
主要品目産地概況と販売見通し（令和 1 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 

￥114 ￥80 ＝ ▼ ▼ ￥70（￥123） 

産地概況 

長野県産 JA 川上そ菜販売・JA 川上物産を主体に入荷。作付も前

年の 150％以上となっており、潤沢な入荷量となる見通し。 

総入荷量 580ｔ 前年比 103％ 

キャベツ 

￥95 ￥90 ▼ ＝ ▼ ￥75（￥75） 

産地概況 

群馬・長野産主体に下旬頃より茨城・石川産の入荷。前段産地の

後ズレが予想され、潤沢な入荷を見込む。 

総入荷量 570ｔ 前年比 120％ 

ねぎ 

￥400 ￥380 ＝ ＝ ▲ ￥420（￥512） 

産地概況 

埼玉・青森産バラ物、石川・北海道産束物の入荷。バラ物は産地

の稲刈りが終了すれば概ね順調な出荷が見込まれる。 

総入荷量 90ｔ 前年比 105％ 

ほうれん草

￥846 ￥770 ▼ ＝ ＝ ￥740（￥903） 

産地概況 

石川産中心に中京・関東産の入荷。各産地、気温低下と共に安定

した入荷となる見込み。８月お盆明けの高温により、若干出遅れ

が予想される。価格は平年並みを見込む。 

総入荷量 50ｔ 前年比 105％ 

小松菜 

￥514 ￥420 ▼ ＝ ＝ ￥400（￥421） 

産地概況 

石川県産を中心に関東産の入荷。各産地、気温低下と共に順調な

入荷が見込まれる。価格は前年並みを見込む。 

総入荷量 65ｔ 前年比 101％ 

ブロッコリー

￥569 ￥550 ▲ ▲ ▲ ￥580（￥571） 

産地概況 

JA 石狩・石川県内各 JA からの入荷。北海道の天候に大きく左右

される見通し。県内産は概ね順調な出荷見通し。 

総入荷量 150ｔ 前年比 101％ 

レタス 

￥177 ￥180 ＝ ▽ ▽ ￥150（￥135） 

産地概況 

上旬までは JA 洗馬をメインとした長野県産、中旬以降は茨城県

産に入荷見込み。茨城県産は生育良好となっており、安定した入

荷見通し。 
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総入荷量 180ｔ 前年比 103％ 

生椎茸 

￥952 ￥943 ＝ ＝ ▼ ￥923（￥922） 

産地概況 

石川産主体に徳島、長野、富山、岐阜、兵庫産の入荷。各産地徐々

に増えてくる見込み。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 39ｔ 前年比 105％ 

しめじ 

￥538 ￥527 ＝ ▲ ▲ ￥550（￥581） 

産地概況 

長野産主体に石川、長野、新潟産企業物の入荷。秋に入り、需要

期となり入荷は徐々に増える見込み。価格は昨年より安いと予

想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 121％ 

えのき 

￥237 ￥238 ＝ ＝ ▼ ￥235（￥241） 

産地概況 

石川産個人を主力に長野産の入荷。気温低下と共に需要期に入り

入荷増の予想。価格は昨年より若干安いと予想。 

総入荷量 85ｔ 前年比 103％ 

大葉 

￥3,110 ￥3,200 ＝ △ ▼ ￥3,300（￥3,441）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。年末用の植え替えもほぼ終了し、順

調な入荷を見込む。行楽シーズンを迎え業務の引き合い増を見込

む。堅調な相場の展開を予想する。 

総入荷量 3.8ｔ 前年比 103％ 

春菊 

￥1,306 ￥1,200 ▼ ▼ ▼ ￥750（￥895） 

産地概況 

石川産・群馬産・岐阜産の入荷。下旬ごろから愛知産も加わる。

各産地概ね順調な入荷を見込む。 

総入荷量 5ｔ 前年比 106％ 
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大根 

￥84 ￥80 ▲ ▼ ▲ ￥100（￥103） 

産地概況 

石川県産主力の入荷。JA ようてい、JA めぐみのは上旬で終了予

定。打木源助大根は 20 日頃からの入荷を見込む。他に青森・新

潟産の入荷。石川産は順調な生育となっている。ほぼ前年並みの

単価を見込む。 

総入荷量 800ｔ 前年比 119％ 

かぶ 

￥172 ￥160 ＝ ＝ ▲ ￥165（￥171） 

産地概況 

青森産の入荷。産地天候よく、全身出荷が見られる。平年 11 月

上旬の終了となるが、現況 10 月下旬頃の見通し。地物の出荷が

間に合わなければ高値見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 128％ 

人参 

￥107 ￥110 ＝ ▲ △ ￥130（￥207） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。小玉傾向のまま出荷が続けば、早期終了が

