
主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 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 

￥69 ￥80 ＝ ＝ ＝ ￥80（￥79） 

産地概況 

長野産を主体に群馬県産の入荷。安定した入荷見込みから、昨年

並みの価格を見込む。 

総入荷量 140ｔ 前年比 101％ 

キャベツ 

￥91 ￥100 ▲ ▼ ▼ ￥90（￥97） 

産地概況 

群馬県産主体に長野、上旬までは石川、茨城産の入荷。出荷量が

まとまるのは中旬以降の予想。相場は平年よりやや強い見込み。

総入荷量 420ｔ 前年比 115.2％ 

ねぎ 

￥398 ￥380 ▲ ▼ ▼ ￥370（￥356） 

産地概況 

茨城産主体に埼玉、石川産の入荷。上中旬までは大分産の入荷。

中旬以降で石川産の増加が見込まれる。概ね順調な入荷予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 107.9％ 

ほうれん草

￥480 ￥600 ＝ ▲ ＝ ￥808（￥765） 

産地概況 

石川県産を中心に、岐阜・静岡産の入荷。今後の天候次第だが、

岐阜飛騨産は、低温により生育遅延。静岡産は「山ほうれん草」

に変わる。石川産は、ミニトマトの減産分微増の見込み。価格は

強保合いを見込む。 

総入荷量 26ｔ 前年比 122％ 

小松菜 

￥245 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥325（￥321） 

産地概況 

石川県産中心の入荷。主力の河北潟産は、枝豆に移行したため入

荷減少。価格は保合いを見込む。 

総入荷量 63ｔ 前年比 105％ 

ブロッコリー

￥420 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥500（￥495） 

産地概況 

北海道産を主体に石川県産の入荷 7 月上旬は潤沢な入荷予想だ

が、中旬以降は不安定な入荷を見込む。 

総入荷量 130ｔ 前年比 114％ 

レタス 

￥82 ￥95 ▲ ▲ ▲ ￥110（￥108） 

産地概況 

長野県産を主体に群馬県産の入荷。準高冷地の減少に伴い、価格

は上昇の見込み。 

総入荷量 250ｔ 前年比 99％ 
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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 

生椎茸 

￥800 ￥780 ▼ ＝ ▼ ￥748（￥747） 

産地概況 

石川県産主力に富山・長野・徳島産の入荷。各産地順調な入荷が

見込まれる。価格は昨年よりは若干強いと予想。 

総入荷量 25ｔ 前年比 108.6％ 

しめじ 

￥416 ￥415 ▼ ＝ ▼ ￥350（￥357） 

産地概況 

石川産ミスズライフ、長野各 JA を主力に企業物の入荷。減産期

に入っており、若干少ないが、昨年より 

総入荷量 30ｔ 前年比 111％ 

えのき 

￥174 ￥170 ▲ ▲ ▲ ￥210（￥207） 

産地概況 

長野産の入荷。減産期に入っており、若干減少傾向ではあるが、

産地と連絡し、昨年以上の数量確保に努める。価格は若干強いと

予想。 

総入荷量 33ｔ 前年比 113.8％ 

大葉 

￥2,177 ￥2,300 ＝ △ ▼ ￥3,515（￥3,300）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。昨付面積は拡大傾向である。

この為、天候に乱れがなければ、やや多めの入荷量を見込む。通

常品の入荷と機械選別物（商品名：オーバル）が入荷する。 

総入荷量 4.5ｔ 前年比 106％ 

春菊 

￥511 ￥615 ＝ ▲ ▲ ￥650（￥733） 

産地概況 

岐阜産中心に茨城、長野産の入荷。岐阜産は 100ｇ、80ｇの入荷。

茨城は 150ｇ中心の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 1.5ｔ 前年比 150％ 

南瓜 

￥214 ￥214 ▼ ＝ ▼ ￥200（￥206） 

産地概況 

鹿児島、長崎産に石川産の入荷。メキシコ産は終了。石川産は生

産期。天候から若干の遅れが見えるが、概ね順調な入荷を見込む。

総入荷量 160ｔ 前年比 122％ 

大根 

￥80 ￥80 ＝ ▼ ▼ ￥140（￥171） 

産地概況 

岐阜・青森・北海道産の入荷。青森産は人参の作業に入る為減少。

ただし、岐阜・北海道ともに増量を見込んでいる為、単価は平年

並みからやや高価見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 160％ 

かぶ 

￥148 ￥150 ▲    

産地概況 

青森産の入荷。梅雨もあけ、数量が安定し、中旬から下旬にかけ

て増える見込み。単価は弱保合見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 166％ 
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人参 

