
主要品目産地概況と販売見通し（令和 2 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 

￥208 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥132（￥104） 

産地概況 

長野産をの入荷。スーパーでの秋の売り場作りから需要増が見込

まれる。 

総入荷量 280ｔ 前年比 138.5％ 

キャベツ 

￥165 ￥140 ▽ ▲ ＝ ￥100（￥90） 

産地概況 

群馬、長野産の入荷。概ね順調な入荷となる見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 95.3％ 

ねぎ 

￥444 ￥360 ▲ ▼ ＝ ￥389（￥394） 

産地概況 

埼玉、東北(青森、山形)、北海道、石川産の入荷。北海道産は上

中旬頃よりの入荷。石川産は上中旬は稲刈りと重なり、出荷は少

ない見込み。 

総入荷量 90ｔ 前年比 139.2％ 

ほうれん草

￥764 ￥760 ＝ ▼ ▲ ￥800（￥786） 

産地概況 

石川、岐阜、長野産中心の入荷。ハウス物ということでほぼ安定

した入荷量が見込まれるが、台風や高温による影響も予想される

時期であり注視する必要がある。価格は昨年並みを予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 95.7％ 

小松菜 

￥442 ￥400 ＝ ▼ ▲ ￥491（￥447） 

産地概況 

石川県産を中心の入荷。猛暑続きの中、比較的安定した出荷が予

想される。相場も大きな変動はない見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 114.2％ 

ブロッコリー

￥502 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥470（￥553） 

産地概況 

北海道産を中心に下旬より石川産の入荷予定。両産地とも安定し

た入荷見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 129.8％ 

レタス 

￥243 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥190（￥171） 

産地概況 

長野産の入荷。準高冷地の出荷も始まり、安定した入荷見込み。

総入荷量 200ｔ 前年比 111.7％ 
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B-2 

生椎茸 

￥914 ￥950 ＝ ▲ ▲ ￥857（￥943） 

産地概況 

石川産を中心に長野、新潟、富山、兵庫、徳島産の入荷。各地シ

ーズンに向けて順調な出荷を見込む。ただし、残暑が厳しい場合

は兵庫産の出遅れ、他産地は小玉で下級品増の見込み。価格は平

年よりやや高い予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 140％ 

しめじ 

￥492 ￥500 ＝ ▲ ▲ ￥554（￥527） 

産地概況 

長野産ＪＡ物を中心に他企業物(ホクト、雪国、ミスズライフ)の

入荷。量販店も売り場を拡大する時期になり、産地もそれに向け

て出荷増になってくる。お盆休みの影響が中旬ごろにあり少し減

りこむと見られるが、連休前には回復すると予想。相場はなだら

かな上げで推移する見込み。 

総入荷量 28ｔ 前年比 143％ 

えのき 

￥246 ￥250 ▼ ▲ ＝ ￥289（￥238） 

産地概況 

長野産の入荷。徐々にフル生産に入っていくものの、出そろうの

は下旬ごろと思われる。野菜高騰の中、高値推移していたが一旦

下げを見込む。需要期に入る中下旬に向けて価格は回復する見込

み。 

総入荷量 52ｔ 前年比 132％ 

大葉 

￥3,314 ￥2,800 ＝ ＝ ＝ ￥2,800（￥2,971）

産地概況 

愛知産の入荷。他産地を含め順調な出荷見込み。全国的にコロナ

ウイルスの感染が再び拡大していることもあり、業務の引き合い

は弱い予想。平年よりはやや弱めの相場展開を見込む。 

総入荷量 4.6ｔ 前年比 95％ 

春菊 

￥1,210 ￥1,200 ▲ ▲ ▼ ￥1,400（￥1,174）

産地概況 

岐阜産中心に群馬、石川産の入荷。岐阜産は徐々に出荷も回復す

る見込み。群馬産も出荷は増える見込み。 

総入荷量 1.6ｔ 前年比 99％ 

