
 

市況情報で公表する品目の変更について（青果物・水産物・花き） 

 

 

本市がホームページなどで公表している市況情報の品目について、当市場の入荷状況

や流通状況をより正確にお伝えできるよう見直しを行い、令和４年１０月１日（土）公

表分より、青果物・水産物・花きの公表品目を変更します。 

 

 

変更後の品目は、次ページ以降をご覧ください。 

 

 

  



野菜 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

1 だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん だいこん

2 かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ かぶ

3 金時にんじん 金時にんじん 金時にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん 金時にんじん 金時にんじん 金時にんじん

4 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん ごぼう ごぼう ごぼう ごぼう ごぼう ごぼう 西洋にんじん 西洋にんじん 西洋にんじん

5 ごぼう ごぼう ごぼう たけのこ たけのこ れんこん れんこん れんこん れんこん ごぼう ごぼう ごぼう

6 たけのこ たけのこ たけのこ れんこん れんこん はくさい はくさい はくさい はくさい たけのこ たけのこ たけのこ

7 れんこん れんこん れんこん はくさい はくさい みずな みずな みずな みずな れんこん れんこん れんこん

8 はくさい はくさい はくさい みずな みずな こまつな こまつな こまつな こまつな はくさい はくさい はくさい

9 みずな みずな みずな こまつな こまつな キャベツ キャベツ キャベツ キャベツ みずな みずな みずな

10 こまつな こまつな こまつな キャベツ キャベツ ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう こまつな こまつな こまつな

11 キャベツ キャベツ キャベツ ほうれんそう ほうれんそう ねぎ ねぎ ねぎ ねぎ キャベツ キャベツ キャベツ

12 ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう ねぎ ねぎ わけぎ わけぎ わけぎ わけぎ ほうれんそう ほうれんそう ほうれんそう

13 ねぎ ねぎ ねぎ わけぎ わけぎ しろねぎ しろねぎ しろねぎ しろねぎ ねぎ ねぎ ねぎ

14 わけぎ わけぎ わけぎ しろねぎ しろねぎ ふき ふき ふき ふき わけぎ わけぎ わけぎ

15 しろねぎ しろねぎ しろねぎ ふき ふき みつば みつば みつば みつば しろねぎ しろねぎ しろねぎ

16 ふき ふき ふき みつば みつば しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく ふき ふき ふき

17 みつば みつば みつば しゅんぎく しゅんぎく にら にら にら にら みつば みつば みつば

18 しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく にら にら セルリー セルリー セルリー セルリー しゅんぎく しゅんぎく しゅんぎく

19 にら にら にら セルリー セルリー アスパラガス アスパラガス アスパラガス アスパラガス にら にら にら

20 セルリー セルリー セルリー アスパラガス アスパラガス カリフラワー カリフラワー カリフラワー カリフラワー セルリー セルリー セルリー

21 アスパラガス アスパラガス アスパラガス カリフラワー カリフラワー ブロッコリー ブロッコリー ブロッコリー ブロッコリー アスパラガス アスパラガス アスパラガス

22 カリフラワー カリフラワー カリフラワー ブロッコリー ブロッコリー レタス レタス レタス レタス カリフラワー カリフラワー カリフラワー

23 ブロッコリー ブロッコリー ブロッコリー レタス レタス リーフレタス リーフレタス リーフレタス リーフレタス ブロッコリー ブロッコリー ブロッコリー

24 レタス レタス レタス リーフレタス リーフレタス パセリ パセリ パセリ パセリ レタス レタス レタス

25 リーフレタス リーフレタス リーフレタス パセリ パセリ チンゲン菜 チンゲン菜 チンゲン菜 チンゲン菜 リーフレタス リーフレタス リーフレタス

26 パセリ パセリ パセリ チンゲン菜 チンゲン菜 きゅうり きゅうり きゅうり きゅうり パセリ パセリ パセリ

27 チンゲン菜 チンゲン菜 チンゲン菜 きゅうり きゅうり かぼちゃ かぼちゃ かぼちゃ かぼちゃ チンゲン菜 チンゲン菜 チンゲン菜

28 きゅうり きゅうり きゅうり かぼちゃ かぼちゃ なす なす なす なす きゅうり きゅうり きゅうり

29 かぼちゃ かぼちゃ かぼちゃ なす なす トマト トマト トマト トマト かぼちゃ かぼちゃ かぼちゃ

30 なす なす なす トマト トマト ミニトマト ミニトマト ミニトマト ミニトマト なす なす なす

31 トマト トマト トマト ミニトマト ミニトマト ピーマン ピーマン ピーマン ピーマン トマト トマト トマト

32 ミニトマト ミニトマト ミニトマト ピーマン ピーマン とうもろこし とうもろこし とうもろこし とうもろこし ミニトマト ミニトマト ミニトマト

33 ピーマン ピーマン ピーマン とうもろこし とうもろこし いんげん いんげん いんげん いんげん ピーマン ピーマン ピーマン

34 とうもろこし とうもろこし とうもろこし いんげん いんげん さやえんどう さやえんどう さやえんどう さやえんどう とうもろこし とうもろこし とうもろこし

