
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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 ▼ ▼ ▼ ￥131（￥106） 

産地概況 

長野県産主体に入荷。長雨による生育不良から、出荷量は減少傾

向となる。 

総入荷量 145ｔ 前年比 143.6％ 

キャベツ 

￥76 ￥100 ▲ ＝ ＝ ￥111（￥97） 

産地概況 

群馬産中心に長野産の入荷。長雨、曇天による影響を受け、野菜

類の単価は高い。強保合での推移が見込まれる。 

総入荷量 450ｔ 前年比 94.3％ 

ねぎ 

￥607 ￥600 ▼ ＝ ▽ ￥404（￥349） 

産地概況 

石川、茨城、埼玉産の入荷。地物の割合が増加するが、病気等の

発生も多くなる予想。上中旬は不安定な入荷だが、下旬より北海

道、東北物の入荷が始まれば単価は下がっていく見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 107.8％ 

ほうれん草

￥695 ￥940 ＝ △ ▼ ￥935（￥883） 

産地概況 

岐阜産を中心に石川、長野産の入荷。梅雨期の長雨と日照不足の

影響で各地とも少ない出荷量となり、平成 30 年と同様の見通し。

価格は高単価推移と思われる。 

総入荷量 20ｔ 前年比 87.0％ 

小松菜 

￥409 ￥550 ＝ ▼ ▼ ￥440（￥340） 

産地概況 

石川産中心の入荷。ほうれん草と同様の状況ではあるものの、8

月中旬ごろからは回復し増量する見込み。価格は昨年よりも高い

予想。 

総入荷量 26ｔ 前年比 62.2％ 

ブロッコリー

￥411 ￥500 ▲ ＝ ▽ ￥494（￥490） 

産地概況 

北海道産を主に長野産の入荷。長雨による生育不良から出荷量は

減少傾向となる。 

総入荷量 85ｔ 前年比 106.7％ 

レタス 

￥118 ￥150 ▲ ▲ ▼ ￥156（￥116） 

産地概況 

長野産の入荷。長雨による生育不良から出荷量は大幅な減少とな

る。回復の兆しも見込めず、中旬頃まで高値の予想。  

総入荷量 205ｔ 前年比 84.4％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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-2 

生椎茸 

￥842 ￥870 ＝ ▲ ＝ ￥833（￥852） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に長野、富山、徳島産の入荷。各産地共に気

温上昇に伴い、小玉かつ下級品の割合が増える見込み。また長雨

による野菜出荷の不安定感とコロナウイルスの影響により、旧盆

に向けやや価格上昇を見込む。 

総入荷量 24ｔ 前年比 112％ 

しめじ 

￥448 ￥460 ▼ ＝ ▲ ￥462（￥468） 

産地概況 

長野県 JA 物(中野、飯綱、千曲、北信州みゆき)を中心に他企業

物(ミスズライフ、雪国まいたけ、ホクト)の入荷。7月の大雨の

影響があった他の野菜の代替として、例年よりは上旬の価格帯は

保合傾向が強く下がりにくいと思われる。お盆明けからは売り場

構成も変わるため引合も出てくるが、出荷も増えるため急な変動

はないと予想される。 

総入荷量 26ｔ 前年比 157％ 

えのき 

￥186 ￥200 ▲ ▲ ▲ ￥241（￥223） 

産地概況 

長野産中心の入荷。減産期に入っており出荷量の少ない中、長雨

による野菜出荷の不安定感から先行した荷動きとなっている。例

年ならば産地の在庫があり、旧盆以降 9月の需要期、または「野

菜の日」に向けて緩やかに価格上昇を見込むが、状況次第では価

格高騰も見込まれる。 

総入荷量 27ｔ 前年比 101％ 

大葉 

￥2,938 ￥3,200 △ △ ▽ ￥3,900（￥3,696）

産地概況 

愛知県豊橋温室からの入荷。7月の曇天の影響で上旬は少なめの

出回りを予想。中旬以降は天候次第であるが平年並みの出荷量を

計画している。コロナウイルス感染拡大の影響次第では需給バラ

ンスが大きく崩れる可能性がある。 

総入荷量 5.5ｔ 前年比 94％ 

春菊 

￥814 ￥1,000 ▲ ▲ ▲ ￥1100（￥1131） 

産地概況 

岐阜産中心の入荷。大雨の影響から入荷減少の見込み。 

価格は強い。 

総入荷量 0.9ｔ 前年比 100％ 

大根 

￥110 ￥120 ▼ ▲ ＝ ￥110（￥86） 

産地概況 

北海道、青森、岐阜産の入荷。各産地、面積が減少している。各

産地生育遅れが報告されているが、今後の天候次第では回復する

見込み。安価であった前年より高値推移の見込み。 

総入荷量 350ｔ 前年比 83％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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 

