
主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 年  6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 

￥74 ￥85 ＝ ＝ ▲ ￥90（￥87） 

産地概況 

長野産主力の入荷。例年より出荷に遅れが見られるが、作柄は順

調である。 

総入荷量 260ｔ 前年比 162％ 

キャベツ 

￥114 ￥100 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥94） 

産地概況 

愛知・茨城産主体に石川・群馬産の入荷。上旬以降、愛知産は減

少。群馬産は加工のみ上旬より入荷予定。月末頃を目途に一般用

が始まる見通し。 

総入荷量 450ｔ 前年比 125％ 

ねぎ 

￥383 ￥350 △ ▼ ＝ ￥380（￥353） 

産地概況 

茨城・大分産夏葱主体の主力の入荷。梅雨時期の出荷量次第では、

大きく単価が動く予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 126％ 

ほうれん草

￥405 ￥450 ▲ ▲ ＝ ￥570（￥536） 

産地概況 

石川・岐阜産中心に関東産の入荷。今のところ、干ばつ傾向であ

るが、生育は順調。暖冬だったため、虫の発生が多く不安定な入

荷。今後の天候にもよるが、高温・長雨の影響を受ければ入荷減

少もある。 

総入荷量 43ｔ 前年比 103％ 

小松菜 

￥165 ￥180 ▲ ▲ ＝ ￥250（￥244） 

産地概況 

石川産中心に関東産の入荷。干ばつ傾向であるが、生育は順調。

今後の天候次第だが、高温又は長雨の影響を受ければ入荷減少

し、価格浮上もある。 

総入荷量 68ｔ 前年比 105％ 

ブロッコリー

￥355 ￥375 ▲ ▲ ▲ ￥450（￥450） 

産地概況 
石川産の入荷。競合産地の出荷出遅れにより、高値推移の見込み。

総入荷量 130ｔ 前年比 100％ 

レタス 

￥128 ￥120 ▼ ▼ ▼ ￥100（￥97） 

産地概況 

長野県産を主体に群馬県産の入荷。準高冷地・高冷地と安定した

出荷を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 102％ 
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B-2 

生椎茸 

￥928 ￥900 ▼ ▼ ▽ ￥683（￥674） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・徳島産の入荷。石川産は順調な

入荷が見込まれる。価格は昨年より若干強いと予想する。 

総入荷量 35ｔ 前年比 103％ 

しめじ 

￥473 ￥465 ＝ ▼ ▼ ￥410（￥365） 

産地概況 

長野産主力に石川産、新潟産は企業物の入荷。各産地順調な入荷

見込み。価格は昨年より若干強いと予想する。 

総入荷量 28ｔ 前年比 112％ 

えのき 

￥220 ￥215 ＝ ▼ ＝ ￥210（￥182） 

産地概況 

石川産個人物・長野産の入荷。各産地減産に入っているものの、

昨年よりは順調な入荷が見込まれる。価格は昨年より若干強いと

予想する。 

総入荷量 38ｔ 前年比 112％ 

大葉 

￥2,463 ￥2,500 ＝ ＝ △ ￥2,700（￥2,415）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。品質・数量ともにとても安定

