
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

￥127 ￥160 ▽ ▼ ＝ ￥90（￥56） 

産地概況 

茨城・石川産主体に長野産準高冷地物の入荷。長野産は上旬で終

了予定。茨城・石川産共に平年より生育が遅れ、上旬までは高値

推移。 

総入荷量 300ｔ 前年比 175％ 

キャベツ 

￥146 ￥150 ▽ ▼ ▼ ￥90（￥82） 

産地概況 

長野・愛知・茨城・石川産の入荷。長野産は上旬で終了予定。愛

知産は１０日以降増量見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 137％ 

ねぎ 

￥439 ￥400 ▼ ▼ ＝ ￥279（￥272） 

産地概況 

石川産結束物主体に、関東・青森産バラ物の入荷。束物は上旬か

ら中旬に向かい入荷量は増加傾向で価格は弱含み。バラ物は青森

産が中旬で終了、群馬産が２０日頃から入荷。 

総入荷量 140ｔ 前年比 161％ 

青ねぎ 

￥1,284 ￥1,300 ▽ ▼ ＝ ￥818（￥699） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主体の入荷。上旬は９月の曇天の影響が残る

も徐々に出荷は増え、価格は下げ見込み。 

総入荷量 11ｔ 前年比 135％ 

蕗 

￥359 ￥250 ＝ ▼ ＝ ￥215（￥195） 

産地概況 

愛知産主体の入荷。作柄は良好だが細物中心の入荷予定。加えて

作付面積が昨年よりもやや減少したことで入荷量は減る見込み。

総入荷量 13ｔ 前年比 97％ 

ほうれん草

￥1,135 ￥900 ▼ ▼ ＝ ￥517（￥371） 

産地概況 

石川・岐阜・静岡産の入荷。天候不順により高冷地から平坦地へ

の移行がやや遅れ上旬は入荷にバラつきがある予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 183％ 

小松菜 

￥637 ￥500 ▼ ＝ ▼ ￥300（￥174） 

産地概況 

石川産主体に埼玉産の入荷。入荷量は平年並みで、安定した入荷

を見込む。 

総入荷量 65ｔ 前年比 134％ 

菜類 

￥694 ￥600 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥384） 

産地概況 

金時草は露地物が中旬頃で終了見込み。ハウス物は徐々に入荷量

増える見込み。 

総入荷量 23ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 

￥724 ￥500 ▽ ▽ ▼ ￥425（￥322） 

産地概況 

石川産主体に高知・愛知・大阪・九州産の入荷。潤沢な入荷見通

し。 

総入荷量 80ｔ 前年比 67％ 

レタス 

￥432 ￥300 ▼ ▼ ▼ ￥235（￥114） 

産地概況 

兵庫産を主体に茨城・長崎産の入荷。各産地とも作柄は良好で安

定した入荷を見込む。 

総入荷量 130ｔ 前年比 180％ 

生椎茸 

￥1,061 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥1,000（￥1,050）

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・新潟・富山・岐阜・兵庫・徳島産の順

調な入荷。石川産原木物も気温低下と共に入荷の見込み。下旬頃

には「のと１１５」の入荷も見込まれる。 

総入荷量 48ｔ 前年比 122％ 

なめこ 

￥614 ￥650 ＝ ▼ ＝ ￥500(￥484） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に新潟・長野産の入荷。両産地ともに安定し

た入荷となる。原木物も少ないながらも安定した入荷見込み。 

総入荷量 17ｔ 前年比 124％ 

えのき 

￥239 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥261（￥261） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。長野産は増産もあり、各産地順調

