
主要品目産地概況と販売見通し（令和 3年 4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 ￥70 ▲ ▲ ▲ ￥110（￥205） 

産地概況 

茨城産を主に兵庫、九州産の入荷。 

概ね安定した入荷見通し。 

総入荷量 255ｔ 前年比 188.6％ 

キャベツ 

￥62 ￥70 ▲ ＝ ▲ ￥111（￥142） 

産地概況 

愛知産主力の入荷。春系キャベツの品種の切り替えから、高品質

な物を求める動きが強まるため単価はやや上昇。 

中旬以降は冬系キャベツの端境となるため、月を通して平年並み

の価格となる見込み。 

総入荷量 430ｔ 前年比 125.2％ 

ねぎ 

￥445 ￥420 ＝ ▼ ＝ ￥389（￥400） 

産地概況 

大分、埼玉産主力の入荷。 

春葱への品種切り替えから太物の発生が減り、出荷はやや減少。

価格は平年並みを見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 146.7％ 

ほうれん草

￥318 ￥400 ▲ ＝ ▲ ￥546（￥659） 

産地概況 

群馬、静岡、福岡産を中心に、石川産は上旬より増え、岐阜（ひ

だ地区）産が中旬頃より入荷。各産地、順調な生育が見込まれ、

昨年以上の入荷見込み。価格は昨年よりも安めで推移する予想。

総入荷量 55ｔ 前年比 159.1％ 

小松菜 

￥177 ￥230 ▲ ＝ ▲ ￥285（￥349） 

産地概況 

石川、群馬産中心の入荷。石川産は風雪害の影響で少なかったが、

徐々に増加傾向。茨城産は順調な入荷見込み。価格はほうれん草

と同様、安めで推移する予想。 

総入荷量 65ｔ 前年比 178.7％ 

ブロッコリー

￥277 ￥320 ▲ ▲ ▲ ￥450（￥493） 

産地概況 

高知産を主に石川、長崎、愛知産の入荷。 

新ブロッコリーは例年より早い出回りとなる。 

総入荷量 120ｔ 前年比 120.6％ 

レタス 

￥100 ￥140 ▲ ▲ ＝ ￥179（￥201） 

産地概況 

兵庫産を主に茨城産の入荷。 

上旬は生育不良から出荷減少を予想するが、中旬以降は安定した

入荷見込み。 

総入荷量 240ｔ 前年比 122.0％ 
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生椎茸 

￥917 ￥900 ＝ ▲ ▲ ￥900（￥891） 

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。

石川産は菌床ブロックの入れ替えも終わり、他産地と同様に順調

な入荷見込み。兵庫産は下旬に向けて終了の見込み。原木物は奥

能登産「のと 115」中心の入荷。ピークを過ぎ終盤となる。「のと

てまり」は 3月末で終了の予定だが、天候次第で数回販売の可能

性あり。 

総入荷量 35ｔ 前年比 144％ 

しめじ 

￥408 ￥400 ＝ ＝ ＝ ￥400（￥541） 

産地概況 

JA 長野産（中野市、飯綱、千曲、北信州みゆき他）を中心に他企

業物（ホクト、雪国、ミスズライフ）の入荷。全体的に徐々に減

産調整が始まる産地が増えてくる見込み。月末の連休前の引き合

いに向けて相場は横這い傾向の予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 144％ 

えのき 

￥187 ￥160 ＝ ▲ ▲ ￥235（￥287） 

産地概況 

長野産の入荷。減産期に入っており、中旬以降は出荷ピーク時の

半減となり価格は上昇する見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 133％ 

大葉 

￥2,135 ￥2,200 ＝ ＝ △ ￥2,400（￥1,643）

産地概況 

愛知県豊橋温室組合からの入荷。生育は順調だが、新型コロナウ

イルスの感染状況によって取引は大きく左右される。緊急事態宣

言下だった昨年と比べると本年は幾分か引き合いも出ると予想。

平年並みの取引を期待する。 

総入荷量 5ｔ 前年比 102％ 

春菊 

￥480 ￥480 ▲ ▼ ＝ ￥610（￥593） 

産地概況 

群馬・石川産の入荷。 

石川産は出荷末期で入荷不安定。 

群馬産は減少傾向。 

総入荷量 4ｔ 前年比 108％ 

大根 

￥86 ￥95 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥124） 

産地概況 

千葉産・JA ちばみどり中心の入荷。 

２Ｌ中心にＬの流れで順調な入荷見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 132％ 
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かぶ 

