
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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 

￥99 ￥90 △ ＝ ▼ ￥109（￥77） 

産地概況 

長野産の入荷。7月上旬は出荷調整が続き、高値推移となるが中

旬以降は出荷量、価格ともに落ち着く見込み。 

総入荷量 175ｔ 前年比 168.7％ 

キャベツ 

￥111 ￥110 ▼ ▽ ＝ ￥82（￥66） 

産地概況 

群馬、長野産主体に茨城、石川産の入荷。安定した出荷が見込ま

れ価格は落ち着く予想。 

総入荷量 450ｔ 前年比 114.3％ 

ねぎ 

￥391 ￥430 ▽ ＝ ▲ ￥340（￥362） 

産地概況 

茨城産主体に上、中旬まで大分産、上旬以降より石川産の入荷も

増加する。降雨による病気の多発等が懸念されるが、概ね順調な

入荷を見込む。 

総入荷量 90ｔ 前年比 127.4％ 

ほうれん草

￥553 ￥650 ▼ ▲ ＝ ￥667（￥542） 

産地概況 

石川産を中心に岐阜及び長野産の入荷。梅雨時期に入り、天候に

より入荷量がやや不安定で、中旬に向かい価格は浮上する。梅雨

明け後は高冷地が主力となる。 

総入荷量 30ｔ 前年比 94.1％ 

小松菜 

￥244 ￥330 ▼ ▲ ＝ ￥300（￥295） 

産地概況 

石川産中心の入荷。梅雨入りから梅雨明けまでの期間で入荷量が

やや不安定となり、中旬ごろから価格は浮上する見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 106.6％ 

ブロッコリー

￥485 ￥460 ＝ ＝ ▲ ￥462（￥435） 

産地概況 

北海道産を主に石川産の入荷。石川産は中旬ごろ終了見込み。価

格は堅調な見込み。 

総入荷量 130ｔ 前年比 106.2％ 

レタス 

￥89 ￥60 ▲ ▲ ▲ ￥96（￥77） 

産地概況 

長野産の入荷。7月上旬は出荷調整もあり、安価な見通し。中旬

以降は品種の切り替わりもあることから価格は上昇の見込み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 85.2％ 
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△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-2 