な入荷が見込まれる。 

総入荷量 115ｔ 前年比 107％ 

しめじ 

￥497 ￥600 ＝ ＝ ▼ ￥490（￥531） 

産地概況 

JA 全農長野物中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。ミ

スズは長野土場の入荷減の為石川産の価格が上昇。他産地は順調

な入荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 118％ 

アスパラ 

￥410 ￥360 ▼ ▼ ＝ ￥300（￥272） 

産地概況 

輸入物主力の入荷。オーストラリア産は上中旬で終了しニュージ

ーランド・メキシコ産中心の入荷となる。上旬は産地の切り替え

でやや品薄感が有り、価格は高めだが、徐々に下がる見込み。 

総入荷量 10ｔ 前年比 194％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-3 

大葉 

￥3,866 ￥3,500 ▽ ＝ ＝ ￥3,200（￥2,367）

産地概況 

愛知産豊橋温室主力の順調な入荷。今後の天候次第ではあるもの

の、平年並みの出荷量を見込む。当月は大きなイベントもない為

軟調な相場展開を予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 101％ 

パプリカ 

￥474 ￥470 ＝ ▼ ＝ ￥500（￥448） 

産地概況 

韓国・ニュージーランド等の輸入物及び国産（愛知・茨城産）の

入荷。輸入物は順調な入荷。愛知産豊橋は中旬で終了見込み。茨

城産は週１～２回の入荷、価格は強くなる見込み。 

総入荷量 15ｔ 前年比 94％ 

松茸 

￥24,650 ￥7,000 ＝ ＝ ▼ ￥6,111（￥7,845）

産地概況 

石川・山口産等の国内産と中国・カナダ・米国産等の輸入物の入

荷。中旬以降は米国産中心の入荷となる。各産地例年よりも出回

りは多く、価格は低めで推移。 

総入荷量 2ｔ 前年比 144％ 

柚子 

￥840 ￥680 ▽ ＝ ＝ ￥600（￥498） 

産地概況 

高知産中心に徳島産の順調な入荷。９月に雨が多かった為大玉傾

向。下旬より量販店での引き合いも見込まれるが相場は前月より

も弱めの予想。 

総入荷量 11ｔ 前年比 105％ 

丸芋 

￥--- ￥--- ▲ ＝ ＝ ￥900（￥874） 

産地概況 

JA 根上及び JA 能美中央からの入荷。JA 能美は中旬頃から入荷、

JA 根上は若干早めの入荷となる見込み。生産者減少するも作付面

積は増加し、昨年より若干多く出荷される見込み。価格は昨年よ

り強めの予想。 

総入荷量 7ｔ 前年比 149％ 

三つ葉 

￥1,144 ￥1,100 ▼ ＝ ▼ ￥450（￥365） 

産地概況 

愛知産十四山農協・丸江出荷組合、静岡産大久保・とぴあ浜松の

入荷。安定した入荷を見込むが価格は若干高値予想。 

総入荷量 8ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥1,352 ￥1,280 ▼ ▽ ▽ ￥400（￥323） 

産地概況 

石川・愛知・群馬産の順調な入荷。各産地数量増を目指しての出

荷となり、価格は昨年より高値予想。 

総入荷量 17ｔ 前年比 112％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-4 

銀杏 

￥862 ￥750 ▼ ▼ ＝ ￥550（￥546） 

産地概況 

愛知・石川・富山産の入荷。愛知産は 500g 形態で品種は藤九郎。

平年並みの入荷を見込む。石川産は順調な入荷で富山産福光が下

旬頃からの入荷見込み。 

総入荷量 6ｔ 前年比 105％ 

大根 

￥137 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥120（￥54） 

産地概況 

千葉産主力に石川産の残量の入荷。JA 金沢市は上旬にて終了。千

葉産は日照不足により生育不良が散見される。前月に引き続き、

前年より大幅高の単価推移を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 222％ 

かぶ 

￥192 ￥190 ▼ ▼ ▼ ￥90（￥81） 

産地概況 

石川産個人物主力に１０日頃から JA 金沢市共販の入荷。順調な

入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 100 ％ 

人参 

￥266 ￥270 ▲ ▼ ▼ ￥250（￥117） 

産地概況 

北海道・青森・石川・岐阜産の入荷。北海道・青森産は上旬まで、

岐阜産は中旬から、石川産は５日頃からの入荷となる。日照不足

から各産地生育不良が散見され、前月に引き続き、前年より大幅

高の単価推移を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 125％ 

蓮根 

￥606 ￥580 ▼ ＝ ＝ ￥550（￥572） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。石川産太物中心に順調な入荷

となる。 

総入荷量 80ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥269 ￥268 ＝ ▼ ▼ ￥250（￥256） 