危惧される。前年は不作から高単価で推移したが、今年度はほぼ

平年並単価を見込んでいる。 

総入荷量 350ｔ 前年比 121％ 

蓮根 

￥567 ￥530 ▲ ＝ ▼ ￥530（￥505） 

産地概況 

石川中心に茨城・愛知産等の入荷。各産地順調な入荷予定だが、

台風等の影響で作況はよくない。安値であった前年よりやや高い

見込み。 

総入荷量 77ｔ 前年比 94％ 

甘藷 

￥279 ￥260 ▲ ▲ ▼ ￥280（￥262） 

産地概況 

石川産中心に茨城等の入荷。掘り込み次期に入る為、上・中旬と

出荷はやや不安定になる可能性あり。需要期になることと、作柄

もあまりよくなく、高値推移の予想。 

総入荷量 175ｔ 前年比 93％ 

胡瓜 

￥373 ￥290 ＝ ▲ ▲ ￥350（￥416） 

産地概況 

群馬産中心に石川・新潟産。中下旬頃まで福島・山形・宮城・長

野産。中旬より高知産開始。夏場の不安定な天候の影響から露地

作の切りよがり平年より早まる可能性有り。群馬・石川産は安定

した入荷を見込む。 

総入荷量 230ｔ 前年比 107％ 
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南瓜 

￥156 ￥160 ▲ ＝ ＝ ￥170（￥252） 

産地概況 

北海道産中心にニューカレドニア産の入荷。北海道産生育期の天

候から入荷不安定を見込む。ニューカレドニア産は下旬ごろ入荷

見込み。 

総入荷量 98ｔ 前年比 138％ 

茄子 

￥383 ￥400 ▼ ＝ ▲ ￥350（￥474） 

産地概況 

高知・熊本・石川・山形産の入荷。露地産地の山形上旬頃終了の

予定。高知産主力の入荷を見込む。 

総入荷量 110ｔ 前年比 119％ 

トマト 

￥427 ￥450 ▲ ＝ ▽ ￥370（￥444） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市・小松市・松任・完熟トマト出荷組合。岐阜産

JA ひだ、愛知産 JA 豊橋・愛知みなみの入荷。岐阜産上旬にて終

了。石川産下旬より減少。愛知産中旬より安定した入荷を見込む。

総入荷量 260ｔ 前年比 112％ 

ミニトマト

￥860 ￥850 ＝ ▼ ＝ ￥800（￥896） 

産地概況 

石川産は能登やさい出荷協議会・JA はくい、愛知産は JA 豊橋・

あいち海部、長野産は JA 長野、北海道産は JA いしかりからの入

荷。石川・長野・北海道産の入荷は徐々に減少。愛知産の入荷は

徐々に増える。 

総入荷量 55ｔ 前年比 106％ 

ピーマン 

￥544 ￥530 ▼ ＝ ▼ ￥420（￥605） 

産地概況 

北海道産 JA にいかっぷ、長野産 JA ながのの入荷。上旬より高知

県 JA 高知、中旬より鹿児島 JA 南さつま・加世田の入荷開始。下

旬に向け増量ながら北海道・長野産中旬頃にて終了を見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 105％ 

豆類 

￥1,230 ￥1,100 ▲ ＝ ＝ ￥1,150（￥1,389）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島県産の入荷。キヌサヤは北海道・青森県

