
主要品目産地概況と販売見通し（令和 3 年  5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 

￥49 ￥60 ＝ ▲ △ ￥100（￥205） 

産地概況 

茨城産の入荷。前進出荷傾向であるため下旬には出荷量減少と予

想。価格は下旬に向けて強くなる見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 111％ 

キャベツ 

￥67 ￥75 △ ▽ ▲ ￥90（￥142） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。中旬頃より茨城産の入荷も始まる。 

連休以降は愛知産夏キャベツの出荷も安定し順調な入荷となる

が、前進しすぎた出荷により 6月の入荷減を予想。 

総入荷量 430ｔ 前年比 123.9％ 

ねぎ 

￥435 ￥480 ▲ ＝ ＝ ￥500（￥438） 

産地概況 

埼玉産から茨城産へシフトする。大分産は中旬にかけて夏ネギへ

と品種が切り替わる。中旬頃までは各産地、出荷量が少なく比較

的高単価で推移する予想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 105.9％ 

ほうれん草

￥435 ￥510 ＝ ▼ ＝ ￥500（￥659） 

産地概況 

石川、群馬、静岡、岐阜産の入荷。 

各産地とも生育は順調で安定した入荷見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 142.5％ 

小松菜 

￥177 ￥270 ＝ ▼ ＝ ￥227（￥349） 

産地概況 

石川、茨城産の入荷。 

各産地とも生育は順調で安定した入荷見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 184.7％ 

ブロッコリー

￥330 ￥350 ＝ ▲ ▲ ￥400（￥493） 

産地概況 

各県産の春ブロッコリーは出荷減少となるが、石川産の出荷が始

まり、日を追うごとに出荷量増となる。 

前年ほどの高値は予想できない。 

総入荷量 120ｔ 前年比 121％ 

レタス 

￥112 ￥130 ＝ ▲ ▲ ￥160（￥201） 

産地概況 

上旬は兵庫産を主に茨城産の入荷となるが、中旬以降は長野産を

主に入荷予定。産地状況は良好となっており、安定した入荷を見

込む。  

総入荷量 220ｔ 前年比 112％ 
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生椎茸 

￥654 ￥800 ▲ ＝ ＝ ￥900（￥899） 

産地概況 

石川産を中心に富山、長野、徳島、新潟、兵庫産の入荷。 

ＧＷの需要がピークを迎え、その後はなだらかな入荷となる見込

み。不需要期に入っていくと同時に田植えも行っている産地は出

荷量が減少。兵庫産は夏場はお休み。相場も大きな変化はなくな

ってくる見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 153％ 

しめじ 

￥373 ￥380 ＝ ▼ ＝ ￥429（￥465） 

産地概況 

JA 全農長野物を中心に企業物（ホクト、ミスズ、雪国）の入荷。

各出荷者は不需要期に入るため、減産を行っており全体の出荷量

は少なくなる見込み。しかし需要期を外れるため順調な入荷見込

み。 

総入荷量 28ｔ 前年比 146％ 

えのき 

￥156 ￥190 ▲ ＝ ＝ ￥218（￥259） 

産地概況 

長野県 JA 物を中心に他企業物（長野、新潟産）の入荷。 

昨年はコロナ禍での駆け込み需要もあり、4月下旬で品薄になっ

て価格が高騰したが、今年は順調な入荷が続く見込み。 

相場も平年並みと予想。その後は徐々に減産に入る。 

総入荷量 45t 前年比 148％ 

大葉 

￥2,217 ￥2,700 △ ▽ ▼ ￥2,400（￥2,058）

産地概況 

愛知産の入荷。生育は順調で平年並みの入荷を見込む。 

新型コロナウイルスの感染状況次第ではあるが、ＧＷの需要はか

なり減り込むと予想。価格の動向は大きな変動はない見込み。 