35 いんげん いんげん いんげん さやえんどう さやえんどう ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ いんげん いんげん いんげん

36 さやえんどう さやえんどう さやえんどう ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ そらまめ えだまめ えだまめ えだまめ さやえんどう さやえんどう さやえんどう

37 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ そらまめ そらまめ えだまめ さつまいも さつまいも さつまいも ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ

38 そらまめ そらまめ そらまめ えだまめ えだまめ さつまいも ばれいしょ ばれいしょ ばれいしょ えだまめ さつまいも そらまめ

39 さつまいも さつまいも えだまめ さつまいも さつまいも ばれいしょ さといも さといも さといも さつまいも ばれいしょ さつまいも

40 ばれいしょ ばれいしょ さつまいも ばれいしょ ばれいしょ さといも ながいも ながいも ながいも ばれいしょ さといも ばれいしょ

41 さといも さといも ばれいしょ さといも さといも ながいも たまねぎ たまねぎ たまねぎ さといも ながいも さといも

42 ながいも ながいも さといも ながいも ながいも たまねぎ にんにく にんにく にんにく ながいも たまねぎ ながいも

43 たまねぎ たまねぎ ながいも たまねぎ たまねぎ にんにく しょうが しょうが しょうが たまねぎ にんにく たまねぎ

44 にんにく にんにく たまねぎ にんにく にんにく らっきょう 生しいたけ 生しいたけ 生しいたけ にんにく しょうが にんにく

45 しょうが しょうが にんにく らっきょう らっきょう しょうが まつたけ まつたけ まつたけ しょうが 生しいたけ しょうが

46 生しいたけ 生しいたけ しょうが しょうが しょうが 生しいたけ えのき えのき えのき 生しいたけ まつたけ 生しいたけ

47 えのき えのき 生しいたけ 生しいたけ 生しいたけ えのき まつたけ えのき えのき

48 えのき えのき えのき うめ えのき

49 うめ



果実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 みかん みかん みかん ネーブル ハウスみかん ハウスみかん ハウスみかん ハウスみかん ハウスみかん みかん みかん みかん

2 ネーブル ネーブル ネーブル 甘夏柑 ネーブル ネーブル ネーブル ネーブル みかん ネーブル ネーブル ネーブル

3 伊予柑 甘夏柑 甘夏柑 伊予柑 甘夏柑 甘夏柑 レモン レモン ネーブル レモン レモン はっさく

4 はっさく 伊予柑 伊予柑 はっさく はっさく レモン グレープフルーツ グレープフルーツ レモン グレープフルーツ グレープフルーツ ぽんかん

5 ぽんかん はっさく はっさく レモン レモン グレープフルーツ シナノゴールド つがる グレープフルーツ つがる シナノスイート レモン

6 レモン ぽんかん ぽんかん グレープフルーツ グレープフルーツ シナノゴールド ジョナゴールド ジョナゴールド つがる シナノスイート ジョナゴールド グレープフルーツ

