
主要品目産地概況と販売見通し（令和 元 年  9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 

￥87 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥123） 

産地概況 

長野産を主体に群馬、北海道産の入荷。上旬は高値となるが、中

旬以降は安定した入荷から前年並の価格を予想。 

総入荷量 300ｔ 前年比 95％ 

キャベツ 

￥96 ￥110 ▼ ＝ ＝ ￥90（￥75） 

産地概況 

群馬産主体に長野産の入荷。上旬は出荷数の増加から価格はやや

下がる見込み。概ね順調な入荷予想。 

総入荷量 470ｔ 前年比 106％ 

ねぎ 

￥347 ￥400 ▲ ＝ ＝ ￥420（￥512） 

産地概況 

青森、北海道、埼玉、石川産の入荷。道産は上旬より数量が安定

する見込み。県内産は稲刈りと害虫の発生から中旬頃までは数は

減少傾向。やや堅調な相場予想。 

総入荷量 80ｔ 前年比 83.7％ 

ほうれん草

￥830 ￥1,000 ▼ ▲ ＝ ￥911（￥903） 

産地概況 

石川県産を中心に、岐阜、関東産の入荷。今後の天候次第だが、

各産地気温低下とともに順調な入荷を見込む。価格は他の野菜の

影響もあるが、概ね平年並を見込む。 

総入荷量 28ｔ 前年比 106％ 

小松菜 

￥315 ￥320 ▼ ▲ ＝ ￥414（￥421） 

産地概況 

石川県産を中心に、関東産の入荷。今後の天候次第だが、各産地

気温低下とともに順調な入荷を見込む。価格は他の野菜の影響も

あるが、概ね平年並を見込む。 

総入荷量 70ｔ 前年比 103％ 

ブロッコリー

￥457 ￥500 ▲ ▲ ▲ ￥560（￥571） 

産地概況 

北海道産を主体に長野産の入荷。安定した入荷の見通しから価格

は前年並を予想。 

総入荷量 85ｔ 前年比 104.9％ 

レタス 

￥110 ￥100 ▼ ▲ ▲ ￥130（￥135） 

産地概況 

長野産を主体に入荷。高冷地、標高冷地ともに出荷がある為、安

定した入荷予想。価格は前年並を予想。 

総入荷量 260ｔ 前年比 100％ 
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B-2 

生椎茸 

￥766 ￥775 ▲ ＝ △ ￥932（￥945） 

産地概況 

石川産主力に長野・徳島・富山・兵庫・岐阜産の入荷。各産地 9

月に入り徐々に荷動き良好になってくるので、入荷も順調な予

想。価格は昨年よりも若干安いと予想。 

総入荷量 30ｔ 前年比 101％ 

しめじ 

￥462 ￥470 ＝ ▲ ▲ ￥500（￥509） 

産地概況 

長野産主力に新潟、石川、長野産、企業物の入荷。順調に入荷す

る見込み。価格は昨年よりも若干安く推移する見込み。 

総入荷量 33ｔ 前年比 122％ 

えのき 

￥219 ￥220 ▲ ▲ ▲ ￥300（￥287） 

産地概況 

長野産は 100g・200g・300g の入荷。石川産は下旬ごろより入荷

の見込み。価格は昨年より高く推移すると予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 108％ 

大葉 

￥4,142 ￥3,200 ▼ △ ▼ ￥3,400（￥3,265）

産地概況 

愛知産主力の入荷。作付面積も若干増えており、天候に左右され

るが順調な入荷を見込む。中旬に連休を控えておりやや相場は強

めの展開を見込むが下旬には落ち着く予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 101％ 

春菊 

￥1,012 ￥1,400 ▼ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,524）

産地概況 

岐阜産中心に群馬産の入荷。暑さも収まり順調な入荷を見込む。

総入荷量 2ｔ 前年比 188％ 

大根 

￥84 ￥90 ▲ ＝ ▲ ￥100（￥116） 

産地概況 

北海道産（ようてい・石狩他）岐阜産（ひるがの）主力に青森産

商系の入荷。月末頃より石川産の入荷を見込む。前年は干ばつか

ら北海道・岐阜産ともに品質低下が散見されたが、現状は品質良

好。安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 500ｔ 前年比 109％ 

かぶ 

￥125 ￥130 ▲ ▲ ＝ ￥200（￥220） 

産地概況 

青森県産主力の入荷。現状生育は順調。前年と較べてやや安値を

見込んでいる。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 
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人参 