総入荷量 4.8ｔ 前年比 110％ 

春菊 

￥471 ￥600 △ ＝ ＝ ￥630（￥642） 

産地概況 

群馬産中心に、石川産の入荷。 

石川産は連休明けから減少する見込み。 

群馬産は露地物へ切り替わり、少なめの入荷見込み。 

総入荷量 2.5ｔ 前年比 96％ 
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大根 

￥67 ￥90  ▲ ▼ ▲ ￥100（￥111） 

産地概況 

千葉産 JA ちばみどり中心に、早ければ下旬より青森産 JA 十和田

おいらせ、石川産 JA 小松市の入荷見込み。 

千葉産は 4月期にかなり前進出荷されており、今後大きな出荷ピ

ークはない見込みで切り上りが早まる可能性あり。 

総入荷量 360ｔ 前年比 120％ 

かぶ 

￥140 ￥130 ＝ ＝ △ ￥155（￥152） 

産地概況 

新潟産の入荷。下旬より青森産がスタートする見込み。 

新潟産は 5月上旬のＧＷ明けに増える見込み。 

総入荷量 15ｔ 前年比 105％ 

人参 

￥134 ￥120 ＝ ▼ ＝ ￥110（￥117） 

産地概況 

徳島産ＪＡ板野郡中心に中旬より岐阜産ＪＡぎふも加わる。 

徳島産は現在太物の発生が低く、Ｍ中心の出荷だが連休明けより

太物も増えてくる見込み。岐阜産は平年より早めの入荷見込み。

総入荷量 450ｔ 前年比 100％ 

蓮根 

￥485 ￥580 ▲ ▲ ▲ ￥680（￥711） 

産地概況 

石川産主力に月末より愛知産新蓮根の入荷。 

石川産は出荷終盤となり入荷は不安定。 

愛知産は 2kg からのスタート。 

総入荷量 18ｔ 前年比 128％ 

甘藷 

￥256 ￥280 ▲ ▲ ▲ ￥340（￥320） 

産地概況 

石川産主力に茨城産、月後半から高知産の入荷予定。 

石川産は前年より残量が少なく高値。 

茨城産についても同様で前年を上回る単価で推移する見込み。 

総入荷量 49ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥253 ￥240 ＝ ▽ ▲ ￥220（￥224） 

産地概況 

石川産（JA 金沢市）主力に群馬産（JA 邑楽館林）、高知産（JA

高知県）、愛知産（JA 西三河）中下旬より福島産（JA ふくしま

未来）の入荷。 

連休中の天候次第ではあるが、連休明けに一旦下げ、西南暖地

の出回りが落ち着く下旬頃に持ち直すと予想。 

総入荷量 550ｔ 前年比 104％ 
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南瓜 

￥172 ￥180 △ △ △ ￥230（￥220） 

産地概況 

国産は沖縄産の入荷。中旬頃より鹿児島産の入荷を見込む。 

外国産はニュージーランド産の入荷。 

メキシコ産の入荷は中旬以降となる見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 122％ 

茄子 

￥365 ￥360 ＝ ▼ ▼  ￥330（￥333） 

産地概況 

中茄子（JA 高知県、JA 豊橋） 

長茄子（JA 瀬高、JA 熊本市）からの入荷。 

早ければ中下旬頃より群馬産、下旬より石川産の入荷。 

総入荷量 190ｔ 前年比 104％ 

トマト 

￥319 ￥310 ▼ ＝ ▽ ￥250（￥251） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋、愛知みなみ、ひまわり、熊本、岐阜産商系物に

加え、上旬より JA 松任、小松市、中旬より JA 内浦町、完熟トマ

ト出荷組合、緑宝会の入荷。県外各産地、上旬より出荷ピーク。

石川産は下旬よりピークとなる見込み。作柄良好で順調な入荷見

込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 118％ 

ミニトマト

￥591 ￥580 ▼ ＝ ▼ ￥420(￥391) 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋、東三河、ひまわり、西三河、愛知みなみ、渥美、