￥115 ￥125 ▲ ＝ ＝ ￥150（￥129） 

産地概況 

新潟、埼玉産の入荷。 

２Ｌ中心に３Ｌの入荷。 

出始めは少ないが後半は順調な入荷見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 100％ 

人参 

￥205 ￥170 ▽ ▼ ▼ ￥130（￥128） 

産地概況 

徳島産・板野郡農協藍園支所中心の入荷。 

生育も順調な中、出荷ピークを迎える。 

Ｍ中心にＬの流れ。休日対応も含め順調な入荷見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 100％ 

蓮根 

￥469 ￥480 ▲ ▲ ▲ ￥540（￥692） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。 

石川産は上旬から中旬にかけて植付け作業等の影響で入荷減と

なる見込み。 

前年に比べ残量は多い。 

総入荷量 28ｔ 前年比 120％ 

甘藷 

￥244 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥255（￥240） 

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が少なく、やや高値で推移する見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 92％ 

胡瓜 

￥303 ￥270 ▼ ▼ ＝ ￥250（￥269） 

産地概況 

群馬産（JA 邑楽館林）、高知産(JA 高知県)、愛知産(JA 西三河)に

加えて石川産(ＪＡ金沢市)からの入荷。日々増量の見込み。 

巣ごもり需要の強かった昨年よりは安価での推移となる予想。 

総入荷量 360ｔ 前年比 105％ 

南瓜 

￥178 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥166） 

産地概況 

ニュージーランド産中心の入荷で沖縄産も入荷。 

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

入荷減少。下旬からメキシコ産も加わる予定。 

総入荷量 110ｔ 前年比 115％ 
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茄子 

￥377 ￥360 ▼ ▼ ＝ ￥350（￥372） 

産地概況 

中茄子は高知産（JA 高知県）、愛知産（JA 豊橋）、長茄子は熊本

産（JA 熊本市）、福岡産（JA 南筑後）からの入荷。 

各産地とも出荷のピークに入り、順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 160ｔ 前年比 108％ 

トマト 

￥336 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥416） 

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。上旬の愛知産ファーストトマトは順次生産者の出

荷を終了し、中旬以降は大幅に減少ながら丸トマトの春作が始ま

り増量となる。業務需要が鈍い中、前年、平年比安を見込む。 

総入荷量 260ｔ 前年比 110％ 

ミニトマト

￥740 ￥670 ▼ ＝ ＝ ￥630（￥652） 

産地概況 

JA 豊橋あいち・海部・ひまわり・東三河・西三河・あいちみなみ・

渥美、熊本市農協の入荷。愛知産は上旬以降、数量が回復する見

込みだが、高糖度は減少すると予想。業務需要が鈍く価格は平年、

前年安を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥580 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥460（￥593） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）、鹿児島産（JA 南さつま）の入荷。 

気温上昇から生育も良く安定した入荷を見込む。 

総入荷量 86ｔ 前年比 106％ 

豆類 

￥751 ￥650 ＝ ＝ ▲ ￥780（￥934）

産地概況 

インゲン－高知産(ＪＡ高知)、鹿児島産（商系）の入荷。 

キヌサヤ－愛知産（ＪＡ愛知みなみ）群馬産（ＪＡ館林）の入荷。

砂糖エンドウ－静岡産(ＪＡとぴあ浜松)、愛知産（ＪＡ愛知みな

み）の入荷。 

スナップエンドウ－愛知産(ＪＡ豊橋、愛知みなみ)の入荷。 

ピース・そら豆－鹿児島産（ＪＡいずみ）の入荷。 

総入荷量 35ｔ 前年比 109％ 
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馬鈴薯 

￥262 ￥265 ▼ ＝ ▼ ￥240（￥157） 

産地概況 

鹿児島産主力に下旬頃より長崎産の入荷を見込む。 

北海道産は平年よりかなり早いが終了。北海道産の早期終了と鹿

児島産の面積減により前年に比べ大幅な高値を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 98％ 

長芋 

￥251 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥275（￥318） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。 