産地概況 

石川産五郎島地区中心に茨城産の入荷。太物を中心に安定した入

荷見込み。 

総入荷量 195ｔ 前年比 104％ 

里芋 

￥410 ￥360 ▼ ▼ ＝ ￥300（￥272） 

産地概況 

福井・新潟産中心の入荷。両産地共に前年に比べ大玉傾向で安定

した入荷となる。 

総入荷量 60ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-5 

きゅうり 

￥544 ￥420 ＝ ▼ ▼ ￥385（￥279） 

産地概況 

高知産園芸連・群馬産 JA 館林・石川産 JA 松任・小松・内浦の入

荷。高知産は順調な入荷見込み。今後の天候にもよるが、群馬・

石川産については９月の曇雨天の影響から切り上がりが早まる

可能性有り。 

総入荷量 190ｔ 前年比 109％ 

かぼちゃ 

￥187 ￥200 ＝ ▼ ＝ ￥180（￥156） 

産地概況 

輸入物のニューカレドニア・トンガ産主力の入荷。石川産の抑制

栽培品が中旬以降から加わる。価格は昨年より高値予想。 

総入荷量 80ｔ 前年比 106％ 

なす 

￥430 ￥430 ▼ ▽ ▽ ￥370（￥348） 

産地概況 

高知産園芸連からの入荷。９月の曇雨天の影響も回復し順調な入

荷を見込む。長茄子は熊本産 JA 熊本市の入荷。中旬以降増量見

込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 

トマト 

￥453 ￥560 ▼ ▼ ▽ ￥390（￥255） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・ひわまり・愛知みなみ、石川産 JA 金沢市・松任・

小松市、岐阜産個人物の入荷。石川産は前半に出荷のピークを過

ぎ下旬に向け減少。愛知産は９月一杯曇雨天の影響により玉肥大

せず、小玉中心により出荷量伸び悩む。前年・平年に比べ数量減、

単価高となる見通し。 

総入荷量 180ｔ 前年比 72％ 

ミニトマト

￥1,001 ￥1,050 ▼ ▼ ▽ ￥867（\618） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・海部、石川産 JA はくい・のとやさいの入荷。石

川産は終盤となり、愛知産は９月の天候の影響を受け小玉傾向。

前年に比べて入荷量減、単価高となる見通し。 

総入荷量 68ｔ 前年比 96％ 

ピーマン 

￥667 ￥700 ▼ ▽ ▽ ￥450（￥260） 

産地概況 

高知産園芸連・鹿児島産 JA 南さつまの入荷。やや遅れているも

のの中旬以降順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-6 

豆類 

￥1,472 ￥1,200 ▲ ▼ ▼ ￥800（￥717） 

産地概況 

インゲンは鹿児島・高知産の入荷。鹿児島産は中旬から増量見込

み。キヌサヤ・スナップ実豌豆は鹿児島・愛知産の入荷。砂糖エ

ンドウは愛知・静岡産の入荷。２０日以降の入荷を予定。 

総入荷量 20ｔ 前年比 111％ 

ごぼう 

￥222 ￥230 ▲ ＝ ▲ ￥240（￥145） 

産地概況 

青森産主力の入荷。台風の影響から出荷減少の見込み。前年より

高値で推移。 

総入荷量 85ｔ 前年比 102％ 

馬鈴薯 

￥166 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥97） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。産地によってバラつきはあるが、全体で

は前年を下回る出荷見込み。特にメークインについては入荷不安

定。 

総入荷量 250ｔ 前年比 90％ 

長芋 

￥381 ￥380 ▽ ▼ ▼ ￥350（￥309） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも新物の出荷が始まるが、北海

道産は天候不順の影響から下級品の発生率が高い。A・B品は高単

価推移。青森産は平年並みの作柄と予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 94％ 

たまねぎ 

￥80 ￥75 ＝ ＝ ＝ ￥75（￥69） 

産地概況 

北海道各産地の入荷。一部調整出荷が始まるが、全道豊作基調の

為、出荷量の極端な減少は無い模様。相場は保合見込み。 

総入荷量 580ｔ 前年比 118％ 

しょうが 

￥671 ￥670 ＝ ＝ ＝ ￥670（￥632） 

産地概況 

高知産主力の入荷。残量を見ながらの出荷で安定した入荷が見込

まれる。 

総入荷量 15ｔ 前年比 100％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥115） 

産地概況 
石川・岐阜・新潟産の入荷。共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 99 ％ 

筍缶 

￥638 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥738） 

産地概況 
国産主力に中国産の入荷。 

総入荷量 1ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-7 

漬物類 

￥685 ￥710 ＝ ＝ ＝ ￥714（￥728） 

産地概況 

各地の沢庵類・県内の浅漬類・朝鮮漬物等の入荷。共に順調な入

荷が見込まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 100 ％ 

千切大根 

￥1,275 ￥1,350 ▲ ▲ ▲ ￥1,333（￥1,351）

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。原体不足により、数量減の為単価高に推

移。 

総入荷量 2ｔ 前年比 244％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 年 １１ 月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 単位：円/kg

