
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥35 ￥70 ▲ ＝ ▲ ￥118（￥147） 

産地概況 

茨城産主力に石川・長野産残量の入荷。長野産は上旬でほぼ終了

見込み。茨城・石川産は台風２１号の影響がなければ順調な入荷

見込み。価格は昨年より安値予想。 

総入荷量 440ｔ 前年比 119％ 

キャベツ 

￥50 ￥80 ▲ ＝ ▲ ￥106（￥171） 

産地概況 

愛知・茨城産主力に長野・石川産が中旬頃までの入荷。降雨が続

いた影響から病気等が見られ、概ね平年並みの入荷予想。 

総入荷量 550ｔ 前年比 167％ 

ねぎ 

￥317 ￥350 ＝ ▲ ＝ ￥362（￥359） 

産地概況 

石川産結束物主体に、東北は青森産、関東は茨城・埼玉産の入荷。

各産地順調な入荷見込まれるが、青森産は中旬頃で終了見込み。

価格は昨年より若干高値予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 104％ 

青ねぎ 

￥818 ￥850 ▲ ＝ ＝ ￥880（￥1,110） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産主体の入荷。今後の天候によるが、各産地概

ね順調な入荷予想。 

総入荷量 12ｔ 前年比 125％ 

蕗 

￥312 ￥320 ＝ ▼ ▼ ￥250（￥251） 

産地概況 

愛知産の入荷。生育は順調で２L・L中心の入荷。入荷量は徐々に

増加傾向にあり、量販に期待する。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 9ｔ 前年比 105％ 

ほうれん草

￥533 ￥600 ▲ ▲ ▲ ￥775（￥729） 

産地概況 

石川・岐阜・静岡・群馬産の入荷。各産地天候不順による影響で

生育不良にあり、価格は浮上する見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 104％ 

小松菜 

￥202 ￥250 ▲ ＝ ▲ ￥400（￥431） 

産地概況 

石川・茨城産主体の入荷。日照不足の影響で、上旬から中旬頃ま

で出荷量が不安定。価格は徐々に上がる予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 113％ 

金時草 

￥401 ￥420 ＝ ＝ ▲ ￥500（￥494） 

産地概況 

石川産中心の入荷。露地物が主体で今後の天候により急変する

が、中旬頃までは潤沢な出回りを予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥428 ￥550 ＝ ▽ ▼ ￥494（￥592） 

産地概況 

石川産主体に四国・九州産の入荷。台風２１号の影響も徐々に回

復し、安定した入荷を見込む。 

総入荷量 85ｔ 前年比 116％ 

レタス 

￥78 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥203（￥188） 

産地概況 

兵庫産を主体に茨城産の入荷。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 150ｔ 前年比 95％ 

生椎茸 

￥1,019 ￥1,050 ＝ ＝ ▲ ￥1,000（￥923） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・岐阜・岐阜・兵庫・徳島産の入

荷。概ね大玉傾向で安定した入荷見込み。気温低下と共に品質は

上級品の比率が上がる為、価格はやや強保合で推移する。 

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

なめこ 

￥636 ￥646 ＝ ＝ ＝ ￥615(￥687） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に富山・長野産の入荷。石川産は安定入荷だ

が、夏場の培養の為、菌回り悪い可能性有り。価格はやや強保合

見込み。原木物は積雪のあるまでは少ないながらも入荷する見込

み。 

総入荷量 13ｔ 前年比 108％ 

えのき 

￥227 ￥204 ＝ ▼ ＝ ￥279（￥286） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。石川産は上旬入荷不安定だが、す

ぐ回復する見込み。長野産は増産したものの、台風 21 号での野

菜高騰で引き合い強く、品薄傾向。価格はやや強保合見込み。 

総入荷量 120ｔ 前年比 104％ 

しめじ 

￥501 ￥472 ▲ ＝ ▲ ￥600（￥627） 

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。各

産地需要期に入り、フル生産に入っているが、台風 21 号での野

菜高騰で引き合い強く、品薄傾向。価格は強保合見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 108％ 