￥178 ￥200 ▼ ＝ ▲ ￥160（￥130） 

産地概況 

青森産の入荷。お盆以降の量販期に向けた増量が期待される。安

価であった前年より高値推移の見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 106％ 

人参 

￥257 ￥280 ▽ ▼ ▼ ￥180（￥77） 

産地概況 

青森産は 8 月初頭で終了。8/1 より北海道 JA 音更の入荷を予定

している。前段産地青森産は面積減少と不作から近年にない高騰

となったが、今後は緩やかに下がる見込み。 

総入荷量 300ｔ 前年比 136％ 

蓮根 

￥991 ￥900 ▽ ▼ ▼ ￥620（￥618） 

産地概況 

愛知産に加え、石川産加賀れんこんの入荷。石川産は 7月の低温

の影響もあり平年に比べ生育に遅れが見られる。8月上旬より共

販開始予定。 

総入荷量 35ｔ 前年比 103％ 

甘藷 

￥346 ￥280 ▲ ▲ ▲ ￥320（￥326） 

産地概況 

静岡、石川産の入荷。静岡産は中旬まで、石川産は上旬より個選、

下旬以降は共選の入荷となる。 

総入荷量 90ｔ 前年 103％ 

胡瓜 

￥405 ￥410 ▽ ＝ ▲ ￥350（￥323） 

産地概況 

福島産（JA ふくしま未来）、長野産（JA ながの）、山形産（商社）、

石川産（個選）の入荷。長梅雨により生育遅れ気味も 8月上旬に

は露地産地はピークの見込み。露地産地の切り上がり次第で早け

れば盆前から相場を持ち上げ、下旬は堅調な販売となる見込み。

総入荷量 260ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥251 ￥250 ▲ ▲ ▲ ￥270（￥150） 

産地概況 

石川産の入荷。生育期の天候が悪く遅れが見られる。価格は強保

合の見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 96％ 

茄子 

￥480 ￥650 ▼ ＝ ▼ ￥390（￥351） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市、山形産 JA 寒河江、群馬産 JA 館林の入荷。群

馬産が 7月中の天候により中旬まで入荷減少の見込み。 

各産地梅雨明けの遅れで出遅れが予想されるため堅調な価格推

移と予想。 

総入荷量 134ｔ 前年比 90％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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-4 

トマト 

￥337 ￥340 ▼ ▽ △ ￥290（￥247） 

産地概況 

岐阜産 JA ひだ、石川産 JA 松任、小松市、内浦町、完熟トマト出

荷組合の入荷。JA 内浦町は上旬にて終了。松任、小松市は夏秋物

の入荷。岐阜産は中旬に出荷ピークを迎えるも、下旬は着果不良

が散見され減少予想。盆明けより JA 金沢市、小松市の夏秋抑制

作の入荷。下旬に増量見込み。 

総入荷量 270ｔ 前年比 85％ 

ミニトマト

￥591 ￥560 ▼ ▽ △ ￥600（￥476） 

産地概況 

石川産は能登やさい・JA はくい、石狩農協、ながの裾花、愛知産

入荷。能登やさいは長雨の影響もあり、8月中旬にピークを迎え

る予想。ながの裾花は天候不順により出遅れていたが下旬に向か

って増量予定。 

総入荷量 75ｔ 前年比 91％ 

ピーマン 

￥541 ￥580 ＝ ▼ ＝ ￥540（￥425） 

産地概況 

北海道、長野産主力に高知産の入荷。北海道 JA 新冠は盆前に端

境期に入り、中旬以降から増量する見込み。長野 JA 裾花、JA 高

知天候不順により 10 日頃まで出荷は不安定の見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 92％ 

豆類 

￥812 ￥850 ＝ ▲ ＝ ￥880（￥844）

産地概況 

インゲンは長野産（JA 芋井）石川産（能登やさい）からの入荷。

きぬさや・スナップエンドウは北海道産の入荷。枝豆は岐阜産（JA

岐阜）、群馬産（商系）からの入荷。千石豆は石川産（JA 金沢市・

個人物）の入荷。 

総入荷量 26ｔ 前年比 93％ 

馬鈴薯 

￥390 ￥350 ▼ ＝ ▼ ￥250（￥140） 

産地概況 

北海道産主体に石川、青森産の入荷。北海道産は出始めとなるが

圃場によってバラつきが見られ、やや小玉傾向から前半は多くな

いと見られる。後半には回復傾向の予想。石川産は能登地区から

の入荷。青森産はメークインの入荷となる。    

総入荷量 170ｔ 前年比 96％ 

長芋 

￥254 ￥280 ▲ ▲ ＝ ￥300（￥302） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。青森産は前年より少ない入荷となるが、