￥91 ￥100 ▲ ＝ ▲ ￥130（￥150） 

産地概況 

和歌山・青森産主力の入荷。和歌山は前半で終了。北海道産（JA

音更町）は早ければ月末頃からの入荷を見込む。高値推移した前

年より安価となる見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 122％ 

蓮根 

￥1,148 ￥1000 ▼ ▼ ▼ ￥900（￥897） 

産地概況 
愛知産中心の入荷。前年並みの入荷見込み。 

総入荷量 7.5ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥421 ￥380 ▼ ▼ ▼ ￥300（￥244） 

産地概況 

高知産及び静岡産中心の入荷。高知産は上旬で終了見込み。静岡

産は面積は微減だが、作況悪く、前年比 8割ほどの見込み。他の

新物の産地も同様で高値で推移する見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥240 ￥280 ▲ ▲ ▽ ￥300（￥377） 

産地概況 

福島産（JA ふくしま未来）、山形産（商系）、石川産（JA 金沢市

は上旬にて終了）長野産（JA ながの中旬より入荷）昨年は異常気

象から非常に高値での推移となった。今年も天候次第ではあるも

のの、概ね平年並みの販売を見込む。 

総入荷量 235ｔ 前年比 108％ 

茄子 

￥342 ￥380 ▼ ＝ ▼ ￥330（￥390） 

産地概況 

石川産 JA 金沢崎浦他、群馬産 JA 新田みどり、山形産 JA 寒河江、

長茄子は茨城産 JA 邑楽館林、石川産志賀農協他、より入荷。石

川産上旬より共撰開始。山形産は中旬より出荷。 

総入荷量 160ｔ 前年比 105％ 

トマト 

￥230 ￥240 ＝ ▲ ＝ ￥250（￥276） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦町・完熟トマト出荷組合・緑宝会、

愛知産 JA 豊橋・愛知みなみに加え中旬より岐阜産 JA ひだの入

荷。石川・愛知産上旬こそ多いが、中旬より終盤に向け減少。岐

阜夏秋トマトは増量を見込む。 

総入荷量 350ｔ   前年比 107％ 
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ミニトマト

￥418 ￥420 ▲ △ ▼ ￥570（￥629） 

産地概況 

愛知産は JA 豊橋、JA ひまわり、西三河、東三河、東三河、会津、

JA あいち海部からの入荷。熊本市農協からも入荷。 

石川産はのとやさい出荷協議会、JA はくいからの入荷。 

JA ながのは中旬より、石狩農協は下旬より入荷見込み。 

総入荷量 85ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥273 ￥350 △ ＝ ▼ ￥420（￥516） 

産地概況 

高知産は JA 高知県、北海道産は JA にいかっぷ、長野産は JA な

がのより入荷。上旬は品薄ながら、中旬以降潤沢な入荷を見込む。

総入荷量 50ｔ 前年比 109％ 

豆類 

￥883 ￥950 ▼ ＝ ＝ ￥900（￥949）

産地概況 

インゲンは石川（JA のとやさい）、高知県産（JA 高知）の入荷。

高知県産は上旬で終了見込み。きぬさやは青森（JA つがるにしき

た）、北海道産（JA 石狩・JA 帯広大正）の入荷。北海道産は 10 日

頃からのスタート。枝豆は岐阜（JA ぎふ）、群馬（高原）、山形県

産（JA 鶴岡）の入荷。JA 鶴岡のだだちゃ豆は地震の影響はなく、

月末頃からの入荷見通し。千石豆は石川県産の入荷。JA 小松市と

個人物の入荷。JA 金沢市は中旬頃から入荷。 

総入荷量 25ｔ 前年比 109％ 

馬鈴薯 

￥129 ￥140 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥70） 

産地概況 

長崎、静岡、石川、青森県産の入荷。長崎産は前進出荷から上旬

頃で終了の見込み。石川産は中旬頃より能登地区から入荷。青森

産はメークインの入荷となる。静岡産は上旬から中旬まで入荷見

込み。 

総入荷量 170ｔ 前年比 100％ 

長芋 

￥324 ￥320 ＝ ▲ ＝ ￥340（￥309） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。青森産は他野菜の出荷ピークに伴い、

