
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  8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 

￥60 ￥85 ＝ ▲ ▲ ￥100（￥97） 

産地概況 

長野産主力の入荷。7月の旱魃の影響もあり上中旬は少なく、価

格は高くなると予想。下旬に若干の増量となる見込み。 

総入荷量 160ｔ 前年比 107％ 

キャベツ 

￥80 ￥120 ＝ ▼ ▽ ￥90（￥74） 

産地概況 

群馬産主体に長野産の入荷。高温旱魃の影響から両産地ともに小

玉傾向で出荷は少ない。中下旬にかけては回復する見込み。 

総入荷量 480ｔ 前年比 115％ 

ねぎ 

￥368 ￥360 ＝ ▲ ▲ ￥431（￥422） 

産地概況 

茨城・埼玉産のバラ物主力に石川産結束物の入荷。各産地順調な

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 75ｔ 前年比 106％ 

ほうれん草

￥696 ￥900 ＝ ▲ ▼ ￥880（￥852） 

産地概況 

岐阜石川産中心の入荷。高温による影響から入荷量は少なめで推

移するものと思われ、価格は昨年よりもやや高くなると思われ

る。 

総入荷量 23ｔ 前年比 106％ 

小松菜 

￥298 ￥350 ＝ ▲ ▼ ￥405（￥404） 

産地概況 

石川・茨城産中心の入荷。ほうれん草と同様高温による影響で、

昨年並みの入荷量とし思われる。価格もほぼ昨年並みと予想。 

総入荷量 41ｔ 前年比 100％ 

ブロッコリー

￥523 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥467（￥534） 

産地概況 

北海道を主体とし長野産の入荷。 

安定した入荷の見通し。 

総入荷量 90ｔ 前年比 138％ 

レタス 

￥81 ￥170 ＝ ▲ ▼ ￥170（￥132） 

産地概況 

長野県産を主体とし群馬県産の入荷。前月の高温旱魃の影響を受

け、出荷量は減少する見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 88％ 
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B-2 

生椎茸 

￥711 ￥800 ▲ ▲ ▲ ￥850（￥864） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・徳島産の入荷。各産地気温高に

より発生悪く入荷減少、小玉傾向で下級品の割合多い。価格は大

玉・上級品は堅調な推移を見込む。 

総入荷量 30ｔ 前年比 104％ 

しめじ 

￥362 ￥350 ＝ ＝ ▲ ￥333（￥385） 

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タイトな状況に

なる見込み。企業物は安定した入荷を見込む。価格は堅調推移。

総入荷量 30ｔ 前年比 116％ 

えのき 

￥211 ￥190 ＝ ▲ ▲ ￥200（￥186） 

産地概況 

長野産中心の入荷で減産期に入り出荷は少ない。お盆休みにも入

り安定入荷となるのは下旬頃の見込み。価格は下旬に向けて堅調

に推移すると思われる。 

総入荷量 40ｔ 前年比 105％ 

大葉 

￥3,392 ￥4,800 △ ＝ ▼ ￥4,700（￥4,308）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。7月は真夏日が続いた影響も

あり、出回りはやや少なめの見込みで、最大の需要期である盆の

取引はかなりの強めの相場展開を予想する。以降は緩やかに落ち

つく見込み。 

総入荷量 4ｔ 前年比 105％ 

春菊 

￥702 ￥740 ▲ ▲ ▲ ￥1050（￥1128） 

産地概況 

岐阜産中心の入荷。数量若干の減少がみられ価格は上げ見込み。

総入荷量 2ｔ 前年比 107％ 

大根 

￥109 ￥140 ▼ ▲ ▼ ￥120（￥89） 

産地概況 

北海道・岐阜主力に青森産の入荷。台風による大雨・曇天と梅雨

明け後の猛暑により今後の出荷が懸念される。順調であった前年

に比べると大幅な減少の見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 72％ 

かぶ 

￥159 ￥160 ＝ ▲ ＝ ￥170（￥132） 

産地概況 

青森産の入荷。6月中頃の低温多雨の影響で播種率悪く出荷量減。

上旬から品種切替による小玉化も重なり少ない入荷見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 90％ 
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B-3 

