
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  7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 

￥89 ￥85 ＝ ▼ ▼ ￥65（￥52） 

産地概況 

長野産主力の入荷。今後の天候次第ではあるが順調な入荷が見込

まれる。価格は昨年より若干高いと予想。 

総入荷量 180ｔ 前年比 106％ 

キャベツ 

￥91 ￥110 ＝ ▼ ▽ ￥70（￥40） 

産地概況 

群馬産主体に長野・茨城産の入荷。茨城産は上旬で終了。概ね順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 176％ 

ねぎ 

￥369 ￥380 ＝ ▼ ▼ ￥360（￥366） 

産地概況 

茨城・埼玉産主力に鳥取・大分・石川産結束物の入荷。月末には

青森産の入荷予定。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 85ｔ 前年比 107％ 

ほうれん草

￥512 ￥525 ▲ ▲ ＝ ￥677（￥616） 

産地概況 

岐阜(ひだ地区)石川・茨城産中心の入荷。気温上昇にともない高

冷地の岐阜産が中心になっていく。価格は徐々に高くなると思わ

れる。 

総入荷量 34ｔ 前年比 110％ 

小松菜 

￥245 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥277（￥273） 

産地概況 

石川・茨城産中心の入荷。生育は順調で入荷量は安定するものと

思われる。価格も昨年並みと予想。 

総入荷量 56ｔ 前年比 102％ 

ブロッコリー

￥422 ￥400 ＝ ＝ ▲ ￥450（￥414） 

産地概況 

北海道 JA 石狩を主体に中旬までは並行して石川産の入荷とな

る。 

総入荷量 100ｔ 前年比 90％ 

レタス 

￥93 ￥100 ＝ ＝ ▲ ￥105（￥84） 

産地概況 

長野県産を主体とし群馬県産の入荷。安定した入荷見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 90％ 
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B-2 

生椎茸 

￥710 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥815（￥846） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・徳島産の入荷。各産地高温のた

め下級品の割合が多くなる見込み。やや小玉傾向で生育に波があ

るため入荷も増減がある見込み。 

総入荷量 27ｔ 前年比 112％ 

しめじ 

￥362 ￥350 ＝ ＝ ▼ ￥333（￥374） 

産地概況 

JA 全農長野産を中心に企業物(ホクト・ミスズ・雪国)の入荷。JA

長野産は減産に入っており、アイテムによっては入荷少ないもの

もある見込み。企業物は安定した出荷を見込む。 

総入荷量 30ｔ 前年比 116％ 

えのき 

￥172 ￥180 ＝ ▼ ▼ ￥163（￥186） 

産地概況 

石川産は不需要期のため 2 ｹ月の休みに入る。長野産中心の入荷

となる。長野産も減産期に入り出荷は少ないが不需要期でもあり

概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 40ｔ 前年比 97％ 

大葉 

￥2,383 ￥2,600 ＝ △ ＝ ￥3,300（￥3,391）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。生育状況は順調である。香辛

野菜の売り場が拡がっている時期でもあり、引き合いはやや強め

に推移すると見込む。テレビの全国放送で紹介されることもあり

反響に期待する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 109％ 

春菊 

￥310 ￥642 ▲ ＝ ▽ ￥700（￥661） 

産地概況 

群馬産も終了し岐阜産中心の入荷を見込む。 

総入荷量 2ｔ 前年比 111％ 

大根 

￥104 ￥100 ▼ ▼ ＝ ￥80（￥77） 

産地概況 

北海道・岐阜主力に青森産の入荷。石川は終了。各産地生育は夜

温が低いことから緩慢となっている。肥大不足が危惧される。 

総入荷量 450ｔ 前年比 114％ 

かぶ 

￥176 ￥180 ＝ ▼ ＝ ￥160（￥116） 

産地概況 

青森産の入荷。6月中頃の低温により端境となり平年より入荷減

となる。7月に入れば入荷も回復し価格も平年並みに落ち着く。

総入荷量 40ｔ 前年比 102％ 
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B-3 

人参 

￥82 ￥90 ▲ ▲ ▲ ￥130（￥85） 

産地概況 

和歌山は上旬で終了。青森産主力の入荷となる。早ければ月末よ

り北海道産。青森は前年の安値から作付け減となっている。 

総入荷量 300ｔ 前年比 115％ 

蓮根 

￥1,249 ￥1,100 ▼ ▼ ▽ ￥800（￥844） 

産地概況 

愛知産中心の入荷。本年産は生育順調で潤沢な入荷が見込まれ

る。 

総入荷量 8ｔ 前年比 118％ 

甘藷 

￥261 ￥300 ▼ ▼ ▽ ￥200（￥189） 

産地概況 

高知産を中心に中旬から静岡産の入荷。高知産は作付け減で大幅

な入荷減少。静岡も面積減少も生育順調で前年並みの入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 112％ 

胡瓜 

￥241 ￥300 ＝ ＝ ▽ ￥280（￥268） 

産地概況 

福島産ふくしま未来中心に長野・山形産の入荷。石川産ハウス作

は上旬に終了。中旬以降は露地個人物の入荷となる。他産地は下

旬より増量見込みで中旬までは堅調な価格見通し。 

総入荷量 200ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥210 ￥260 ＝ ▼ ▼ ￥210（￥215） 

