｌ中心で出荷のピークを迎える見通し。業務需要が縮小している

中、価格は前年・平年を下回る見通し。 

総入荷量 245ｔ 前年比 103％ 

ミニトマト

￥688 ￥650 ▲ ＝ ▼ ￥730（￥845） 

産地概況 

愛知産（ＪＡ豊橋・愛知みなみ・東三河・東三河倉庫・ひまわり・

西三河・あいち海部・渥美）、熊本産（ＪＡ熊本市）の入荷。 

各産地、2 月中旬以降の好天により、順調に生育し、3 月中旬以

降に入荷増を見込む。業務関連の不調から、価格は前年、例年比

安で推移する見込み。   

総入荷量 85ｔ 前年比 108％ 
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△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 
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B-5 

ピーマン 

￥614 ￥610 ＝ ＝ ▼ ￥580（￥611） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）鹿児島産（JA 南さつま）の入荷。 

上旬から増量期に入る予定であったが、２月下旬の降雨の影響

で、各産地とも中旬以降に増量を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 107％ 

豆類 

￥911 ￥880 ▼ ▼ ＝ ￥860（￥929）

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：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：静岡産（ＪＡとぴあ）、 

愛知産（ＪＡ愛知みなみ）の入荷 

えんどう：愛知産（ＪＡ愛知みなみ）、 

鹿児島産（ＪＡいぶすき）の入荷 

そら豆・実えんどう：鹿児島産（ＪＡいぶすき）の入荷 

総入荷量 39ｔ 前年比 108％ 

馬鈴薯 

￥223 ￥240 ＝ ▲ ＝ ￥250（￥118） 

産地概況 

北海道・鹿児島産の入荷。北海道産は貯蔵量が少なく、産地によ

っては 3月での早期終了を見込む。 

鹿児島離島産は栽培面積の減少により前年より少ない見込み。単

価は前年、平年より大幅高を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 86％ 

長芋 

￥267 ￥265 ＝ ＝ ▲ ￥270（￥266） 

産地概況 

北海道、青森産の入荷。 

前年、北海道産主力の川西農協物は２ヶ月の休み明けとなり平年

をかなり上回る出荷となったが、本年については平年並みの出荷

が見込み。 

価格はやや高めで推移する予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 93％ 

玉葱 

￥74 ￥75 ▲ ▲ ＝ ￥78（￥68） 

産地概況 

北海道貯蔵物および静岡産主力に府県産の入荷。 

北海道産の出荷は前進気味のため多くない予想。引き合いが強ま

り、単価は上昇しながら推移する見込み。 

府県産は九州産等も加わる見込み。 

総入荷量 750ｔ 前年比 95％ 
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B-6 

デコポン 

￥389 ￥395 ＝ ＝ ＝ ￥499（￥350） 

産地概況 

熊本産ロジの入荷。大玉は減り 20 玉中心の入荷。 

愛媛産は寒害の影響で前年と比べ、若干数量減となる予想。 

総入荷量 174ｔ 前年比 116％ 

伊予柑 

￥240 ￥220 ▲ ＝ ▼ ￥220（￥214） 

産地概況 

えひめ中央より入荷。週３回の販売予定。 

Ｍ玉果と弥生紅の入荷。 

総入荷量 200ｔ 前年比 100％ 

八朔 

￥160 ￥170 ▲ ＝ ＝ ￥180（￥175） 

産地概況 

和歌山カネタ、共撰中心の入荷。 

Ｌ中心で入荷量はやや減少する見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 107％ 

メロン 

￥700 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥800（￥793） 

産地概況 

アールスは静岡クラウンメロン中心に高知産の入荷。 

入荷量は年々減少傾向でやや少なめの入荷予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥219 ￥220 ＝ ▲ ▲ ￥230（￥302） 

産地概況 

ＪＡつがるみらい、ＪＡにしきたより入荷。 

サイズは 36 玉、40 玉中心。 

総入荷量 270ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥1348 ￥1435 ＝ ▼ ▼ ￥1200（￥1179） 

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。 

中旬以降、各産地とも順調な入荷見通し。 

総入荷量 150ｔ 前年比 128％ 

キウイ 

￥491 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥506） 

産地概況 

福岡・愛媛産の入荷｡各産地 33 玉中心の入荷。 

出荷も終盤に差しかかり、下旬以降は数量が減少する見込み。 

総入荷量 28ｔ 前年比 110％ 
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バナナ 

￥115 ￥120 ▲ ▲ ＝ ￥130（￥140） 

産地概況 

フィリピン産・エクアドル産の入荷。 

全体的に前年並みの入荷だが、ローランド系はやや減少傾向。 

価格は前月より若干上げの見込み。 

総入荷量 1080ｔ 前年比 104％ 

オレンジ 

￥223 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥240） 

産地概況 

アメリカ産ネ－ブル種の入荷｡ 

72 玉、88 玉サイズ中心に安定した入荷。 

糖酸バランスが良く食味良好。価格は保合で推移。 

総入荷量 52ｔ 前年比 104％ 

グレープ 

フルーツ 

￥168 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥194） 

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｡ 

イスラエル産は 40 玉・44 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。 

総入荷量 43ｔ 前年比 102％ 

レモン 

￥284 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥270） 

産地概況 

アメリカ産の入荷｡ 

大玉、小玉サイズともに安定した入荷。 

価格は保合で推移。 

総入荷量 37ｔ 前年比 106％ 

パイン 

￥134 ￥140 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥137） 

産地概況 

フィリピン産の入荷｡ 

各ブランド、大玉サイズ中心に安定した入荷。 

価格は保合で推移。 

総入荷量 49ｔ 前年比 102％ 