産の入荷。枝豆は山形県産、千石豆は石川県産の入荷。 

総入荷量 10ｔ 前年比 143％ 
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馬鈴薯 

￥109 ￥1105 ＝ ▲ ＝ ￥110（￥120） 

産地概況 

北海道産の入荷。各産地より男しゃく・メークイン・キタアカリ

の入荷で、順調な入荷見込み。 

総入荷量 290ｔ 前年比 101％ 

長芋 

￥321 ￥320 ▼ ▼ ＝ ￥280（￥356） 

産地概況 

北海道、青森産の入荷。両産地とも徐々に出荷量減少も価格は弱

保合予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 101％ 

玉葱 

￥75 ￥72 ＝ ▲ ＝ ￥75（￥96） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。各産地共に L 大中心の順調な入荷見込

み。 

総入荷量 700ｔ 前年比 107％ 
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みかん 

￥250 ￥230 ― △ ＝ ￥180（￥189） 

産地概況 

長崎－JA 長崎西彼伊木力と小迎からの入荷 10 月 1 日販売からス

タートする。S・M中心の予想。 

福岡－JA 南筑後より入荷。15 日前後くらいから北原早生の入荷

予定。 

総入荷量 770ｔ 前年比 150％ 

梨 

￥320 ￥300 ▼ ▼ ＝ ￥250（￥267） 

産地概況 

石川産あきづき、栃木産新高、新潟産新興の入荷。 

総入荷量 40ｔ 前年比 133％ 

柿 

￥700 ￥400 ▽ ▽ ▽ ￥270（￥264） 

産地概況 

和歌山県 JA 紀の里より刀根早生入荷。2L・L 中心。福岡は西村早

生の入荷。小玉傾向での入荷見込み。 

総入荷 150ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥482 ￥520 ▼ ▼ ▲ ￥500（￥460） 

産地概況 

静岡－9 ㎏～8 ㎏中心ながらも、7 ㎏の小玉の出荷が増加する見

込み。 

北海道－赤肉は出荷量は多くないが、中旬頃までの入荷。青肉は

減少傾向。 

石川アールスは大玉傾向。上旬頃までの入荷。 

総入荷量 80ｔ 前年比 97％ 

りんご 

￥258 ￥270 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥278） 

産地概況 

青森産―早生ふじ、トキの入荷。 

長野産―秋映、シナノスイートの入荷。 

総入荷量 211ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,390 ￥1,020 ＝ ▲ ▲ ￥1,200（￥1,126）

産地概況 

長野産―巨峰は減少傾向。下旬頃から貯蔵物の入荷。シャインは

生育も順調で増量する見込み。 

岡山産―シャイン中心の入荷。 

総入荷量 60ｔ 前年比 90％ 

いちじく 

￥800 ￥770 ＝ ＝ ＝ ￥774（￥770） 

産地概況 

石川産―JA はくい押水より連日入荷。 

愛知産―JA 西三河より連日入荷。 

総入荷量 11ｔ 前年比 100％ 
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０バナナ 

￥159 ￥167 ＝ ＝ ＝ ￥165（￥162） 

産地概況 

フィリピン産で天候不順の影響から徐々に回復し、ローランド系

に加えてハイランド系も入荷量が増える見込み。価格は保合で推

移。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 103％ 

オレンジ 

￥205 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥180（￥166） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種、南アフリカ産バレンシア種の入

荷。オーストラリア産は 72 玉・88 玉サイズ中心。南アフリカ産

は 56 玉・72 玉サイズ中心。前月より弱保合で推移。 

総入荷量 80ｔ 前年比 99％ 

グレープ 

フルーツ 

￥146 ￥140 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥125） 

産地概況 

南アフリカ産ルビー種、ホワイト種の入荷。ルビー種・ホワイト

種ともに 40 玉・45 玉サイズ中心の入荷。前月より弱保合で推移。

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥263 ￥260 ＝ ▼ ▼ ￥240（￥232） 

産地概況 

チリ産の入荷で 140 玉・165 玉サイズの小玉傾向の入荷。前月よ

り弱保合で推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 101％ 

パイン 

アップル 

￥171 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥170） 

産地概況 

フィリピン産スウィーティオは 6・7 玉が回復し、入荷量が増え

る見込み。デルモンテは 10 月も入荷減が続く。価格は保合。 

総入荷量 40ｔ 前年比 114％ 


