
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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）
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はくさい 

￥147 ￥170 ▼ ▼ ▼ ￥118（￥72） 

産地概況 

長野産を主に上旬までは茨城産も入荷。 

長野県高冷地の冷え込みの影響から、出荷遅れが見込まれる。 

前年よりは高値推移の見通し。 

総入荷量 200t 前年比 156.3％ 

キャベツ 

￥154 ￥140 ▼ ▲ ▽ ￥102（￥90） 

産地概況 

愛知、茨城産主体に石川産の入荷。 

早ければ 6月末には群馬県嬬恋産が開始される。 

価格は平年並みかやや安い予想。 

総入荷量 430ｔ 前年比 119.9％ 

ねぎ 

￥431 ￥410 ＝ ▼ ＝ ￥381（￥381） 

産地概況 

茨城・大分産主体の入荷。 

降雨に影響を受けるものの、概ね順調な出荷見込み。 

平年並みの価格予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 118.5％ 

ほうれん草

￥535 ￥500 ＝ ▲ ＝ ￥600（￥525） 

産地概況 

岐阜(ひだ地区)産を中心に石川、静岡産の入荷。 

石川、静岡産のハウス物については、下旬に向かい出荷量は減少

し、岐阜産の高冷地が中心となる。 

価格は大きな変動はなく、平年並み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 98.0％ 

小松菜 

￥289 ￥270 ＝ ▲ ＝ ￥283（￥270） 

産地概況 

石川産主力の入荷。 

河北潟からの入荷が中心となり、安定した出荷量が見込まれる。

価格は平年並み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 114.7％ 

ブロッコリー

￥368 ￥450 ▼ ▼ ▽ ￥414（￥418） 

産地概況 

石川産を主に長野、北海道産の入荷。 

石川産においてスタート時期が遅れた為、他県産と重複した入荷

見通しから前年より安価を見込む。 

総入荷量 145ｔ 前年比 90.1％ 

レタス 

￥152 ￥120 ＝ ▼ ▼ ￥96（￥82） 

産地概況 

長野産の入荷。高冷地の冷え込みの影響により、入荷量減の見通

し。前年より高値を見込む。 

総入荷量 220ｔ 前年比 78.8％ 
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生椎茸 

￥918 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥804（￥775） 

産地概況 

石川産菌床椎茸を中心に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。兵庫

産は上旬で終了の見込み。他産地は順調な入荷が見込まれる。気

温上昇と共に小玉化かつ、下級品の割合が増加すると思われる。

価格はコロナ禍の中であるが、社会が動き出すと想定し、やや強

いと思われる。 

総入荷量 28ｔ 前年比 101％ 

しめじ 

￥506 ￥475 ▼ ▼ ▼ ￥414（￥413） 

産地概況 

長野産 JA 物(飯鋼、千曲、中野)を中心に、石川、新潟、長野産

の企業物の入荷。順調な入荷を見込む。相場は不需要期に向かう

ため、弱保合いが続くと思われる。コロナ事情の緩和で業務需要

が良くなると一時的な保合も予想される。 

総入荷量 29ｔ 前年比 158％ 

えのき 

￥315 ￥200 ▼ ＝ ＝ ￥214（￥171） 

産地概況 

長野産 JA 全農長野物を中心に石川産の入荷。本来なら上旬、GW

休みの影響により入荷減少の見込みだが、例年にない高値が続い

ていたためと、GW 明け以降の動きの鈍さから順調な入荷が見込

まれる。価格は保合を見込む。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

大葉 

￥2131 ￥2100 ＝ ▼ ＝ ￥2050（￥2280）

産地概況 

愛知産の入荷。新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され、

宿泊施設や飲食店の営業も再開されて業務の引き合いは前月よ

り改善されると予想する。しかしながら先行きの不透明感が強

く、平年よりは低調な相場の推移を予想する。 

総入荷量 4.3ｔ 前年比 91％ 

春菊 

￥640 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥550（￥515） 

産地概況 

群馬、岐阜、石川産の入荷。順調な入荷を見込むが、価格は弱め

の推移を見込む。 

総入荷量 1.6ｔ 前年比 102％ 

大根 

￥108 ￥115 ▼ ▼ ▲ ￥90（￥74） 

産地概況 

千葉産は残量が少なく、早期終了の見込み。青森産を主力に石川

産の入荷を見込む。低温による青森産の生育遅れが懸念される。

安価であった前年より高値を見込むが、平年並みの見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 109％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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-3 