アスパラ 

￥896 ￥900 ＝ ▲ ＝ ￥1,000（￥999） 

産地概況 

オーストラリア・タイ産等の輸入物主力の入荷。オーストラリア

産は上旬でほぼ終了し、ニュージーランド・メキシコ産中心の入

荷となる。価格は昨年並みの見込み。 

総入荷量 12ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥2,640 ￥2,800 △ ＝ ＝ ￥3,000（￥3,231）

産地概況 

愛知産豊橋温室主力の入荷。天候次第の側面は否めないが、作付

面積は減っていないことから平年並みの出回りを見込む。前月が

安値基調という事も有り、当月よりは価格の浮上を見込む。 

総入荷量 3.5ｔ 前年比 108％ 

茗荷 

￥1,011 ￥1,200 △ ▲ ▲ ￥1,693（￥1,719）

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。数量は下旬に向けて減少し、価格は少

しずつ強めの展開となる予想。入荷は安定する見込み。 

総入荷量 2.9ｔ 前年比 110％ 

パプリカ 

￥588 ￥550 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥452） 

産地概況 

輸入物は韓国・オランダ産の入荷。国産は東北産地の入荷で黄玉

傾向。下旬より茨城産が加わる。 

総入荷量 17ｔ 前年比 111％ 

松茸 

￥59,967 ￥71,137 ＝ ▼ ＝ ￥7,200（￥7,141）

産地概況 

石川産奥能登物を中心に北米産（カナダ・米国）・中国産の入荷。

石川産はピークを過ぎ終了に近づいている。輸入物は品薄により

原価高が続き、国内の販売価格との差が広がっている。価格は強

保合見込み。 

総入荷量 2.5ｔ 前年比 117％ 

柚子 

￥985 ￥900 △ ＝ ＝ ￥680（￥585） 

産地概況 

高知産園芸連中心に徳島産全農徳島と個人物の入荷。本年度は高

知・徳島産共に自然着色の柚子が極端に少ないという前情報であ

る。両県ともに冬至柚子は前年の６～７割程度の出回りと予想。

総入荷量 7ｔ 前年比 78％ 

丸芋 

￥--- ￥--- △ ＝ ＝ ￥915（￥917） 

産地概況 

石川産は JA 根上及び JA 能美中央からの入荷。根上・能美地区は

生育期の干ばつの為やや小玉傾向。 

総入荷量 3ｔ 前年比 125％ 

三つ葉 

￥572 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥480（￥569） 

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。生育順調で各産地安定した入荷を見込む。 

総入荷量 7.5ｔ 前年比 107％ 

春菊 

￥590 ￥638 ▼ ▲ ▼ ￥600（￥601） 

産地概況 
群馬産中心に愛知・岐阜・石川産の入荷。安定した入荷を見込む。

総入荷量 14ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥1,269 ￥1,200 ▼ ▼ ▼ ￥800（￥706） 

産地概況 
石川産主力に富山・愛知産の入荷。石川産は若干小玉傾向となる。

総入荷量 4ｔ 前年比 105％ 

大根 

￥62 ￥75 ▲ ＝ ▲ ￥80（￥129） 

産地概況 

石川産系統入荷は上旬にて終了。中旬頃より千葉産主力の入荷を

見込む。千葉産の前進化が見込まれ、平年よりやや安価、前年よ

り大幅安を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 103％ 

かぶ 

￥128 ￥122 ▲ ＝ ＝ ￥150（￥152） 

産地概況 

石川産主体の入荷。中旬より共撰物の出荷が有り、生育も順調に

進んでいる為、安定した入荷を見込む。 

総入荷量 62ｔ 前年比 101 ％ 

人参 

￥78 ￥85 △ ▲ ▼ ￥100（￥220） 

産地概況 

北海道産は上旬にて終了。石川産は上旬から、岐阜産は中旬から

を見込む。北海道産残量多く、単価は低迷が続く見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 120％ 

