
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  11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 

￥97 ￥110 ▲ ▽ ▽ ￥111（￥97） 

産地概況 

茨城産主体に石川・群馬産の入荷。茨城産の台風の影響による生

育不良から、前年と比較し高値が予想される。 

総入荷量 530ｔ 前年比 112％ 

キャベツ 

￥82 ￥110 ＝ ▼ ▼ ￥82（￥112） 

産地概況 

茨城・愛知産主体に石川、中旬までは長野産の入荷。上旬は愛知

産の出荷が遅れていることもあり、入荷は不安定。中旬以降安定

した入荷が見込まれる。 

総入荷量 550ｔ 前年比 171％ 

ねぎ 

￥479 ￥400 ▲ ▼ ＝ ￥400（￥387） 

産地概況 

石川産結束物、埼玉・東北・茨城産バラ物の入荷。県内産・県外

産ともに台風の影響を受けており、出荷の急増は見込みにくい。

概ね高値基調の予想。 

総入荷量 100ｔ 前年比 117％ 

ほうれん草

￥808 ￥650 ▲ ▼ ＝ ￥600（￥1044） 

産地概況 

岐阜・石川産中心に九州・関東物の入荷。台風の影響により岐阜

産の入荷減少、中旬より回復と思われる。価格は入荷安定する中

旬より落ち着くと思われる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 211％ 

小松菜 

￥410 ￥380 ▲ ▼ ＝ ￥457（￥541） 

産地概況 

石川産中心に関東物の入荷。各産地とも安定した入荷が見込まれ

る。 

総入荷量 47ｔ 前年比 123％ 

ブロッコリー

￥483 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥500（￥554） 

産地概況 

石川産を主体に埼玉・北海道産の入荷。初旬は不安定な入荷とな

るが、中旬以降は安定した入荷の見通し。 

総入荷量 100ｔ 前年比 116％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  11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-2 

レタス 

￥171 ￥190 ▲ ▲ ▲ ￥220（￥349） 

産地概況 

茨城県産を主体に群馬・兵庫県産の入荷。安定した入荷を見込む。

総入荷量 150ｔ 前年比 155％ 

生椎茸 

￥925 ￥950 ▲ ＝ ＝ ￥1050（￥1051） 

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。各産地天

候も安定してきたので今後順調な入荷が見込まれる。やや大玉傾

向でバラ物中心の入荷を見込む。天候次第だが中下旬より奥能登

原木椎茸の入荷も予想される。価格は野菜の動向にもよるが、強

保合いを見込む。 

総入荷量 44ｔ 前年比 118％ 

しめじ 

￥572 ￥600 ▲ ＝ ＝ ￥576（￥625） 

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。北

海道の地震による停電により北海道ホクト施設に影響が出てお

り、全国的に場面によってはややタイトになっており、今後もや

や強保合いを見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 150％ 

えのき 

￥246 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥261（￥266） 

産地概況 

石川産個人物中心に長野産の入荷。各産地フル生産に入っており

順調な入荷が見込まれる。ただし他品目で夏の猛暑により培養に

影響が出ており、えのきにおいても今後影響が出る可能性があ

る。今後やや強保合いを見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 122％ 

大葉 

￥3605 ￥3200 ＝ ▽ ＝ ￥3000（￥3507）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。生育は順調で良好、安定した