人参 

￥152 ￥160 ▼ ＝ ▼ ￥130（￥67） 

産地概況 

青森産は上旬で終了。北海道産は初頭より開始の見込み。ほぼ平

年並みの単価を見込んでいる。 

総入荷量 350ｔ 前年比 108％ 

蓮根 

￥951 ￥880 ▽ ▽ ▽ ￥640（￥652） 

産地概況 

愛知産に加え上旬より石川産共販開始。猛暑の影響もありやや生

育が懸念されるが、概ね順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 41ｔ 前年比 102％ 

甘藷 

￥264 ￥250 ▼ ▼ △ ￥270（￥265） 

産地概況 

石川・静岡・茨城産の入荷、静岡は下旬で終了。石川共販・茨城

産は下旬からの入荷。静岡は面積減で前年より入荷減、他前年並

総入荷量 90ｔ 前年比 96％ 

胡瓜 

￥428 ￥300 ▽ ▲ △ ￥320（￥349） 

産地概況 

福島産中心に長野・山形・石川産露地個人の入荷。上旬各産地露

地出荷ピークで下旬に向け減少。ハウス作は 9月からの見込み。

総入荷量 250ｔ 前年比 108％ 

南瓜 

￥216 ￥210 ▲ ▲ ▲ ￥210（￥194） 

産地概況 

石川産中心の入荷。7月の降雨から出荷は若干減少見込みで価格

は強めの推移。 

総入荷量 160ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥323 ￥320 ▼ ▲ ▼ ￥300（￥334） 

産地概況 

石川産 JA 金沢他個人物と山形・群馬産の入荷。雨不足が心配さ

れるが前年並みの入荷見込み。 

総入荷量 140ｔ 前年比 101％ 

トマト 

￥260 ￥300 ▼ ＝ ▲ ￥300（￥354） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・白山、完熟出荷組合・岐阜産 JA ひだの

入荷。岐阜産中旬ピークで石川産抑制作は盆明けより開始で下旬

に向け増量。少なかった前年に比べ入荷増を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 112％ 

ミニトマト

￥623 ￥480 ▼ ▼ ＝ ￥660（￥675） 

産地概況 

石川産のとやさいほか長野・北海道産の入荷。石川・長野産は順

調入荷も、北海道産 5月の遅霜の影響から前年を下回る入荷を見

込む。 

総入荷量 70ｔ 前年比 109％ 
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B-4 

ピーマン 

￥506 ￥480 ▼ ▼ ＝ ￥420（￥385） 

産地概況 

北海道・長野産中心の入荷。北海道産ハウス倒壊被害の面積減と

6～7月の曇雨天で作柄悪いながら中旬には各産地ピークとなる。

前年比数量減単価高を見込む。 

総入荷量 48ｔ 前年比 96％ 

豆類 

￥878 ￥950 ＝ △ ＝ ￥1000（￥1104）

産地概況 

インゲンは長野・北海道、キヌサヤ・スナップは北海道、枝豆は

岐阜・群馬・山形産。千石豆は石川産の入荷。 

総入荷量 26ｔ 前年比 104％ 

馬鈴薯 

￥65 ￥80 ▲ ▲ ＝ ￥100（￥141） 

産地概況 

北海道産主体に石川・青森産の入荷。北海道産は前半 7月の天候

不良のため平年より遅れる見込み。盆以降平年並みの予想。石川

産は能登地区からの入荷。青森産はメークイン中心の入荷とな

る。 

総入荷量 160ｔ 前年比 98％ 

長芋 

￥303 ￥350 ▲ ▲ ＝ ￥350（￥470） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。最需要期を迎え全国的な引き合いも強ま