蓮根 

￥532 ￥540 ＝ ＝ ＝ ￥540（￥536） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産等の入荷。順調な入荷予定だが、豊作

であった前年に比べ入荷量は減る見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 94％ 

甘藷 

￥229 ￥240 ▼ ▼ ＝ ￥220（￥235） 

産地概況 

石川産五郎島地区中心に千葉・茨城産等の入荷。石川産はやや太

物が多い傾向で、順調な入荷予定。 

総入荷量 210ｔ 前年比 103％ 

里芋 

￥334 ￥350 ＝ ▼ ▼ ￥300（￥244） 

産地概況 

福井産主体に新潟産の入荷。天候不順で掘り込み出来ず、前年よ

り少ない入荷が続く。中下旬頃には前年並みの出荷量になる見込

み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 102％ 

きゅうり 

￥235 ￥500 ▼ ▽ ＝ ￥390（￥413） 

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。10 月中下旬の曇雨天の影響から上旬やや少なめの入荷見込

み。高知産は中下旬に向け増量見通し。 

総入荷量 210ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

かぼちゃ 

￥132 ￥150 ▲ ▼ ＝ ￥260（￥325） 

産地概況 

北海道産の残量と輸入物のニューカレドニア産の入荷。中旬には

トンガ産も加わる。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 108％ 

なす 

￥295 ￥360 △ ＝ ▽ ￥380（￥444） 

産地概況 

高知産園芸連からの入荷。10 月の曇雨天の影響により上中旬頃は

少なめの入荷見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 111％ 

トマト 

￥366 ￥320 ＝ ▼ ▼ ￥300（￥481） 

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・

小松市の入荷。石川産は上旬までは順調ながら中旬以降着色進ま

ず、隔日入荷となる見込み。愛知産は順調な入荷見込み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 128％ 

ミニトマト

￥766 ￥750 ▼ ▽ ＝ ￥750（￥988） 

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。愛

知産主力の入荷で、10 月の曇雨天の影響により前半はやや少なめ

の入荷予想。中旬より入荷増量の見込み。石川産は終盤の為、入

荷は減少予想。 

総入荷量 75ｔ 前年比 106％ 

ピーマン 

￥342 ￥340 ＝ ▼ ▼ ￥320（￥517） 

産地概況 

高知産園芸連・鹿児島産 JA 南さつまの入荷。10 月中下旬の曇雨

天の影響から花落ちが散見され、11 月上中旬少なめの入荷見込

み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 110％ 

豆類 

￥912 ￥800 ＝ ＝ ▲ ￥850（￥1,095） 

産地概況 

インゲンは鹿児島・高知産の入荷。キヌサヤは鹿児島・愛知産の

入荷。スナップ実豌豆は鹿児島産の入荷。砂糖エンドウは愛知・

静岡産の入荷。 

総入荷量 17ｔ 前年比 121％ 

ごぼう 

￥189 ￥180 ▼ ＝ ▲ ￥200（￥252） 

産地概況 

青森産の入荷。青森では稲作の作業も終了し、牛蒡に取り掛かる

生産者も増え、出荷量はピークを迎える。 

総入荷量 60ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

馬鈴薯 

￥102 ￥105 ▲ ＝ ＝ ￥110（￥166） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。男爵・メークイン・キタアカリを主力に

順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 270ｔ 前年比 110％ 

長芋 

￥392 ￥380 ▼ ＝ ＝ ￥360（￥400） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも２９年産新物の出荷が始まる。