入荷を見込む。秋の行楽需要を期待する販売となる。 

総入荷量 4ｔ 前年比 102％ 

春菊 

￥1089 ￥1000 ▼ ▼ ▲ ￥800（￥724） 

産地概況 

群馬・愛知産の入荷。群馬産はハウス物に替わり、順調な入荷を

見込む。 

総入荷量 7ｔ 前年比 104％ 
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大根 

￥98 ￥105 ▲ ▼ ▼ ￥90（￥107） 

産地概況 

JA 金沢は上旬で終了見込み。中旬より千葉産の入荷を見込んで

いる高値であった前年よりは安いが、平年より高値を見込んでい

る。 

総入荷量 500ｔ 前年比 111％ 

かぶ 

￥196 ￥180 ▼ ＝ ▼ ￥170（￥211） 

産地概況 

石川産主体の入荷。生育期の天候不順で玉太り悪く、生育遅れ目

立つも、中旬頃には回復し、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 62ｔ 前年比 134％ 

人参 

￥204 ￥210 △ ▲ ▼ ￥220（￥135） 

産地概況 

上旬で北海道産終了。中旬より石川産、後半より岐阜産の入荷を

見込む。台風による被害から出荷は平年の 60～70%と見込まれる。

高値維持となろう。 

総入荷量 200ｔ 前年比 65％ 

蓮根 

￥505 ￥520 ＝ ▲ ▼ ￥520（￥531） 

産地概況 

石川産中心に愛知・茨城産の入荷。各産地豊作傾向で、前年を上

回る入荷が見込まれる。 

総入荷量 87ｔ 前年比 104％ 

甘藷 

￥256 ￥270 ▼ ▼ ＝ ￥260（￥251） 

産地概況 

石川中心に茨城産等の入荷。石川産は平年作の見込みで、徐々に

入荷量も増え、単価も下げながらの販売となる。 

総入荷量 190ｔ 前年比 114％ 
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胡瓜 

￥398 ￥470 ▼ ＝ ＝ ￥450（￥462） 

産地概況 

高知・群馬・石川・新潟・宮崎産の入荷。下旬より愛知産が加わ

る。台風の影響から高知・宮崎産は遅れ気味であるものの、徐々

に数量は増えて価格は若干落ち着く見込み。 

総入荷量 178ｔ 前年比 205％ 

南瓜 

￥244 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥157） 

産地概況 

北海道産残量とニューカレドニア・メキシコ産の入荷。外国産は

順調な入荷見込み。北海道産残量は少ない見込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 114％ 

茄子 

￥467 ￥480 ＝ ▲ ＝ ￥520（￥515） 

産地概況 

高知産園芸連の入荷。台風などの被害もないため、平年並みの入

荷量を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 109％ 

トマト 

￥443 ￥430 ▲ ＝ ▼ ￥430（￥380） 

産地概況 

愛知・石川各 JA・岐阜個人物の入荷。愛知産は 7～8月の猛暑の

影響から作柄悪く、中旬以降の増量を見込む。石川産出荷ピーク

を過ぎ、中旬より隔日の出荷となり下旬に向け減少。 

総入荷量 200ｔ 前年比 92％ 

ミニトマト

￥894 ￥875 ＝ ▼ ＝ ￥750（￥733） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋他、熊本くまもと市・高知園芸連・石川のとやさ

い、はくい・長野産 JA ながの等の入荷。平年並みの入荷を見込

む。 

総入荷量 65ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥565 ￥660 ▲ ＝ ＝ ￥600（￥561） 

産地概況 

高知県園芸連、鹿児島県 JA 南さつま加世田の入荷。中旬以降増

量を見込む。全国的に夏秋産地の出回り少なく、宮崎県産台風 24

号によりハウス内浸水により少なく、高値維持を見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 94％ 
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豆類 

￥1354 ￥1300 ▲ ＝ ＝ ￥1400（￥1462）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島、キヌサヤは鹿児島・愛知、スナップは

愛知・鹿児島産、砂糖豌豆は愛知・静岡産の入荷。 

総入荷量 10ｔ 前年比 111％ 

馬鈴薯 

￥120 ￥120 ＝ ＝ ＝ ￥120（￥99） 

産地概況 

北海道産の入荷。各産地生育期の 6月から 7月にかけて天候不順

の影響を受けたため、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 

￥359 ￥360 ＝ ▼ ▼ ￥360（￥359） 

産地概況 

北海道・青森産の新物の入荷。北海道産は前年より作柄悪く、前

年を下回る出荷が予想される。青森産はためし掘りをまだ行って

いないが豊作傾向なので、前年を上回る出荷が予想される。 

総入荷量 40ｔ 前年比 105％ 

玉葱 

￥97 ￥95 ＝ ＝ ＝ ￥95（￥79） 

産地概況 

北海道各産地よりの入荷。L大中心の順調な入荷予想であるが、

全体量は平年より若干少ない。相場は上下動なく推移する見込

み。 

総入荷量 600ｔ 前年比 93％ 
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みかん 

￥180 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥238） 

産地概況 

福岡－JA みなみ筑後より北原早生・宮川が入荷、中下旬ピーク。

長崎－JA 長崎西彼から極早生・早生入荷、下旬にむけピーク。 

総入荷量 950ｔ 前年比 110％ 

柿 

￥209 ￥210 ▲ ＝ ＝ ￥210（￥200） 

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入荷。和歌山産

平核無柿は上旬で終了。 

総入荷量 180ｔ 前年比 97％ 

苺 

￥- ￥- ＝ ＝ ＝ ￥1550（￥1600） 

産地概況 

中旬より愛知産あきひめ・べにほっぺの入荷。鹿児島・長崎は下

旬よりの見込み。 

総入荷 25ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥447 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥657） 

産地概況 

静岡産クラウンメロン 6玉 8k～7k 中心の入荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥297 ￥297 △ ＝ ▽ ￥290（￥290） 

産地概況 

長野県産－シナノスイート上旬よりサンふじの入荷。青森県産は

早生ふじ・トキの入荷、後半よりサンふじの入荷。 

総入荷量 250ｔ 前年比 105％ 

ぶどう類 

￥800 ￥800 ＝ ＝ ▲ ￥870（￥870） 

産地概況 

岡山産甲斐路・紫苑・コールマンの入荷。長野産は巨峰中心に上

旬でほぼ終了。 

総入荷量 40ｔ 前年比 95％ 

洋なし 

￥320 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥330） 

産地概況 

山形産ラ・フランスの入荷。18 玉中心に西郷・東郷・さがえ等各

産地からの入荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥146 ￥140 ▼ ▼ ▽ ￥135（￥103） 

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

ら生育不良でハイラント゛商品は入荷減、レギュラー商品は順調

な入荷。前年は供給過多から価格は下落したが、本年は安定した

入荷から前年より高値推移。 

総入荷量 870ｔ 前年比 76％ 

オレンジ 

￥177 ￥180 ▲ ＝ ＝ ￥200（￥211） 

産地概況 

オーストラリア・南アフリカ産の入荷。各産地とも小玉傾向の玉

流れ。各消費国の需要も強く、保合いでの市況推移が見込まれる。

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥150 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥112） 

産地概況 

南アフリカ・フロリダ・オーストラリア・メキシコ産の入荷。南

アフリカを中心として各産地の安定入荷で、保合いでの価格推

移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 91％ 

レモン 

￥245 ￥250 ▲ ＝ ＝ ￥270（￥270） 

産地概況 

前半はチリ産、中旬以降はアメリカ産が中心。産地がチリからア

メリカに移行し、価格は強保合いとなる。 

総入荷量 36ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥162 ￥160 ＝ ▼ ▼ ￥150（￥164） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。降雨量は少ないが大玉を中心として安定し

た生産出荷量となっている。11 月中は市場価格は下落の可能性が

ある。 

総入荷量 33ｔ 前年比 100％ 