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-8 

みかん 

￥200 ￥190 △ ▲ ▲ ￥220（￥197） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼より早生種の入荷。着色遅れで前半は少な

い。和歌山産は JA 紀南及び中旬から個人物早生みかんの入荷。

福岡産は JA 南筑後山川支所より早生種の入荷。数量は平年並み。

総入荷量 909ｔ 前年比 100％ 

柿 

￥237 ￥240 ▼ ＝ ＝ ￥210（￥193） 

産地概況 

岐阜産 JA いび川大野より早生富有柿及び富有柿の入荷。福岡産

筑前あさくらより早生富有柿及び富有柿の入荷。 

総入荷量 215ｔ 前年比 102％ 

ぶどう類 

￥1,000 ￥1,000 ▲ ＝ ＝ ￥1,070（￥1,070）

産地概況 

岡山産シャインマスカットは上旬頃までの入荷、紫苑は増量見込

み。コールマンはパック主体の順調な入荷。長野産露地物巨峰及

びシャインマスカットの入荷。上旬で終了。 

総入荷量 14ｔ 前年比 101％ 

苺 

￥--- ￥2,500 ▽ ▽ ▽ ￥1,433（￥1,385）

産地概況 
愛知産はあきひめ、紅ほっぺの入荷。ほぼ昨年並みの入荷予定。

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

洋なし 

￥282 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥292） 

産地概況 

山形産ラ・フランスが週 3回の入荷。大玉傾向だが前年より小さ

めで数量は前年並みを見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 

メロン 

￥613 ￥750 △ ＝ △ ￥950（￥948） 

産地概況 

静岡産クラウンメロンの入荷。上中旬は７ｋｇ中心の小玉傾向。

下旬以降、数量品質共に回復する見込み。他高知・熊本産の入荷。

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 

りんご 

￥303 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥250） 

産地概況 

長野産サンふじ主力の入荷。春先の冷害の影響から正品率が悪く

入荷量少ない。青森産は前半早生ふじ・トキの入荷で、２０日以

降からはサンふじ・ショナの入荷。 

総入荷量 150ｔ 前年比 100％ 
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B-9 

バナナ 

￥137 ￥135 ＝ ＝ ＝ ￥135 （￥135） 

産地概況 

フィリピン・南米産主力の入荷。フィリピンは干ばつが解消され

入荷量増えるがハイランド商品は少ない。秋の需要期に入ってい

るので量販可能。価格は前年並みにて推移。 

総入荷量 875ｔ 前年比 100％ 

オレンジ 

￥156 ￥155 ▲ ＝ ＝ ￥200（￥205） 

産地概況 

オーストラリア産バレンシアの中玉・小玉中心の安定した入荷。

価格は前年並みにて推移。 

総入荷量 25ｔ 前年比 135％ 

グレープ 

フルーツ 

￥145 ￥145 ＝ ＝ ▲ ￥170 （￥125） 

産地概況 

前半は南アフリカ産の残量及びメキシコ産の入荷。下旬よりフロ

リダ産の入荷がスタートする。フロリダ産はハリケーンの影響を

受け１週間生育が遅れている。前年より高値での推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 83 ％ 

レモン 

￥290 ￥290 ＝ ＝ ＝ ￥290（￥317） 

産地概況 

前半はチリ産、後半はアメリカ産へと移行。中玉を中心に安定し

た入荷が見込まれる。価格は前年並みにて推移。 

総入荷量 20ｔ 前年比 133％ 

パイン 

アップル 

￥198 ￥180 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥150） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。大玉サイズの入荷が回復し順調な入荷。前

年並みの価格推移。 

総入荷量 36ｔ 前年比 140％ 

キウイ 

フルーツ 

￥455 ￥455 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥427） 

産地概況 

ニュージーランド産のグリーンキウイの入荷。中玉の安定した入

荷となる。前年並みの価格推移。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 