両産地とも秋堀から春堀に変わる中下旬頃に入荷不安定となり、

価格も強保合となる見込み。 

高値が続いた前年より販売しやすい価格推移の予想。 

総入荷量 65ｔ 前年比 100％ 

玉葱 

￥79 ￥80 ＝ ▲ ▲ ￥85（￥57） 

産地概況 

北海道産貯蔵物及び愛知産主体の府県産の入荷。 

北海道産の残量は平年並と見られ、安値であった前年に比べ高値

だが決して平年を超える相場ではない予想。 

府県産は４月頭から愛知産が開始し主力となる見込み。 

総入荷量 730ｔ 前年比 100％ 
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甘夏 

￥181 ￥185 ▲ ＝ ＝ ￥200（￥193） 

産地概況 

鹿児島産の入荷。 

下旬より貯蔵に切り替わっての入荷。 

昨年に比べ数量減の予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 93％ 

デコポン 

￥350 ￥380 ▲ ▲ ＝ ￥390（￥385） 

産地概況 

熊本産は上旬までロジの残量、中旬以降は貯蔵になる。 

価格は強市況となる予想。 

愛知産蒲郡より樹熟デコポン（化粧箱）の入荷。 

愛媛産えひめ中央より入荷。上旬で終了予定。 

総入荷 75ｔ 前年比 102％ 

清見 

￥300 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥300（￥321） 

産地概況 

愛媛産および佐賀産の入荷。 

年々減少傾向でＬ、２Ｌ中心の予想。 

総入荷量 15ｔ 前年比 103％ 

苺 

￥1,361 ￥1,350 ▼ ＝ ＝ ￥1,250（￥1,156）

産地概況 

愛知・長崎・鹿児島・福岡産の入荷。 

数量ついては昨年並みの予想ではあるが、今後気温の上昇に伴

い、品質により数量の増減あり。 

総入荷量 87ｔ 前年比 104％ 

メロン 

￥900 ￥900 ＝ ＝ ＝ ￥900（￥627） 

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ＪＡ土佐市中

心の入荷。ともに 6玉 8kg 中心の入荷となる見込み。 

雑メロン類は熊本産アンデス、クインシーの入荷。 

前半は少なく、後半より各農協が出揃うことで入荷量は増加する

見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 111％ 

西瓜 

￥250 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥203） 

産地概況 

熊本産の入荷予定。JA 鹿本、熊本市、益城より入荷。 

Ｌサイズ中心の入荷予定。 

総入荷量 50ｔ 前年比 103％ 
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りんご 

￥240 ￥250 △ ▲ ▲ ￥280（￥370） 

産地概況 

青森産サンふじ・ジョナゴ－ルド・王林を中心とした販売。 

サンふじの出荷を終了している農協、商人もいることから、徐々

に全体入荷量が減少する見込み。 

一部、後半より有袋ふじが始まる予定。 

総入荷量 160ｔ 前年比 120％ 

バナナ 

￥125 ￥135 ▲ ▲ ▲ ￥150（￥147） 

産地概況 

フィリピン産は干ばつの影響により入荷量はやや減少。エクアド

ル産は順調な入荷。 

入荷量減と需要期に入ることからやや高値で推移する見込み。 

総入荷量 1,450ｔ 前年比 96.7％ 

オレンジ 

￥250 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥201） 

産地概況 

アメリカ産ネーブル種の入荷。中心サイズは 72 玉、88 玉中心。

高糖度系は糖酸バランスがよく食味良好。 

価格は保合で推移。 

総入荷量 76ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥175 ￥180 ＝ ▲ ▲ ￥190（￥177） 

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｡ 

イスラエル産はやや大玉傾向。36 玉、40 玉中心の入荷。 

価格は強保合で推移。 

総入荷量 31ｔ 前年比 103％ 

レモン 

￥290 ￥300 ＝ ▲ ▲ ￥310（￥284） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。 

産地での正品率低下により入荷は不安定。 

価格は強保合で推移。 

総入荷量 20ｔ 前年比 105％ 

パイン 

アップル 

￥144 ￥150 ＝ ＝ ▲ ￥160（￥144） 

産地概況 

フィリピン産の入荷｡ 

需要期となり引き合いは強まる。 

台湾産パインも順次入荷予定。 

価格は強保合で推移。 

総入荷量 34ｔ 前年比 103％ 