している状況である。特に大きなイベントはない月であるが、気

温の上昇とともに、香辛野菜の需要も伸びることもあり、下旬よ

り相場やや強めの展開を見込む。 

総入荷量 4ｔ 前年比 106％ 

春菊 

￥672 ￥800 ▽ ▽ ＝ ￥550（￥508） 

産地概況 

群馬産に加え、岐阜・石川産の入荷 

群馬産が減少し、岐阜産中心となる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 111％ 

大根 

￥87 ￥100 ▼ ＝ ▲ ￥100（￥94） 

産地概況 

千葉産は上旬中に早期終了する見込み。青森産主力に石川産他の

入荷を見込む。３・４月の低温干ばつから青森産は作型間の端境

期が発生する恐れがある。前年よりやや高値を見込む。 

総入荷量 380ｔ 前年比 128％ 

かぶ 

￥99 ￥200 ＝ ＝ ▼ ￥190（￥176） 

産地概況 

5 月下旬で新潟産が終了し、青森産の入荷がスタート。束売りか

ら玉売りへシフトし、入荷量は日量 200 ケース前後の予定。中心

階級は３L・２Lの大玉予定である。 

総入荷量 28ｔ 前年比 105％ 
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人参 

￥104 ￥110 ＝ ▲ ▲ ￥130（￥85） 

産地概況 

岐阜産主力の入荷を見込む。月末頃より青森産の入荷を見込む。

前段産地の徳島産の早期終了が見込まれており、単価はほぼ平年

並みに回復する見込み。前年度が記録的安値であった為、前年よ

り大幅高となろう。 

総入荷量 420ｔ 前年比 102％ 

蓮根 

￥639 ￥620 △ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,211）

産地概況 

愛知産ハウス蓮根中心に一部石川産の残量の入荷。愛知産は前年

並みの入荷見込み。 

総入荷量 6ｔ 前年比 103％ 

甘藷 

￥268 ￥300 ＝ ＝ ▼ ￥290（￥275） 

産地概況 

高知産新甘藷と茨城・千葉産等の残量の入荷。関東産地は平年に

比べ、残量がかなり少なく高値推移。高知産も作付減少の影響で、

入荷は少なく高値見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 85％ 

胡瓜 

￥213 ￥210 △ ▲ ＝ ￥260（￥260） 

産地概況 

石川県産は JA 金沢市、松任、内浦町、個人の出荷。福島産は JA

ふくしま未来、群馬産は JA 邑楽館林が中下旬ごろ終了見込み、

高知県産は JA 高知が上旬頃終了見込み。東北産地は順調な入荷、

高知・群馬は例年より早く切り上がる見込み。 

総入荷量 385ｔ 前年比 100％ 

茄子 

￥315 ￥310 ▲ ＝ ▲ ￥350（￥386） 

産地概況 

高知産は JA 高知、群馬産は邑楽館林農協、石川産は個人出荷。

長茄子は熊本産熊本市農協、福岡産南筑後農協、茨城産板倉農協

からの入荷。各地、平年並の入荷を見込む。 

総入荷量 185ｔ 前年比 98％ 
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B-4 

トマト 

￥246 ￥210 ＝ ＝ ▲ ￥220（￥252） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦町、完熟出荷組合・緑宝会。愛知産

JA 豊橋・ひまわり・愛知みなみ・岐阜産個人物の入荷。県内にお

いては、昨年ハウス倒壊により約 15％減少したが、本年復旧・天

候にも恵まれ、昨年比増、価格安を見込む。 

総入荷量 490ｔ   前年比 106％ 

ミニトマト

￥468 ￥445 ＝ ▲ ＝ ￥520（￥471） 

産地概況 

愛知産は JA 豊橋、東三河、東三河倉庫、西三河倉庫、ひまわり、

渥美、愛知海部の入荷。熊本産熊本市農協、石川産のとやさい出

荷協議会、長野産 JA ながのの入荷。中旬より石川産、下旬より

長野産の入荷を見込む。 

総入荷量 115ｔ 前年比 103％ 

ピーマン 

￥251 ￥280 ▲ ▲ ▲ ￥330（￥294） 

産地概況 

高知県 JA 高知県の入荷。九州物の切り上がり早く、価格は例年

比高を見込む。中旬より高知県夏秋物の入荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 91％ 

豆類 

￥717 ￥900 ▼ ＝ ＝ ￥820（￥805）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島・石川産の入荷。キヌサヤとスナップは

福島・青森産、枝豆は岐阜産、そら豆は青森産の入荷。他にピー

ス、千石豆は石川産の入荷。 

総入荷量 38ｔ 前年比 106％ 

馬鈴薯 

￥125 ￥110 ＝ ＝ ＝ ￥110（￥75） 

産地概況 

長崎産主体に静岡産の入荷。長崎産は生育良好で順調な入荷が見

込まれる。静岡産は男爵の入荷。 

総入荷量 365ｔ 前年比 100％ 

長芋 

￥332 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥288） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。両産地共に太物中心に順調な入荷が見