北海道産は出荷順調で平年より多い予想。価格も月変わりから上

昇し前年並みの見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 109％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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-5 

玉葱 

￥115 ￥140 ＝ ▼ ▽ ￥125（￥82） 

産地概況 

前半は兵庫産主体の府県産に加え、北海道産新物、旧盆を境に北

海道産が主力の入荷となる。府県産は出荷地も限定され、全国的

な引合から高単価で推移の予想。北海道産は豊作と見られ徐々に

下げの予想。 

総入荷量 101ｔ 前年比 520％ 



主要品目産地概況と販売見通し（令和 2年  8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-6 

ハウス 

みかん 

￥900 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥664） 

産地概況 

愛知蒲郡産中心に佐賀からつの入荷。やや大玉傾向ながら順調な

入荷を予定している。 

M、L 中心。 

総入荷量 44ｔ 前年比 100％ 

梨 

￥816 ￥750 ▼ ▽ ＝ ￥400（￥377） 

産地概況 

石川産主力の入荷。各産地、4 月の低温による着果不良及びアラ

レ等の影響により数量減の見通し。 

総入荷量 250ｔ 前年比 94％ 

桃 

￥776 ￥750 ▼ ▼ ▼ ￥550（￥516） 

産地概況 

山梨・福島・新潟産主力の入荷。各産地、4 月の低温、7月の日照

不足、長雨により数量減の予想。 

総入荷 60ｔ 前年比 98％ 

メロン 

￥550 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥483） 

産地概況 

静岡産クラウンメロンの入荷。6 玉、8 玉中心で安定入荷。石川

産アールスは旧盆前まで順調に入荷する。5 玉中心。山形産アン

デス、クインシーの入荷。出荷は前半で終了。北海道産らいでん

クラウン、赤肉の入荷。青森産、青肉、赤肉の入荷。 

総入荷量 100ｔ 前年比 118％ 

西瓜 

￥150 ￥150    ￥150（￥116） 

産地概況 

石川産はほぼ終了。 

山形産主体の入荷になる。 

総入荷量 550ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,400 ￥1,200 ＝ ＝ ＝ ￥1,200（￥1,458）

産地概況 

デラウェアは上旬石川産で中旬以降は山形産となる。2kg2L 中心

で順調な入荷予定。長野産 G巨峰、シャイン等、大房ぶどうは上

旬少なめだが下旬頃より増量する。石川産ルビーロマンは中旬頃

ピークを迎える。 

総入荷量 140ｔ 前年比 122％ 

りんご 

￥600 ￥600 ＝ ＝ ＝ ￥600（￥337） 

産地概況 

青森産ふじはほぼ終了。 

長野産主体の入荷。 

総入荷量 65ｔ 前年比 103％ 
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B-7 

バナナ 

￥140 ￥150 ▲ ▲ ▲ ￥155（￥142） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ハイランド、ローランド系ともに順調な入

荷。価格は高めに推移。 

総入荷量 930ｔ 前年比 97％ 

オレンジ 

￥230 ￥230 ＝ ＝ ▼ ￥210（￥200） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル種、下旬以降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

リカ産も同様に 72 玉、88 玉サイズ中心の入荷。価格は前年並み

で推移。 

総入荷量 70ｔ 前年比 104％ 

グレープ 

フルーツ 

￥197 ￥170 ▲ ＝ ＝ ￥170（￥150） 

産地概況 

南アフリカ産スタールビー種、マーシュホワイト種の入荷。スタ

ールビー種、マーシュホワイト種ともに 40 玉サイズ中心の入荷。

50 玉以下の小玉サイズは昨年より減少。価格は強保合での推移。

総入荷量 41ｔ 前年比 110％ 

レモン 

￥314 ￥320 ▲ ＝ ＝ ￥320（￥270） 

産地概況 

チリ産の入荷。115 玉サイズ中心。 

140 玉、165 玉の小玉サイズはやや不足気味。価格は強保合で推

移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 90％ 

パイン 

アップル 

￥162 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥158） 

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）及び他ブランドの入荷。大玉から小玉まで各サイズ順調

な入荷。価格は保合で推移。 

総入荷量 44ｔ 前年比 102％ 