かぶ 

￥136 ￥140 ＝ ＝ ▲ ￥150（￥151） 

産地概況 

青森産の入荷。大根同様、4月の低温から生育遅れが懸念される。

スタートは平年より遅れる見込みも、その後は安定すると見られ

る。単価は前年並みの見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 105％ 

人参 

￥117 ￥125 ▲ ＝ ＝ ￥130（￥94） 

産地概況 

徳島産は前進出荷の為、早期終了見込み。岐阜産主力の入荷。 

後半より和歌山、月末頃より青森産の入荷を見込んでいる。 

安価であった前年より価格は高い見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 107％ 

蓮根 

￥667 ￥700 △ ▼ ▼ ￥1150（￥1132） 

産地概況 

愛知産中心に石川産の入荷。 

愛知産の植え付けは平年より早かったものの、4 月、5 月の低温

で生育は遅れ、平年と変わらないスタートとなる。 

総入荷量 7ｔ 前年比 108％ 

甘藷 

￥308 ￥320 △ ＝ ＝ ￥420（￥411） 

産地概況 

高知産早掘りを中心に、石川、茨城産等の貯蔵物の入荷。 

石川産は上旬で終了。高知産は 4月、5月の低温の影響で平年よ

りやや遅れてのスタート。 

総入荷量 25ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥215 ￥250 ＝ ＝ ▲ ￥260（￥253） 

産地概況 

石川産(JA 金沢市等)福島産(JA ふくしま未来)山形産(商系)中旬

まで高知産(JA 高知県)下旬まで群馬産(JA 邑楽館林)の入荷。越

冬型の切り上りが早い予想で昨年より若干高値での推移を見込

む。 

総入荷量 360ｔ 前年比 98％ 

茄子 

￥363 ￥330 ＝ ▲ ＝ ￥360（￥368） 

産地概況 

石川産(個人物)高知産(JA 高知)群馬産(JA 館林他)の入荷。高知

産中下旬までの入荷。群馬産上中旬より増加傾向に入る。一部茨

城産の入荷。例年並みの入荷を見込むが、天候により数量は左右

される。 

総入荷量 205ｔ 前年比 98％ 
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南瓜 

￥212 ￥240 ▲ ▼ ▼ ￥220（￥216） 

産地概況 

メキシコ産、鹿児島産、長崎産の入荷。鹿児島、長崎産に若干の

遅れが見られる。 

総入荷量 110ｔ 前年比 105％ 

トマト 

￥227 ￥220 ＝ ＝ ＝ ￥220（￥235） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋、ひまわり、愛知みなみ、岐阜個人物、石川県産

JA 小松市、松任、内浦町、完熟トマトの出荷組合緑宝会の入荷。

愛知、石川産共に出荷最盛期を迎える。前月よりコロナウイルス

の影響から底値での販売。下旬に向け九州物の切り上がりから若

干価格浮上が予想される。 

総入荷量 460ｔ   前年比 94％ 

ミニトマト

￥435 ￥350 ＝ ▲ △ ￥400（￥428） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋、ひまわり、あいち海部、熊本産 JA 熊本市、高知

産 JA 高知県の入荷。業務需要も徐々に回復の兆しではあるが、

価格は底値での販売。中旬より石川産のとやさい出荷組合の入

荷。中旬頃より価格浮上を見込むも前年、平年比安を見込む。 

総入荷量 110ｔ 前年比 92％ 

ピーマン 

￥460 ￥320 ▼ ＝ ＝ ￥300（￥304） 

産地概況 

高知県(JA 高知県)長野県(JA 裾花)の入荷。平年並みの単価で推

移する見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 89％ 

豆類 

￥662 ￥850 ＝ ＝ ＝ ￥850（￥867）

産地概況 

インゲンは高知県(JA 高知県)鹿児島(商系)県産の入荷。 

キヌサヤ、スナップは福島県(JA 福島みらい)の入荷。 

千石豆、ピースは石川県産の入荷。 

総入荷量 34ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥194 ￥220 ▼ ＝ ＝ ￥200（￥135） 

産地概況 

長崎産主体に静岡産の入荷。長崎産は L中心の入荷。中旬頃まで

順調な入荷が予想されるが、下旬頃より減少傾向と見られる。な

お、長崎産の作柄は良いとは言えず、前年を下回る可能性がある。

静岡産は出始めとなる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 98％ 
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長芋 