産地概況 

メキシコ産の残量と鹿児島・長崎・石川産の入荷。鹿児島・長崎

産は出遅れ大玉傾向。石川産は順調な入荷見込み。 

総入荷量 200ｔ 前年比 133％ 

茄子 

￥368 ￥390 ▲ ＝ ▼ ￥350（￥299） 

産地概況 

石川産 JA 金沢他個人物と群馬産の入荷。高知産は上旬で終了。

山形産は出遅れで中旬より増量の見込み。 

総入荷量 200ｔ 前年比 100％ 

トマト 

￥233 ￥280 ▼ ＝ ▼ ￥260（￥216） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦、完熟出荷組合・緑宝会。愛知産

JA 物・岐阜産個人物の入荷。愛知・岐阜産は終盤で減少。石川産

は中旬までは順調、JA 飛騨は中旬よりの入荷を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 82％ 

ミニトマト

￥452 ￥500 ▲ ＝ ▼ ￥525（￥554） 

産地概況 

石川産のとやさいほか。愛知産 JA 豊橋・海部・ひまわりに加え

長野・北海道産の入荷。石川産は前進傾向。前年並みの入荷を見

込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 
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B-4 

ピーマン 

￥227 ￥280 △ ＝ ▼ ￥420（￥398） 

産地概況 

北海道・長野産中心の入荷。北海道ハウス倒壊被害で作付け 1割

減。長野は作付け増。天候に恵まれ順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 45ｔ 前年比 118％ 

豆類 

￥861 ￥820 ＝ ▼ △ ￥840（￥790）

産地概況 

インゲンは長野・石川、キヌサヤは長野・青森産の入荷。スナッ

プは北海道、枝豆は岐阜・群馬産。千石豆は石川産の入荷。 

総入荷量 34ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥87 ￥60 ＝ ▲ ▲ ￥90（￥163） 

産地概況 

長崎産主体に石川・青森・北海道産の入荷。長崎産は中旬から下

旬にかけ終了の見込み。石川産は能登地区より中旬ごろより入荷

の見込みで全体に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 160ｔ 前年比 103％ 

長芋 

￥286 ￥285 ＝ ▲ △ ￥290（￥487） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。不作だった前年に比べ順調な入荷が見込

まれる。最需要期に向かい全国的な引き合いも強まるため相場は

徐々に上昇の見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 118％ 

玉葱 

￥83 ￥85 ＝ ＝ △ ￥88（￥88） 

産地概況 

兵庫・富山産主力に府県産の入荷。各産地順調な入荷が見込まれ

るが富山産は小玉傾向予想。府県でも終了する産地が出てくるた

め、全体量は減少し総じて相場は緩やかに上昇の見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 101％ 
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B-5 

ハウス 

みかん 

￥981 ￥950 ▼ ▼ ＝ ￥850（￥775） 

産地概況 

愛知-JA 蒲郡より週 3 回の入荷。MS 中心で潤沢な入荷。佐賀-JA

からつ主力の入荷で 350g パック及び良品の入荷。 

総入荷量 45ｔ 前年比 100％ 

桃 

￥887 ￥670 ▼ ▼ ＝ ￥606（￥641） 

産地概況 

山梨産主力の入荷。中旬より白鳳の入荷となり昨年に比べ 7日前

後早い見通し。石川産中旬より入荷する見込み。 

総入荷 165ｔ 前年比 137％ 

メロン 

￥431 ￥433 ▲ △ ▲ ￥460（￥468） 

産地概況 

静岡産は 6玉 8kg 中心でギフト需要もあり高値推移。高知は 2玉

5玉の大玉から 6 玉 8kg 中心の入荷。山形・愛知からアンデス・

クインシー・タカミの入荷。石川アールスは前年の 80%の入荷。

総入荷量 150ｔ 前年比 107％ 

西瓜 

￥187 ￥175 ▼ ▼ ▼ ￥133（￥149） 

産地概況 

石川産主力の入荷。中旬より露地物の入荷となりピークを迎える

予定。 

総入荷量 980ｔ 前年比 109％ 

ぶどう 

￥1,014 ￥1,200 ▲ ▼ ▽ ￥1,140（￥1,145）

産地概況 

山梨産は八代より巨峰・シャインの入荷。石川デラウエアーは海

の日前後がピーク。岡山産はシャイン中心にアレキ・Gピオーネ・

瀬戸ジャイアンツの入荷。長野産は商系を中心に種無し巨峰・シ

ャインの入荷。 

総入荷量 980ｔ 前年比 101％ 

いちじく 

￥1,470 ￥1,470 ＝ ▼ ▼ ￥1,450（￥1,405）

産地概況 

愛知産 JA 西三河よりハウスいちじくの連日入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 107％ 

バナナ 

￥139 ￥135 ▼ ▼ ▼ ￥130（￥126） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。両産地とも生育良好で順調な

入荷。各産地数量調整をしながらの価格維持。 

総入荷量 1,170ｔ 前年比 100％ 
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B-6 

オレンジ 

￥267 ￥250 ▼ ＝ ＝ ￥230（￥230） 

産地概況 

アメリカ・オーストラリア産の入荷。オーストラリアは中玉・大

玉傾向で安定した入荷が見込まれる。価格は前年並みでの市況推

移を見込む。 

総入荷量 61ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥167 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥156） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。小玉傾向の玉流れで輸入量も前年より減少

する。価格は前年並みを見込む。 

総入荷量 62ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥322 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥329） 

産地概況 

チリ産中心の入荷となる。大玉傾向で安定した入荷が見込まれ、

ほぼ前年並みでの価格推移。 

総入荷量 36ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥173 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥193） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で小玉サイズ中心の玉流れでの入荷。価格は

前年並での推移の見込み。 

総入荷量 68ｔ 前年比 93％ 