生椎茸 

￥861 ￥840 ＝ ▼ ▼ ￥750（￥746） 

産地概況 

石川産を中心に長野、富山、徳島産の入荷。各産地、気温上昇と

ともに下級品の割合が増え小玉傾向となる見込み。よって価格は

前月より下げを見込む。 

総入荷量 26ｔ 前年比 106％ 

しめじ 

￥419 ￥410 ▲ ▲ ＝ ￥444（￥458） 

産地概況 

長野産 JA 物(飯綱、千曲、中野市他)を中心に、雪国、ホクト、

ミスズライフ等企業物の入荷。長野産は減産の時期のため不需要

期ではあるが、相場は強保合い又は保合いで推移する見込み。企

業物は高値であるものの荷動きの悪さからスポットでの販売が

中心となる。数量は安定した出荷を予想。 

総入荷量 27.0ｔ 前年比 160％ 

えのき 

￥198 ￥200 ＝ ▲ ▲ ￥241（￥199） 

産地概況 

長野産の入荷。石川産は 6月で終了。減産期に入り、徐々に入荷

減少。価格は中旬より上げを見込む。 

総入荷量 29ｔ 前年比 117％ 

大葉 

￥2,593 ￥2,800 ＝ △ ▲ ￥3,200（￥2,686）

産地概況 

愛知豊橋温室からの入荷。新型コロナウイルスの影響で前月半ば

まで大幅に需要減だったことで減産調整中であり平年よりやや

少なめの出回りを見込む。需要期に入ることから中旬以降の生産

量は平年並みに回復する見込み。 

総入荷量 4.7ｔ 前年比 91.1％ 

春菊 

￥636 ￥650 ▼ ＝ ＝ ￥740（￥746） 

産地概況 

岐阜産中心に群馬産残量の入荷。岐阜産播種期の低温から出荷不

安定。 

総入荷量 1.1ｔ 前年比 75％ 

南瓜 

￥260 ￥240 ▼ ▼ ▼ ￥205（￥193） 

産地概況 

長崎、鹿児島産に石川、メキシコ産の入荷。降雨の影響から九州

産地の入荷は不安定。石川産の生育は順調な見込み。 

総入荷量 145ｔ 前年比 107％ 

大根 

￥107 ￥100 ＝ ▲ ▼ ￥100（￥67） 

産地概況 

岐阜・北海道・青森産の入荷。順調な入荷を見込み、安価であっ

た前年より高値を見込む。 

総入荷量 360ｔ 前年比 95％ 
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B-3 

かぶ 

￥180 ￥180 ▼ ▲ ▼ ￥150（￥149） 

産地概況 

青森産の入荷。天候に左右されやすい商材のため、天候によって

は不安定な入荷となる恐れあり。現状、生育はやや遅れ気味。 

総入荷量 40ｔ 前年比 145％ 

人参 

￥145 ￥250 ▼ ▼ ＝ ￥180（￥105） 

産地概況 

青森産主力の入荷。ここ数年、この時期の人参は安価であったこ

とから産地の面積は減少している。 

端境期の発生から前年より大幅に高値となる予想。 

総入荷量 330ｔ 前年比 133％ 

蓮根 

￥1,591 ￥1,000 ▼ ▼ ▼ ￥800（￥933） 

産地概況 

愛知産中心の入荷。下旬より石川産の入荷予定。石川産は本年度

より一部トンネル栽培をしており、平年より早い入荷となる見込

み。 

総入荷量 8ｔ 前年比 136％ 

甘藷 

￥476 ￥400 ▼ ▼ ▼ ￥260（￥284） 

産地概況 

高知、宮崎産に加え、上旬より静岡産の入荷。静岡産の作付面積

は前年と同じだが不作であった前年より若干の入荷増を見込む。

総入荷量 55ｔ 前年比 112％ 

胡瓜 

￥245 ￥320 △ ▲ ▽ ￥350（￥345） 

産地概況 

福島産（JA ふくしま未来）、山形産（商系）、長野産（JA 裾花・商

系）、石川産（個人出荷）の入荷。上旬までは石川産（JA 金沢市

他）、群馬産（JA 邑楽館林）の残量あり。不安定な天候が続き、

上中旬は堅調に推移。露地作のピークとなる下旬以降は大幅な下

げ予想。 

総入荷量 200ｔ 前年比 101％ 

茄子 

￥324 ￥470 ＝ ▼ ＝ ￥450（￥445） 

産地概況 

石川、群馬、山形産の入荷。6月中の曇天の影響により、上旬ま

では少ない入荷の見込み。石川産 JA 金沢市が上旬より出荷開始。

山形産は中旬より増加の予想。相対的に堅調な価格の見通し。 

総入荷量 103ｔ 前年比 98％ 
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B-4 

トマト 

￥216 ￥270 ＝ ＝ ▲ ￥280（￥267） 

産地概況 

石川産 JA 小松、松任、内浦町、完熟トマト出荷組合緑宝会、愛

知産 JA 豊橋、ひまわり、愛知みなみの入荷。上旬は石川産が出

荷ピークも中旬より減少。愛知産終盤につき中旬より減少、下旬

で終了。今後の天候次第ではあるが、中旬より岐阜産 JA ひだが

入荷予定。下旬は品薄から高値に転じる見通し。 

総入荷量 320ｔ   前年比 99％ 

ミニトマト

￥405 ￥480 ＝ ＝ ▲ ￥550（￥525） 

産地概況 

石川産能登やさい、JA はくい、愛知産 JA 豊橋、あいち海部、西

三河、群馬産の入荷。中旬より北海道、長野産の入荷予定。愛知

産終盤につき入荷減の見込み。下旬に向け品薄のため高値を見込

む。 

総入荷量 85ｔ 前年比 100％ 

ピーマン 

￥376 ￥480 ▲ ＝ ▼ ￥480（￥448） 

産地概況 

北海道、長野、高知産の入荷。長野産は中旬頃からのスタート予

定。 

総入荷量 46ｔ 前年比 100％ 

豆類 

￥881 ￥800 ▼ ＝ ＝ ￥820（￥842）

産地概況 

いんげんは長野、石川、高知産の入荷。キヌサヤ、スナップは北

海道産、枝豆は岐阜、群馬産の入荷。千石豆は JA 小松の入荷で

出荷後期。中旬から JA 金沢の入荷を予定。そら豆は青森産の入

荷で終盤につきごく少量の入荷。第 1週で終了予定。 

総入荷量 33ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥265 ￥330 ＝ ▼ ＝ ￥250（￥205） 