込まれる。 

総入荷量 76ｔ 前年比 100％ 

玉葱 

￥89 ￥85 ＝ ＝ ▲ ￥88（￥85） 

産地概況 

愛知・兵庫産主力に各府県産の入荷。大玉中心に順調な入荷予想。

相場の上下があまり無く、平坦な単価推移と見られる。 

総入荷量 550ｔ 前年比 100％ 
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B-5 

デコポン 

￥415 ▲ ＝   ￥500（￥450） 

産地概況 

熊本産貯蔵品の入荷。20 玉中心で少なめの入荷予想。上旬で終

了。 

総入荷量 8ｔ 前年比 70％ 

ハウス 

みかん 

￥1,500 ￥1,200 ＝ ▼ ▼ ￥1,000（￥923） 

産地概況 
愛知-JA 蒲郡中心に佐賀からの入荷。徐々に増量予定。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

メロン 

￥622 ￥540 ▼ ▼ ▼ ￥450（￥436） 

産地概況 

静岡産は 9kg 中心で大玉傾向の入荷。愛知産は露地に切り替り、

上旬までは潤沢な入荷を見込む。茨城産は玉肥大も、順調で青肉・

赤肉共に大玉傾向の入荷を見込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 101％ 

西瓜 

￥220 ￥180 ▼ ▲ ＝ ￥180（￥180） 

産地概況 

石川産は 6 月 10 日前後から大玉西瓜が始まり、6 月 6 日前後に

は小玉西瓜も始まる。 

総入荷量 225ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥280 ￥350 △ ＝ ＝ ￥400（￥400） 

産地概況 
青森産のふじ・ジョナゴールドを中心とした入荷。 

総入荷量 105ｔ 前年比 100％ 

桃 

￥3,106 ￥2,500 ▼ ▽ ▼ ￥771（￥755） 

産地概況 

山梨産主力の入荷。中旬より露地（はなよめ）の入荷スタート。

昨年にくらべ 5日前後の遅れの予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 95％ 

桜桃 

￥4,930 ￥4,500 ▼ ▽ ▼ ￥1,400（￥1,464）

産地概況 

山形産主力の入荷。上旬無加温、中旬より露地、佐藤錦中心の入

荷。昨年に比べ、5～7日遅れの予想。 

総入荷 45ｔ 前年比 111％ 
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バナナ 

￥139 ￥140 ＝ ▲ ▲ ￥145（￥136） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は干ばつの為生

育不良で入荷減。入荷量減少の為、前年よりやや高値推移。 

総入荷量 1,100ｔ 前年比 92％ 

オレンジ 

￥247 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥268） 

産地概況 

アメリカ産及びオーストラリア産の入荷。アメリカ産ネーブル種

のレギュラー品及び高糖度品のバレンシア種の入荷。各種 72 玉、

88 玉サイズの中玉傾向。オーストラリア産は前月並みで価格推

移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 112％ 

グレープ 

フルーツ 

￥203 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥155） 

産地概況 

アメリカ産（フロリダ・カリフォルニア）及び南アフリカ産の入

荷。アメリカ産は終盤となり、上旬で終了予定。南アフリカ産は

上旬より入荷予定。玉流れは 45 玉中心に 50 玉・55 玉と例年より

小玉傾向。価格は前年並に推移。 

総入荷量 65ｔ 前年比 112％ 

レモン 

￥293 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥306） 

産地概況 

アメリカ産及びチリ産の入荷。アメリカ産は出荷終盤となり今月

で終了予定。115 玉中心に 95 玉サイズの大玉傾向。チリ産は上中

旬からスタート。140 玉・165 玉中心に小玉傾向。価格は前年並

の推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

パイン 

アップル 

￥186 ￥190 ▲ ▲ ＝ ￥195（￥186） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で産地の天候不良により、スウィーティオ・

デルモンテともにさらに出荷量が少なくなる見込み。6・7玉を中

心に入荷量が大幅減。価格はやや高めに推移。 

総入荷量 35ｔ 前年比 85％ 


