
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  10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 

￥120 ￥110 ▼ ▽ ▽ ￥51（￥46） 

産地概況 

長野産主力に下旬より茨城産も入荷。生育順調なため潤沢な入荷

見込み。 

総入荷量 650ｔ 前年比 105％ 

キャベツ 

￥76 ￥75 ＝ ▲ ＝ ￥85（￥56） 

産地概況 

群馬産主体に中下旬より茨城産、下旬から月末にかけ愛知産の入

荷予定。生育不良もなく概ね順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 550ｔ 前年比 106％ 

ねぎ 

￥546 ￥450 ▼ ＝ ▼ ￥370（￥379） 

産地概況 

茨城・青森産のバラ物、石川・北海道産結束物の入荷。石川県産

は生育悪く、早くても中旬頃よりまとまった出荷となる見込み。

総入荷量 90ｔ 前年比 106％ 

ほうれん草

￥959 ￥850 ＝ ▲ ▼ ￥700（￥602） 

産地概況 

岐阜・茨城・石川産中心に下旬より群馬産も加わる。各地ともほ

ぼ順調な生育で、価格もほぼ平年並みの見込み。 

総入荷量 48ｔ 前年比 94％ 

小松菜 

￥430 ￥350 ＝ ▲ ＝ ￥294（￥238） 

産地概況 

石川産中心に茨城産の入荷。下旬より福岡産も加わる。各地とも

生育はほぼ順調で、価格も平年並みが見込まれる。 

総入荷量 68ｔ 前年比 102％ 

ブロッコリー

￥591 ￥550 ▼ ▼ ▼ ￥550（￥471） 

産地概況 

北海道を主体に下旬より石川産の入荷。 

安定した入荷の見通し。 

総入荷量 120ｔ 前年比 94％ 

レタス 

￥122 ￥140 ▲ ▲ ▲ ￥189（￥102） 

産地概況 

茨城県産を主体に群馬・長野県産の入荷。例年より長野産の出荷

が減少傾向であることから、価格は上昇傾向と見込まれる。 

総入荷量 180ｔ 前年比 81％ 
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B-2 

生椎茸 

￥931 ￥950 ▲ ▼ ▲ ￥1046（￥1022） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。各産地需

要期に入り、安定した入荷が見込まれる。気温低下とともに上級

品が増えると思われるが、小玉傾向は続くと思われる。 

総入荷量 33ｔ 前年比 106％ 

しめじ 

￥507 ￥500 ＝ ▼ ＝ ￥485（￥491） 

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。需

要期に入り順調な入荷が見込まれる。ただし他のきのこ類にも言

えるが、夏場の高温時の培養不足が発生する可能性がある。 

総入荷量 40ｔ 前年比 114％ 

えのき 

￥284 ￥260 ＝ ▼ ＝ ￥255（￥218） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。各産地需要期に入りフル生産を行っ

ており、順調な入荷が予想される。 

総入荷量 80ｔ 前年比 101％ 

大葉 

￥3094 ￥3600 △ ＝ ▽ ￥3200（￥2657）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。作付け面積に大きな変動な

し。秋の行楽需要を見込み、ある程度堅調な相場展開を予想する。

総入荷量 4ｔ 前年比 104％ 

春菊 

￥1655 ￥1650 ＝ ＝ ＝ ￥1600（￥659） 

産地概況 

岐阜・群馬・石川産の入荷を見込む。各産地生育期の高温、台風

の影響から出荷に遅れが出ている。 

総入荷量 5ｔ 前年比 94％ 

大根 

￥117 ￥110 ▼ ▼ ▲ ￥100（￥72） 

産地概況 

石川産主力の入荷。北海道・岐阜・青森産は前半で終了見込み。

石川産は平年並みを見込んでいる。 

総入荷量 900ｔ 前年比 123％ 
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かぶ 

￥227 ￥220 ▼ ＝ ▼ ￥180（￥121） 

産地概況 

青森産主体に石川産個選物の入荷。石川産やや遅れているが、青

森産順調な入荷見込み。前年青森産は多く入荷したが、本年は平

年並み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 70％ 

人参 

￥157 ￥180 ＝ ▲ ＝ ￥200（￥83） 

産地概況 

北海道産の入荷。播種端境期が発生する恐れがある。作柄も不良

が見込まれており、代替え産地もないことから高値見込み。 

総入荷量 300ｔ 前年比 87％ 

蓮根 

￥591 ￥540 ▼ ＝ ＝ ￥530（￥535） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。9月の台風の影響は今のとこ

ろなく、順調な入荷見込み。単価は前年並みの予想。 

総入荷量 80ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥272 ￥300 △ △ ▽ ￥250（￥227） 

産地概況 

石川中心に茨城・千葉産の入荷。掘り込み時期に入るため、中旬

までやや不安定な入荷となる。単価は前年並みで推移する見込

み。 

総入荷量 200ｔ 前年比 102％ 

胡瓜 

￥450 ￥360 ▼ ▲ ▲ ￥380（￥376） 

産地概況 

石川・群馬産中心に高知・福島・山形産の入荷。福島・山形産は

中旬に終了、高知産は中下旬より入荷見通し。上中旬は落ち着い

た価格で、下旬より底上げ見通し。 

総入荷量 200ｔ 前年比 105％ 

南瓜 

￥284 ￥220 ＝ ＝ ▼ ￥200（￥133） 

産地概況 

北海道産の入荷。下旬頃からニューカレドニア・メキシコ産の入

荷。北海道産は生育期の天候から小玉傾向。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥494 ￥420 ▼ ▼ ▲ ￥360（￥333） 