7 グレープフルーツ レモン レモン 清見 清見 ジョナゴールド ふじ ふじ 王林 ジョナゴールド ふじ 清見

8 清見 グレープフルーツ グレープフルーツ しらぬひ しらぬひ ふじ 王林 王林 幸水 ふじ 王林 しらぬひ

9 しらぬひ 清見 清見 せとか シナノゴールド 王林 幸水 幸水 豊水 王林 富有柿 せとか

10 はるみ しらぬひ しらぬひ ジョナゴールド ジョナゴールド 幸水 マスカット 豊水 二十世紀 豊水 愛宕柿 ジョナゴールド

11 せとか はるみ はるみ ふじ ふじ マスカット デラウェア 二十世紀 富有柿 二十世紀 西条柿 ふじ

12 ジョナゴールド せとか せとか 王林 王林 デラウェア 巨峰 マスカット 西条柿 富有柿 マスカット 王林

13 ふじ ジョナゴールド ジョナゴールド デラウェア マスカット 巨峰 ピオーネ デラウェア マスカット 愛宕柿 巨峰 富有柿

14 王林 ふじ ふじ アールス デラウェア ピオーネ ベリーＡ 巨峰 デラウェア 西条柿 ピオーネ 愛宕柿

15 富有柿 王林 王林 メロン（その他） 巨峰 アールス アールス ピオーネ 巨峰 マスカット アールス 西条柿

16 愛宕柿 富有柿 アールス びわ ピオーネ メロン（その他） メロン（その他） ベリーＡ ピオーネ 巨峰 いちじく マスカット

17 アールス アールス びわ さくらんぼ アールス びわ びわ アールス ベリーＡ ピオーネ いちご アールス

18 いちご びわ いちご いちご メロン（その他） もも もも メロン（その他） アールス ベリーＡ バナナ いちご

19 バナナ いちご すいか すいか びわ すもも すもも もも もも アールス パイン バナナ

20 パイン バナナ バナナ バナナ もも さくらんぼ さくらんぼ すもも すもも くり キウイ パイン

21 キウイ パイン パイン パイン すもも いちじく いちじく くり くり いちじく キウイ

22 キウイ キウイ キウイ さくらんぼ いちご すいか いちじく いちじく すいか

23 いちじく すいか バナナ すいか すいか バナナ

24 いちご バナナ パイン バナナ バナナ パイン

25 すいか パイン キウイ パイン パイン キウイ

26 バナナ キウイ キウイ キウイ

27 パイン

28 キウイ



水産物（鮮魚） 

番号 品 目 番号 品 目 

1 まぐろ 23 えび 

2 かつお 24 わたりがに 

3 ぶり・はまち 25 ふぐ 

4 ぶり・はまち（養殖） 26 さば 

5 やず 27 さんま 

6 かんぱち（養殖） 28 このしろ 

7 あじ 29 さより 

8 さわら 30 こち 

9 まいわし 31 あいなめ 

10 小いわし 32 いさき 

11 いか 33 すずき 

12 かれい 34 はげ 

13 ひらめ 35 あなご 

14 まだい 36 はも 

15 まだい（養殖） 37 たちうお 

16 くろだい 38 たこ 

17 あこう 39 なまこ 

18 めばる 40 めんたい 

19 おこぜ 41 あさり 

20 さけ 42 殻付かき 

21 まだら 43 むきかき 

22 車えび   

 

水産物（冷凍魚） 

番号 取扱品目 番号 取扱品目 

1 冷まぐろ 11 冷またら 

2 冷いか 12 冷すけそうたら 

3 冷かれい 13 冷さば 

4 冷さけ 14 冷さんま 

5 冷えび 15 冷たこ 

6 冷かに 16 冷あかうお 

7 冷ぶり 17 冷メルルーサ 

8 冷あじ 18 冷ホキ 

9 冷さわら 19 冷むきほたて 

10 冷いわし 20 冷むきかき 

 

 

 

 



水産物（塩干・加工） 

番号 取扱品目 番号 取扱品目 

1 生わかめ 11 開干さば 

2 塩わかめ 12 開干かます 

3 もずく 13 丸干いわし 

4 塩紅さけ 14 ししゃも 

5 塩いわし 15 煮干いわし 

6 塩さば 16 ちりめん 

7 塩さんま 17 干かれい 

8 塩たらこ 18 煮たこ 

9 塩かずのこ 19 ちりめん釜あげ 

10 開干あじ 20 あじ味醂干 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



花き 

番 号 量目 取 扱 品 目  番 号 量目 取 扱 品 目 

101 100 菊 大輪  1312 100 玉シダ 

102 100 菊 中輪  1318 100 レザーファン 

103 100 菊 スプレー  1415 50 ソケイ 

301 100 小菊  1426 50 雪柳 

401 100 カーネーション 大輪  1502 50 キズ、夏ハゼ 

402 100 カーネーション スプレー  1504 50 榊小束 

403 100 カーネーション エンゼル  1505 50 シキミ大束 

701 100 バラ 大輪  1605 1 サツキ盆栽 

702 100 バラ スプレー  1706 1 山草類 

1001 100 鉄砲百合  1803 1 インパチェンス 

1002 100 すかし百合  1806 1 カーネーション 

1003 100 オリエンタル系百合  1808 1 ガーベラ 

1005 100 アイリス  1809 1 カランコエ 

1008 100 グラジオラス  1810 1 トルコききょう 

1009 100 チューリップ  1816 1 グロキシニア 

1012 100 フリージア  1820 1 サイネリア小輪 

1102 100 アスター  1822 1 シクラメン小鉢 

1104 100 ひまわり  1823 1 シクラメン中鉢 

1105 100 ガーベラ  1832 1 セントポーレア 

1109 100 金魚草  1833 

 