産地概況 

長崎、静岡、茨城、千葉、石川、青森、北海道産の入荷。長崎産

は平年より早く上旬で終了の見込み。静岡産は男爵で数量は現状

のまま入荷。関東産地は不作傾向のため多くはない見込み。石川

産は能登地区主体の入荷で、中旬頃の入荷見込み。青森、北海道

産は下旬より入荷予定。全体では前年を下回る入荷が予想され、

単価高の見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 80％ 
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B-5 

長芋 

￥296 ￥290 ＝ ＝ ＝ ￥290（￥325） 

産地概況 

北海道、青森産の入荷。両産地とも太物中心に順調な出荷が続く。

特に北海道産の出荷量が平年より多く、需要期に入るが価格は変

動少なく保合予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 112％ 

玉葱 

￥86 ￥100 ＝ ▲ ＝ ￥102（￥82） 

産地概況 

兵庫産主体の府県産の入荷。各産地とも Lサイズ中心の出荷見込

みで、大玉及び小玉の比率は平年に比べ低い。やや前進出荷気味

で出回り量は多くないと見られる。相場は平年に比べ強めでの推

移を予想。 

総入荷量 400ｔ 前年比 103％ 
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B-6 

ハウス 

みかん 

￥950 ￥950 ＝ ▼ ▼ ￥900（￥860） 

産地概況 

愛知蒲郡中心に佐賀産他の入荷。佐賀産は不安定な入荷だが、主

力の蒲郡は順調な入荷を予定している。M、L中心となる。 

総入荷量 60ｔ 前年比 115％ 

メロン 

￥500 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥500） 

産地概況 

アールスは静岡産を中心に石川、高知産の入荷。上旬はギフト需

要等あり強市況だが、中旬以降は落ち着く。石川アールスは順調

な入荷予定。 

愛知産はタカミ中心の入荷。3L 中心。 

山形産アンデス、クインシーの入荷。2L 中心。 

総入荷量 110ｔ 前年比 108％ 

西瓜 

￥220 ￥200 ▲ ＝ ▼ ￥200（￥146） 

産地概況 

石川産の露地作柄が 7月 9日頃から開始。数量が増加し、7月 20

日頃には減少する。 

総入荷量 700ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥550 ￥570 △ △ △ ￥570（￥400） 

産地概況 

青森産中心の入荷。全国的に終盤となり、数量減のため単価高の

予想。 

総入荷量 55ｔ 前年比 95％ 

桃 

￥1131 ¥ 880 ▼ ▼ ＝ ￥762（￥745） 

産地概況 

山梨産の入荷。下旬より新潟、石川産の入荷見通し。 

総入荷量 105ｔ 前年比 142％ 

桜桃 

￥1,756 ￥1,500 ＝ ▼  ￥1,500（￥1,855）

産地概況 

山形産佐藤錦、紅秀峰の入荷。中旬より北海道産紅秀峰の入荷予

定。 

総入荷 8ｔ 前年比 133％ 
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B-7 

バナナ 

￥150 ￥155 ▲ ▲ ▲ ￥165（￥170） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ハイランド系の入荷はやや減少する見込

み。価格は高めに推移。 

総入荷量 1,076ｔ 前年比 100％ 

オレンジ 

￥239 ￥240 ＝ ＝ ＝ ￥240（￥228） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種、アメリカ産バレンシア種の入荷。

オーストラリア産ネーブル種は 72 玉、88 玉サイズ中心。中旬以

降増量。アメリカ産バレンシア種は上旬で終了。価格は前年並み

で推移。 

総入荷量 75ｔ 前年比 103％ 

グレープ 

フルーツ 

￥191 ￥190 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥140） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。ルビー種・ホワイト種共に 40 玉及び 45 玉

サイズ中心の入荷。価格は弱保合で推移。 

総入荷量 78ｔ 前年比 101％ 

レモン 

￥286 ￥290 ▲ ＝ ＝ ￥300（￥293） 

産地概況 

チリ産の入荷。上旬までは入荷が少なく、中旬以降増量。価格は

前年並みで推移。 

総入荷量 53ｔ 前年比 104％ 

パイン 

アップル 

￥156 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥176） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。大玉から小玉サイズまで順調な入荷見込

み。価格は保合で推移。 

総入荷量 29ｔ 前年比 104％ 