産地概況 

高知・群馬・山形・熊本産の入荷。石川・山形・群馬産上中旬で

終了の見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 97％ 
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トマト 

￥526 ￥450 ＝ ▼ ▼ ￥420（￥359） 

産地概況 

石川・愛知・岐阜産の入荷。岐阜夏秋産地は上旬にて終了。石川

愛知は 8月の猛暑で着果不良及び小玉傾向。今後の天候次第だが

だらだらとした出荷が見込まれる。 

総入荷量 240ｔ 前年比 93％ 

ミニトマト

￥957 ￥850 ▼ ▲ ＝ ￥850（￥762） 

産地概況 

石川産のとやさいほか長野・北海道・愛知産の入荷。北海道・長

野産は中旬頃に終了の見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥531 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥480（￥366） 

産地概況 

北海道・長野産中心の入荷。上旬より高知、中旬より鹿児島産の

入荷。北海道・長野産中旬頃終了見込み。高知・鹿児島産徐々に

増量が見込まれる。 

総入荷量 38ｔ 前年比 88％ 

豆類 

￥1197 ￥1300 ＝ ▼ ＝ ￥1200（￥951）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島、キヌサヤは鹿児島・青森・北海道、枝

豆は山形産。千石豆は石川産の入荷。 

総入荷量 13ｔ 前年比 108％ 

馬鈴薯 

￥143 ￥130 ＝ ＝ ＝ ￥130（￥101） 

産地概況 

北海道産の入荷。6月から 7月の天候不順により、小玉傾向のた

め前年を下回る入荷が予想される。 

総入荷量 260ｔ 前年比 94％ 

長芋 

￥378 ￥380 ＝ ▼ ▼ ￥360（￥386） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地ともに春堀品の最終盤に向かい、

残量は平年に比べ少ないため、相場は保合い推移を予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 107％ 

玉葱 

￥106 ￥100 ＝ ▼ ▼ ￥90（￥73） 

産地概況 

北海道各産地よりの入荷。馬鈴薯同様であるが、生育期の天候不

順の影響により、全体量は平年をやや下回る見込みであるが、入

荷自体は順調に進む予想。 

総入荷量 720ｔ 前年比 94％ 
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B-5 

みかん 

￥200 ￥150 ▼ ▼ ＝ ￥165（￥165） 

産地概況 

福岡－JA みなみ筑後より中旬北原早生が入荷、S中心。 

長崎－JA 長崎西彼から極早生入荷、S地雄心。 

総入荷量 770ｔ 前年比 101％ 

梨 

￥298 ￥270 ＝ ＝ ＝ ￥267（￥199） 

産地概況 

上旬石川産あきづき・新高の入荷。中旬以降栃木新高他、新潟新

興他の入荷。 

総入荷量 45ｔ 前年比 87％ 

柿 

￥395 ￥375 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥207） 

産地概況 

和歌山－JA 紀の里より入荷、台風 21 号の影響もあり数量少なく、

連日販売は厳しい。岐阜－JA いび川より早生富有の入荷、台風の

影響により少ない。福岡－中旬以降から早生太秋の入荷、小玉傾

向。 

総入荷 170ｔ 前年比 85％ 

メロン 

￥447 ￥500 ＝ ▲ ▲ ￥600（￥627） 

産地概況 

静岡産は 9 月下旬の降雨影響から 6 玉 8k 中心。北海道は前年並

みの入荷。赤肉メロンで玉流れは 5玉中心。石川アールスは前年

より少なく、上旬で終了予定。 

総入荷量 80ｔ 前年比 105％ 

りんご 

￥297 ￥297 △ ＝ ▽ ￥280（￥229） 

産地概況 

長野県産－秋映・シナノスイート・シナノゴールドの入荷。青森

県産は早生ふじ・トキの入荷。 

総入荷量 250ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1000 ￥800 △ ▲ ▲ ￥870（￥870） 

産地概況 

山梨産は JA ふえふきからシャインマスカット中心の入荷。長野

産は田中商店より種無し巨峰中心の入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 100％ 

いちじく 

￥733 ￥750 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥663） 

産地概況 

愛知産 JA 西三河より露地いちじくの入荷。石川産はＪＡはくい

押水より露地物の連日入荷。 

総入荷量 20ｔ 前年比 67％ 
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B-6 

バナナ 

￥150 ￥140 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥104） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は旱魃の影響か

ら生育不良で前半入荷減、中旬以降は増加の予想。秋のシーズン

に入り需要増、価格は前年より高値推移。 

総入荷量 940ｔ 前年比 81％ 

オレンジ 

￥193 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥202） 

産地概況 

オーストラリア・南アフリカ産の入荷。オーストラリアは大玉傾

向、南アフリカは小玉傾向の玉流れ。数量・価格ともに保合いで

の推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥133 ￥130 ▼ ＝ ＝ ￥120（￥120） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。ルビー・ホワイト種ともに小玉傾向の玉流

れ。保合いでの価格推移。 

総入荷量 50ｔ 前年比 96％ 

レモン 

￥280 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥285） 

産地概況 

チリ産の入荷で小玉傾向の入荷となり大玉に不足感が出る。入荷

数量も減少してくるが、価格は保合い推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 97％ 

パイン 

アップル 

￥188 ￥200 ▲ ＝ ＝ ￥250（￥293） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で 9・10 玉中心だが、小玉もやや増加傾向と

なる見込み。価格は強保合いで推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 105％ 