￥315 ￥310 ▼ ＝ ▲ ￥310（￥329） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。両産地とも豊作で太物中心に順調な入

荷を見込む。需要期に入るため、引き合い次第では高値の可能性

もある。 

総入荷量 63ｔ 前年比 111％ 

玉葱 

￥47 ￥53 △ ▲ ▲ ￥65（￥77） 

産地概況 

愛知・兵庫・大阪等府県産の入荷。各産地とも大玉中心に順調な

入荷が見込まれる。給食を含む業務需要の増加の予想から相場の

底支えが予想され、単価浮上の見込み。 

総入荷量 600ｔ 前年比 117％ 
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ぶどう類 

￥1500 ￥1400 ▼ ＝ ＝ ￥1320（￥1349） 

産地概況 

デラウェアは前半、大阪産中心に奈良、島根産の入荷。後半石川

産(高松)の入荷が始まる予定。 

総入荷量 20ｔ 前年比 133％ 

ハウス 

みかん 

￥1600 ￥1100 ▼ ＝ ＝ ￥970（￥935） 

産地概況 

JA 蒲郡及び佐賀からつ中心の入荷。蒲郡は 5kg の入荷で M中心。

佐賀は 5kg とパックの入荷。両産地とも順調な入荷予定。 

総入荷量 32ｔ 前年比 106％ 

メロン 

￥500 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥467） 

産地概況 

アールスメロンは静岡産中心に高知の入荷。両産地とも 6 玉 8kg

中心。茨城産はアンデス、タカミ、クインシー等の順調な入荷。

愛知産はイエローキング、タカミを中心とした入荷。 

総入荷量 120ｔ 前年比 105％ 

西瓜 

￥240 ￥200 △ ＝ ▼ ￥180（￥180） 

産地概況 

JA 金沢市から大玉西瓜が 10～15 日、小玉西瓜が 6～7 日から出

荷を開始する予定。4 月の低温につき少し生育遅れではあるが、

天候次第では昨年並みになる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥550 ￥550 ＝ ＝ ＝ ￥550（￥451） 

産地概況 

ふじは全国的に量が少なく、入荷量は減少。ジョナゴールド、シ

ナノゴールド、王林に関しては順調な入荷。 

総入荷量 66ｔ 前年比 80％ 

桃 

￥2555 ￥1650 ▼ ▼ ▼ ￥900（￥957） 

産地概況 

上旬に山梨産ハウス白鳳の入荷。中旬より露地はなよめの入荷。

長崎産は上旬よりハウス桃の入荷。 

総入荷量 30ｔ 前年比 234％ 

桜桃 

￥4009 ￥3300 ▼ ▼ ▼ ￥1714（￥1815） 

産地概況 

上旬から露地紅さやか、中旬より佐藤錦の入荷見通し。昨年に比

べ、5日前後の遅れとなっており、数量については平年並み。 

総入荷 35ｔ 前年比 141％ 

バナナ 

￥153 ￥160 △ △ △ ￥170（￥149） 

産地概況 

フィリピン産、南米産の入荷。ハイランド系の入荷は減少傾向に

なり、価格は高めに推移。 

総入荷量 1,188ｔ 前年比 99％ 
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オレンジ 

￥224 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥229） 

産地概況 

アメリカ産バレンシア種中心の入荷。中心サイズは 88 玉で小玉

傾向。下旬頃からオーストラリア産の入荷予定。価格は前年並み

で推移。 

総入荷量 73ｔ 前年比 101％ 

グレープ 

フルーツ 

￥168 ￥170 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥160） 

産地概況 

南アフリカ産（ルビー種、ホワイト種)の入荷。中心サイズはルビ

ー種、ホワイト種ともに 40 玉、45 玉サイズ。価格は前年並みで

推移する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 102％ 

レモン 

￥262 ￥260 ＝ ＝ ＝ ￥260（￥284） 

産地概況 

アメリカ産及び下旬頃よりチリ産の入荷。チリ産については 140

玉、165 玉中心の小玉傾向。価格は前年より弱保合の見込み。 

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥158 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥175） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ドール(スウィーティオ)デルモンテ（ゴー

ルデン）中心に他ブランドの入荷。大玉から小玉まで順調な入荷。

価格は保合で推移。 

総入荷量 32ｔ 前年比 103％ 