￥70 ￥90 ▲ ＝ ＝ ￥100（￥171） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。現状生育遅れ散見され小玉傾向も、9月入

ればある程度解消される見込み。前年の不作時と較べ大幅安の見

込み。平年比ではやや安値推移を見込んでいる。 

総入荷量 350ｔ 前年比 145％ 

蓮根 

￥681 ￥580 ＝ ▲ ▼ ￥580（￥568） 

産地概況 

石川産中心に愛知、下旬より茨城産の入荷予定。各産地 7月 8月

と若干の生育遅れが見られたが、その後は順調。9月は安定した

入荷となる見込みで価格は平年並予想。 

総入荷量 74ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥305 ￥330 ▼ ▼ ＝ ￥280（￥269） 

産地概況 

石川産中心に茨城・千葉等の入荷。8月は作付減、生育不良で近

年にない高値であったが、9月になり関東の産地の出荷が増え、

相場は下げ見込み。石川は生産者減から、出荷量やや減、前年に

比べ高値予想。 

総入荷量 200ｔ 前年比 97％ 

胡瓜 

￥263 ￥400 ＝ ▼ ▼ ￥340（￥426） 

産地概況 

JA ふくしま未来、JA ながの、山形商系、JA 邑楽館林、地物の入

荷。8月中旬まで好天が続き、抑制型の生育は今のところ順調。

高値が続いた昨年より安い見込みで例年並みの入荷、単価となる

予想。 

総入荷量 280ｔ 前年比 112％ 

南瓜 

￥176 ￥140 ＝ ▲ ▲ ￥180（￥283） 

産地概況 

石川産残量と北海道産の入荷。北海道産は道北なよろ中心の入

荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 72ｔ 前年比 138％ 

茄子 

￥383 ￥360 ▲ ＝ ▼ ￥350（￥475） 

産地概況 

石川産 JA 金沢他、山形産 JA さがえ、群馬産 JA 邑楽館林の入荷。

中下旬より高知産 JA 高知の入荷。各産地平年並の出荷を見込む。

価格も平年並の予想。 

総入荷量 110ｔ 前年比 108％ 
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トマト 

￥225 ￥250 △ ＝ ▲ ￥350（￥503） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市、松任、小松、完熟トマト出荷組合、岐阜産 JA

ひだの入荷。昨年は夏秋産地が台風の被害を受け、北海道は冷夏

であったが本年は好天続きで各産地順調な出荷が見込まれ、前

年、平年を下回る価格を見込む。  

総入荷量 300ｔ 前年比 120％ 

ミニトマト

￥479 ￥500 △ ＝ ▲ ￥650（￥915） 

産地概況 

石川産のとやさい、JA はくい、長野・北海道・愛知産の入荷。石

川産は 7・8 月の高温で着果不良がおきた段の入荷のため、徐々

に出荷量は減る見込み。その他の産地も中旬あたりから入荷は減

少する見込みで価格は上向くも平年を下回る見込み。 

総入荷量 68ｔ 前年比 110％ 

ピーマン 

￥389 ￥350 ▲ ＝ ▲ ￥400（￥523） 

産地概況 

JA ながの、JA 新冠の入荷。北海道産は不作であった前年よりは

作柄が良いが、決して天候に恵まれているわけではなく不安定な

入荷。長野産は好天続きで順調な入荷が見込まれ高値で推移した

前年比安、平年並みの価格を見込む。 

総入荷量 48ｔ 前年比 120％ 

豆類 

￥802 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥1,000（￥1,234）

産地概況 

インゲンは長野産、キヌサヤは北海道産、枝豆は山形と岐阜産、

千石豆は石川産の入荷。 

総入荷量 12ｔ 前年比 150％ 

馬鈴薯 

￥153 ￥130 ▼ ＝ ＝ ￥120（￥137） 

産地概況 

北海道産主体の入荷。各産地より男爵、メークインを主力に順調

な入荷が予想される 

総入荷量 250ｔ 前年比 120％ 

長芋 

￥301 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥381） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地とも昨年よりやや多い出荷が続く