台風等の被害により品質面に不安のあった前年産に比べ、今年産

は作柄良好。ほぼ平年並みの相場推移の予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 120％ 

たまねぎ 

￥72 ￥70 ▲ ▲ ＝ ￥75（￥68） 

産地概況 

北海道各産地の入荷。各産地共に L大中心の順調な入荷が見込ま

れる。倉入れ終了に出荷調整も効く為、相場は前月に比べやや強

めに推移の予想。 

総入荷量 600 前年比 115 

しょうが 

￥658 ￥650 ＝ ＝ ＝ ￥650（￥667） 

産地概況 

高知産主力に中国産の入荷。高知産は囲生姜主力に順調な入荷が

見込まれる。 

総入荷量 18ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

みかん 

￥240 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥238） 

産地概況 

長崎産は JA 長崎西彼より上中旬より開始予定。下旬にピークを

迎える。和歌山産は JA 紀南及び個人物の入荷。福岡産は JA 南筑

後山川支所より宮川の入荷。中下旬にピークを迎える。愛媛産は

えひめ南宇和島共撰より週 2回の入荷。 

総入荷量 920ｔ 前年比 100％ 

柿 

￥209 ￥210 ▲ ＝ ＝ ￥205（￥257） 

産地概況 

岐阜産 JA いび川大野より富有柿の入荷。福岡産筑前あさくら・

にじより富有柿の入荷。石川産高松紋平柿中心にほぼ昨年並みの

入荷。和歌山産平核無柿は上旬でほぼ終了見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 103％ 

ぶどう類 

￥800 ￥--- ＝ ＝ ＝ ￥780（￥780） 

産地概況 

岡山産甲斐路・紫苑・コールマンの入荷。10 日の降雨の影響から

若干の生育遅れが見られる。長野産巨峰中心に上旬でほぼ終了見

通し。 

総入荷量 45ｔ 前年比 100％ 

苺 

￥--- ￥--- ＝ ＝ ＝ ￥1,522（￥1,651）

産地概況 

愛知産は上旬よりあきひめ、中旬より紅ほっぺの入荷。鹿児島・

長崎産は下旬より入荷見通し。 

総入荷量 23ｔ 前年比 130％ 

洋なし 

￥316 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥315） 

産地概況 

山形産ラ・フランスの入荷。18 玉中心の小玉傾向。西郷・東郷・

さがえそれぞれ週 3回の入荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 98％ 

メロン 

￥472 ￥490 ＝ ▲ ▲ ￥700（￥699） 

産地概況 

静岡産クラウンメロンの入荷。8～７ｋｇ中心の小玉傾向の入荷。

高知産は 8～７ｋｇ中心の入荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 98％ 

りんご 

￥248 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥264（￥279） 

産地概況 

長野産はショナゴールド、6 日頃サンふじの入荷。青森産は前半

サンショナの販売、後半よりサンふじの入荷。 

総入荷量 220ｔ 前年比 107％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

バナナ 

￥109 ￥100 ▼ ▼ ▼ ￥90 （￥97） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。各産地共生育良好で入荷量増。

順調な入荷で、価格は昨年より安値推移。 

総入荷量 1,280ｔ 前年比 108％ 

オレンジ 

￥205 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥194） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル及びバレンシアの中玉・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 39ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥120 ￥120 ＝ ▲ ▲ ￥180 （￥170） 

産地概況 

前半は南アフリカ・メキシコ・オーストラリア産に加え、後半よ

りフロリダ・イスラエル産の入荷が始まる。フロリダ産はハリケ

ーンにより減産。各産地、強保合での価格推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 94 ％ 

レモン 

￥293 ￥290 ＝ ▲ ▲ ￥300（￥237） 

産地概況 

前半はチリ産、中旬よりカリフォルニア産の入荷。カリフォルニ

ア産は夏の熱波により収穫は減少。前年より高値での推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥186 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥178） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。スウィーティカ・デルモンテ主力に他ブラ

ンドの入荷。各ブランド順調な入荷。価格は前年並みで推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 100％ 

キウイ 

フルーツ 

￥445 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥467） 

産地概況 

ニュージーランド産のグリーンキウイの入荷。小玉傾向で安定し

た入荷となる。前年並みの価格推移。 

総入荷量 14ｔ 前年比 100％ 