1 

 

ゼラニューム 

1112 100 シャクヤク  1838 

 

1 

 

ハイドランジア 

1113 100 ショーブ  1839 1 ハイビスカス 

1114 100 スイートピー  1840 1 バラ 

1115 100 ストック  1842 1 ミニバラ 

1117 100 スターチス  1843 1 ブーゲンビレア 

1118 100 ダリア  1846 1 球根ベゴニア 

1119 100 デルフィニューム  1847 1 リーガルベゴニア 

1120 100 宿根かすみ草  1853 1 ポインセチア 

1122 100 トルコききょう  1854 1 プリムラ マラコイデス 

1126 100 ブーバルディア  1855 1 ラナンキュラス 

1128 100 都忘れ  1857 1 エキザカム 

1129 100 リヤトリス  1862 1 アリウム 

1130 100 リンドウ  1863 1 葉ボタン 

1132 100 アルストロメリア  1864 1 ビオラ 

1134 100 クジャクアスター  1865 1 パンジー 

1135 100 ケイトウ  1866 1 ユリオプス 

1144 100 宿根スターチス  1867 1 カルーナ 

1146 100 グロリオーサ  1868 1 キャベツ 

1201 10 オンシジューム  1869 1 シバ 

1202 10 カトレア  1870 1 ペチュニア 

1203 10 コチョウラン  1871 1 コニファー 

1204 10 シンビデューム  1872 1 ブルーベリー 

1206 10 デンファレ  1873 1 ローズマリー 

1302 100 ナルコ百合  1874 1 トマト 

1305 100 ロベ  1875 1 キュウリ 

1310 100 アレカヤシ  1876 1 ランタナ 



1877 1 マリーゴールド  1948 1 マーガレット（小鉢） 

1878 1 マーガレット  1949 1 アサガオ 

1879 1 多肉類 1950 1 カンパニュラ 

1880 1 ダリア 1951 1 ラナンキュラス（小鉢） 

1901 1 サルビア 1952 1 プリムラ・ポリアンサ（小鉢） 

1902 1 デージー 1953 1 バジル 

1903 1 ビンカ（日々草） 1954 1 オステオスペルム 

1904 1 葉ボタン（小鉢） 1955 1 イソトマ 

1905 1 パンジー（小鉢） 1956 1 アスター 

1907 1 ベゴニア 1957 1 トウガラシ 

1908 1 ペチュニア 1958 1 キンセンカ 

1909 1 マリーゴールド（小鉢） 1959 1 イベリス 

1912 1 ビオラ（小鉢） 1960 1 カランコエ（小鉢） 

1913 1 バーベナ 1961 1 カーネーション（小鉢） 

1917 1 ポーラチュカ 1962 1 バコパ 

1918 1 ナデシコ 1963 1 プリムラ 

1919 1 ジュリアン 1964 1 ダリア（小鉢） 

1920 1 シクラメン（極小鉢） 1965 1 サクラソウ 

1921 1 ジニア 1966 1 サボテン類 

1922 1 金魚草 1967 1 アンゲロニア 

1923 1 クリサンセマム 1968 1 ネモフィラ 

1924 1 アリッサム 1969 1 ビデンス 

1925 1 多肉類（小鉢） 1970 1 ネメシア 

1926 1 ケイトウ 1971 1 ワスレナグサ 

1927 1 シバザクラ 1972 1 山野草 

1928 1 ペンタス 1973 1 ひまわり 

1929 1 菊 2001 1 野菜の苗 

1930 1 ガザニア 2132 1 カトレア 

1931 1 トレニア 2135 1 デンファレ 

1932 1 ラベンダー 2136 1 コチョウラン 

1933 1 アルテルナンテラ 2137 1 フォーミデブル 

1934 1 コリウス 2138 1 オンシジューム 

1935 1 ガーベラ（小鉢） 2203 1 アナナス 

1936 1 千日紅 2216 1 サボテン 

1937 1 ゼラニューム（小鉢） 2219 1 スバティフイラム 

1938 1 ロベリア 2227 1 ドラマッサン 

1939 1 ジャノヒゲ 2231 1 ヘデラ 

1940 1 ストック 2234 1 ポトス 

1941 1 エボルブルス 2505 1 カイズカ 

1942 1 ききょう 2507 1 カナメ 

1943 1 メランポジウム 2515 1 黒松 

1944 1 プリムラ マラコイデス（小鉢） 2521 1 サツキ 

1945 1 コスモス 2538 1 ヒラト 

1946 1 ヘリクリサム    

1947 1 白妙菊    

 

 

 