見込みで、価格は保合予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 103％ 

玉葱 

￥85 ￥80 ＝ ＝ ＝ ￥80（￥104） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。各産地共に大玉主体に順調な入荷予想。

出荷量は平年並みと見られ、保合維持の予想。 

総入荷量 550ｔ 前年比 102％ 
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B-5 

ハウス 

みかん 

￥750 ￥650 ＝ ▼ ▼ ￥600（￥595） 

産地概況 

愛知蒲郡中心に佐賀産の入荷。ハウスみかんは徐々に減少し、グ

リーンハウスみかんは順調な入荷。 

総入荷量 14ｔ 前年比 102％ 

梨 

￥431 ￥310 ▼ ＝ ▼ ￥243（￥297） 

産地概況 

石川産中心の入荷。上旬は幸水から豊水、中旬以降 20 世紀、南

水、あきづきの入荷。昨年は台風等気象災害で出荷減となったも

のの、今年は平年並みの出荷予想。 

総入荷量 370ｔ 前年比 152％ 

柿 

￥740 ￥740 ＝ ▽ ＝ ￥357（￥358） 

産地概況 

和歌山は中旬頃から JA 紀の里より刀根早生スタート。岐阜は JA

いび川大野から西村早生スタート。奈良は前半までハウスの入荷

で後半から露地に入る。 

総入荷 70ｔ 前年比 119％ 

メロン 

￥454 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥450（￥462） 

産地概況 

静岡産は 8 ㎏～7 ㎏中心の入荷となる見込み。北海道産は青肉・

赤肉メロンの入荷 

総入荷量 86ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥380 ￥380 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥287） 

産地概況 

青森産は JA 西北よりサンつがる黄玉の入荷。その他商人物も始

まる。 

総入荷量 185ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,200 ￥1,150 ＝ ＝ ＝ ￥1,150（￥1,102）

産地概況 

石川産はルビーロマン・G 巨峰・シャイン等大粒系の入荷。山梨

県産はシャインマスカット中心の入荷予定。長野産は種無・種有

巨峰、シャインマスカット中心の入荷。ハウスから露地に切り替

り数量増加となる見込み。岡山産はシャインマスカット中心の入

荷。 

総入荷量 125ｔ 前年比 99％ 

いちじく 

￥800 ￥750 ＝ ＝ ＝ ￥770（￥774） 

産地概況 

愛知産は JA 西三河より連日入荷。石川産は JA はくい押水より連

日入荷。 

総入荷量 16ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥151 ￥155 ▲ ＝ ＝ ￥160（￥155） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。産地の天候不順により、入荷減が続き、ハ

イランド系を中心に入荷が減少。価格は高めで推移する見込み。

総入荷量 700ｔ 前年比 95％ 

オレンジ 

￥211 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥192） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種及び南アフリカ産バレンシア種の

入荷。オーストラリア産 72 玉・88 玉中心。南アフリカ産 56 玉・

72 玉中心。価格は例年並みで推移。 

総入荷量 65ｔ 前年比 110％ 

グレープ 

フルーツ 

￥139 ￥140 ＝ ＝ ＝ ￥140（￥132） 

産地概況 

南アフリカ産ルビー種及びホワイト種の入荷。ルビー種、ホワイ

ト種ともに 40 玉・45 玉中心の入荷。価格は前年並みで推移する

見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 113％ 

レモン 

￥301 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥276） 

産地概況 

チリ産の入荷。140 玉・165 玉中心の小玉傾向。価格は保合で推

移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 105％ 

パイン 

アップル 

￥150 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥170） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で少量入荷が続く見込み。スウィーティオは

9玉中心で、デルモンテと共に大玉が少ない見込み。価格は保合。

総入荷量 65ｔ 前年比 90％ 