出荷量減。北海道産は凍害物の集中出荷も終わり、太物中心に順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 100％ 

玉葱 

￥77 ￥75 ＝ ＝ △ ￥80（￥93） 

産地概況 

兵庫・富山産主力に各府県産の入荷。各産地共 L中心の順調な入

荷が見込まれる。中旬以降は、全国的な引き合いも強まり、徐々

に相場浮上の予想。 

総入荷量 480ｔ 前年比 103％ 
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ハウス 

みかん 

￥950 ￥900 ＝ ▼ ▼ ￥800（￥786） 

産地概況 

愛知蒲郡中心に佐賀からつからの入荷。徐々に増加し、順調な入

荷予定。 

総入荷量 65ｔ 前年比 103％ 

メロン 

￥474 ￥450 ▲ ▲ ＝ ￥510（￥507） 

産地概況 

静岡産は上旬までは、8 ㎏～9 ㎏中心の大玉傾向で、中元需要も

あり、引合強くなる見込み。茨城産は上旬で終了。 

総入荷量 130ｔ 前年比 102％ 

西瓜 

￥190 ￥170 ▲ ＝ ▼ ￥180（￥171） 

産地概況 

JA 金沢市より露地ものの入荷。徐々に増加し順調な入荷。中心階

級は 2L・3L の見込み。 

総入荷量 787ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥395 ￥390 ▲ ▲ ▲ ￥400（￥440） 

産地概況 

青森県産有無ふじ・ジョナゴールドの入荷。今月いっぱいでふじ・

ジョナゴールド共に出荷終了。 

総入荷量 105ｔ 前年比 100％ 

桃 

￥996 ¥ 900 ▼ ＝ ＝ ￥791（￥682） 

産地概況 

山梨産は昨年の台風・春先以降の凍霜害、雹の被害により、昨年

に比べ 3～4割減の予想。 

総入荷量 120ｔ 前年比 94％ 

桜桃 

￥1,871 ￥1,800 ▼ ＝  ￥1,714（￥1,438）

産地概況 

山形産中心の入荷。昨年に比べ、7 日遅れの出荷となり、昨年に

比べ数量増の予想となっているが、天候の影響により下方修正も

あり。 

総入荷 7ｔ 前年比 143％ 
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バナナ 

￥144 ￥140 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥143） 

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影響

から生産量減少。入荷量は昨年月より若干減少。価格は前年並み

にて推移。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 94％ 

オレンジ 

￥249 ￥250 ＝ ＝ ＝ ￥250（￥243） 

産地概況 

アメリカ産及びオーストラリア産の入荷。アメリカ産バレンシア

種が中旬まで入荷。オーストラリア産ネーブル種は中旬頃より入

荷予定。価格は前年並みの推移。 

総入荷量 65ｔ 前年比 102％ 

グレープ 

フルーツ 

￥176 ￥170 ＝ ▼ ▼ ￥150（￥145） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。ルビー種・ホワイト種共に順調な入荷。ル

ビー種・ホワイト種ともに、45 玉・50 玉サイズ中心の入荷。価

格は前年並みに推移。 

総入荷量 80ｔ 前年比 101％ 

レモン 

￥282 ￥280 ＝ ▲ ＝ ￥290（￥293） 

産地概況 

アメリカ産及びチリ産の入荷。アメリカ産は上旬にて終了。チリ

産上旬より入荷予定。140 玉・165 玉の小玉サイズ中心。前年並

みの価格推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

パイン 

アップル 

￥176 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥172） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。スウィーティオ・デルモンテともに入荷量

が徐々に増加する見込み。価格はほぼ変動なし。 

総入荷量 45ｔ 前年比 107％ 