っており相場上昇を続けながらの推移となる見込み。Ｍ・Ｓ・2Ｓ

サイズを使いきりの 1本売りを提案。 

総入荷量 80ｔ 前年比 125％ 

玉葱 

￥91 ￥95 ▲ ＝ ＝ ￥95（￥83） 

産地概況 

月前半は兵庫・富山産主体、旧盆明けより北海道産主体の入荷。

府県産は大玉中心に順調な入荷予想。道産は 8月上旬に出荷開始

予定。 

総入荷量 450ｔ 前年比 100％ 
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B-5 

ハウス 

みかん 

￥792 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥800（￥704） 

産地概況 

愛知-JA 蒲郡より盆前は潤沢な入荷。週 3回で MS 中心、盆明けは

減少見込み。グリーンＨみかんも入荷。佐賀-JA からつ主力の入

荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 104％ 

梨 

￥615 ￥500 ＝ ▼ ▼ ￥351（￥364） 

産地概況 

石川産主力の入荷。上旬新水から幸水の入荷で昨年に比べ 5日前

後早い入荷となっており、旱魃の影響から平年に比べ小玉になる

ことも予想される。 

総入荷量 328ｔ 前年比 113％ 

桃 

￥679 ￥650 ＝ ▼ ▼ ￥550（￥459） 

産地概況 

山梨は上旬でほぼ終了。新潟・長野・福島・山形産の入荷。全体

に着色進まず小玉傾向も予想される。 

総入荷 90ｔ 前年比 111％ 

メロン 

￥511 ￥480 ▲ ▼ ▽ ￥450（￥435） 

産地概況 

静岡産は上中旬までは 8～9kg 中心。高知は 8 月中旬頃で終了。

北海道は作型の切り替えや雨の影響から上旬は少ない。山形は作

付けの減少から入荷は不安定。 

総入荷量 124ｔ 前年比 98％ 

西瓜 

￥174 ￥170 ＝ ▼ ▼ ￥165（￥141） 

産地概況 

石川産上旬でほぼ終了、山形産主力の入荷。昨年に比べ前倒しの

入荷となっており、中旬以降数量減の見込み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 107％ 

ぶどう 

￥1,500 ￥1,100 ▲ ＝ ▼ ￥1,200（￥1,200）

産地概況 

山梨産は全体に前進出荷でＧ巨峰は 8月中に終了、中旬からシャ

インの入荷。石川ルビーロマンは旧盆前後がピーク。山形産は西

郷支所よりデラウエアの入荷。石川産種無し巨峰は旧盆前までの

出荷。 

総入荷量 185ｔ 前年比 100％ 

いちじく 

￥1,300 ￥1,300 ▽ ▽ ▼ ￥720（￥700） 

産地概況 

愛知産 JA 西三河より露地いちじくの入荷、盆前後がピーク。石

川産はＪＡはくい押水より入荷。 

総入荷量 40ｔ 前年比 100％ 
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B-6 

バナナ 

￥143 ￥140 ▼ ＝ ＝ ￥140（￥115） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。旱魃の影響から生育不良で入

荷減少し前年比 80%の予想。気温の上昇により需要も下がるが、

入荷量が少ないため価格は前年より高値推移。 

総入荷量 752ｔ 前年比 82％ 

オレンジ 

￥242 ￥220 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥213） 

産地概況 

オーストラリア産の入荷。天候に恵まれ品質良好で大玉傾向の玉

流れ。安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥148 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥138） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。例年より入荷は若干減少で小玉傾向の玉流

れ。 

総入荷量 60ｔ 前年比 90％ 

レモン 

￥308 ￥310 ＝ ＝ ▲ ￥320（￥321） 

産地概況 

チリ産中心の入荷となる。小玉傾向だが安定した入荷が見込ま

れ、前年並みでの価格推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥190 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥180） 

産地概況 

フィリピン産のスウィーティオ・デルモンテ中心入荷。9 玉、10

玉の小玉サイズ中心の玉流れでの入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 88％ 