あいち海部、熊本市農協の入荷。 

愛知産、熊本産ともに上旬から中旬にかけピークを迎える。高糖

度ミニトマト麗は終盤に向かうため徐々に減少する見込み。 

総入荷量 130t 前年比 107％ 

ピーマン 

￥479 ￥430 ＝ ＝ ▼ ￥400（￥434） 

産地概況 

高知産（JA 高知県）、鹿児島産（JA 南さつま）の入荷。 

天候にも左右されるが、気温が高いことが予想され、各産地順調

な入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 107％ 

豆類 

￥729 ￥700 ＝ ▲ ＝ ￥700（￥708）

産地概況 

インゲンは高知、鹿児島産の入荷。 

キヌサヤ、砂糖豌豆は福島産（JA ふくしま未来）が中旬から入荷

予定。 

そら豆は大阪、和歌山産の入荷。 

ピ－スは静岡、石川産の入荷。 

総入荷量 42ｔ 前年比 110％ 
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馬鈴薯 

￥285 ￥270 ▼ ▼ ＝ ￥250（￥219） 

産地概況 

長崎産主力に鹿児島産残量の入荷。 

前月、前年同様、平年より高値の見込み。 

長崎、鹿児島産のメークインの入荷。 

総入荷量 400ｔ 前年比 108％ 

長芋 

￥243 ￥260 △ ▲ ＝ ￥280（￥306） 

産地概況 

北海道産並びに青森産の入荷。 

両産地ともに順調な入荷見込み。需要期に向け全国的な引合が予

想され、相場は徐々に上昇する見込み 

総入荷量 70ｔ 前年比 103％ 

玉葱 

￥77 ￥80 ＝ ＝ ＝ ￥80（￥48） 

産地概況 

北海道貯蔵物の入荷は上旬にて終了。愛知、兵庫産等府県産に切

り替わる。 

各産地ともに順調な入荷予想。安価であった前年と比べると平年

並みの相場見込み。 

総入荷量 740ｔ 前年比 110％ 
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ぶどう類 

￥－ ￥－ － － ￥1,800 ￥1,800（￥1,754）

産地概況 

デラウェアは下旬より島根、大阪、奈良産の入荷。 

総入荷量 3ｔ 前年比 114％ 

スイカ 

￥300 ￥300 △ ＝ ▽ ￥250（￥250） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市より小玉西瓜の入荷予定。 

熊本産は JA 鹿本、熊本市、菊地より入荷予定。 

総入荷 215ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥740 ￥700 ▽ ▼ ▼ ￥500（￥480） 

産地概況 

静岡産、クラウンメロンの入荷。 

熊本産、アンデス、クインシーの入荷。 

愛知産、イエローキングの入荷。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥250 ￥250 ▲ △ △ ￥380（￥504） 

産地概況 

青森産の入荷。中旬まではサンふじ、王林、ジョナゴールドを中

心に入荷。下旬からは有袋ふじに切り替わる。 

総入荷量 100ｔ 前年比 125％ 

苺 

￥1,014 ￥1,050 ▲ ▼ ＝ ￥1,096（￥922） 

産地概況 

愛知産主力の入荷。 

九州産地は上旬で終了の見通し。 

総入荷量 52ｔ 前年比 92％ 

びわ 

￥2,000 ￥1,800 ▼ ＝ ▽ ￥1,500（￥1,500）

産地概況 

長崎産、JA 長崎せいひ、茂木より入荷。 

なつたよりが上旬頃から入荷。露地中心の販売予定 

総入荷量 9ｔ 前年比 100％ 

ハウス 

みかん 

－ ￥1,900 ▼ ▼ ▼ ￥1,200（￥1,192）

産地概況 

愛知県蒲郡市及び佐賀産の入荷。 

蒲郡は 5kgDB、佐賀産はパックの入荷。 

総入荷量 9ｔ 前年比 107％ 
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バナナ 

￥136 ￥140 ▲ ＝ ＝ ￥145（￥150） 

産地概況 

フィリピン、南米産とも安定した入荷。 

需要も上がり価格は緩やかに上昇する見込み。 

総入荷量 1,310ｔ 前年比 110％ 

オレンジ 

￥244 ￥240 ＝ ＝ ▼ ￥230（￥229） 

産地概況 

アメリカ産ネーブル種に加え、中旬よりバレンシア種の入荷。 

バレンシア種は 88 玉サイズ中心の小玉傾向。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 101％ 

グレープ 

フルーツ 

￥174 ￥180 ＝ ＝ ▲ ￥190（￥195） 

産地概況 

イスラエル産ルビ－種､ホワイト種に加え、下旬より南アフリカ

産の入荷。 

南アフリカ産はルビー種のみの入荷予定。ホワイト種については

6月以降の入荷予定。 

価格は前年並みで推移する見込み。 

総入荷量 24ｔ 前年比 104％ 

レモン 

￥362 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥358） 

産地概況 

アメリカ産の入荷。 

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 28ｔ 前年比 93％ 

パイン 

アップル 

￥204 ￥200 ＝ ＝ ▼ ￥180（￥152） 

産地概況 

フィリピン産及び台湾産の入荷。 

フィリピン産は小玉サイズ（9 玉及び 10 玉）中心に安定した入

荷。 

台湾産は各サイズ安定した入荷予想。台湾産の需要が高く、前年

より堅調相場で推移する見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 125％ 