大根 

￥105 ￥110 ▲ ＝ ▲ ￥120（￥86） 

産地概況 

北海道、青森、岐阜産の入荷。月末頃より石川産の入荷を見込む。

近年の単価安から全国的に栽培面積が減少している。需要期に入

ることもあり、安価であった前年よりも大幅高。平年よりやや高

値を見込む。 

総入荷量 500ｔ 前年比 103％ 
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かぶ 

￥244 ￥240 ▽ ▼ ＝ ￥180（￥167） 

産地概況 

青森県産の入荷。気候も落ち着き、増量を見込む。現状より安価

になるが、需要期に入りほぼ平年並みの単価を見込む。 

総入荷量 30ｔ 前年比 97％ 

人参 

￥142 ￥120 ＝ ＝ ＝ ￥120（￥107） 

産地概況 

北海道産の入荷。肥大も順調で 2Ｌ他の太物も比率が上がってく

ると思われる。給食、他の業務需要にも十分な出荷が見込まれる。

ほぼ平年並みの単価予想。 

総入荷量 350ｔ 前年比 118％ 

蓮根 

￥773 ￥580 ▲ ＝ ＝ ￥580（￥550） 

産地概況 

石川産主力に愛知、茨城産等の入荷。生育の遅れが懸念されてい

るが、太物も増え順調な入荷となる見込み。平年並みの単価で推

移する見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥354 ￥330 ▼ ▼ ＝ ￥275（￥270） 

産地概況 

石川産主力に茨城産等の入荷。両産地、生育の遅れが見られ、や

や小玉傾向だが安定した入荷見込み。前年並みの単価を見込む。

総入荷量 190ｔ 前年比 100％ 

胡瓜 

￥413 ￥480 ▼ ▽ ＝ ￥380（￥346） 

産地概況 

福島産(ＪＡふくしま未来)、群馬産(ＪＡ邑楽館林)、石川産(Ｊ

Ａ松任市)他からの入荷。夏場の猛暑から上旬までは不安定な入

荷となる見込み。中旬からピーク入りする予想。 

総入荷量 280ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥242 ￥220 ▲ ＝ ▼ ￥220（￥149） 

産地概況 

北海道産、石川産残量の入荷。北海道産は順調な入荷見込み。価

格は保合を見込む 

総入荷量 115ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥499 ￥394 ＝ △ ＝ ￥430（￥391） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市、山形産寒河江、群馬産館林農協からの入荷。

中下旬より秋冬産地の高知産ＪＡ高知県、熊本産ＪＡ熊本市から

の入荷を見込む。各産地、例年並みの入荷量を見込む。 

総入荷量 110ｔ 前年比 92％ 
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トマト 

￥323 ￥370 △ ＝ ＝ ￥400（￥445） 

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。上旬は岐阜産の着果不良から減少だが中旬より回復

の見通し。石川産は上旬より出荷のピークを迎えるも、全国的に

品薄で価格高になる見込み。中旬より回復が見込まれるため、前

年比安を予想。 

総入荷量 270ｔ 前年比 107％ 

ミニトマト

￥717 ￥540 ＝ ▲ △ ￥850（￥880） 

産地概況 

石川産のとやさい、志雄出荷組合、北海道産ＪＡいしかり、長野

産ＪＡながの裾花、愛知産ＪＡあいち海部の入荷。8月下旬以降、

北海道産がピークを迎えているため、中旬以降は出荷減を予想。

前年、平年比安の見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

ピーマン 

￥555 ￥500 ▲ ＝ ＝ ￥540（￥543） 

産地概況 

長野産ＪＡ裾花、北海道産ＪＡ新冠の入荷。長雨、高温、干ばつ

の影響で各産地切り上りが早い予想。 

総入荷量 57ｔ 前年比 95％ 

豆類 

￥979 ￥900 ＝ ▲ ▲ ￥1,050（￥1,119）

産地概況 

インゲンは長野産（ＪＡながの）、キヌサヤは北海道産（ＪＡ石

狩、帯広大正）、枝豆は山形産（ＪＡ寒河江）、千石豆は石川産（Ｊ

Ａ金沢市、個人）の入荷。 

総入荷量 12ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥220 ￥130 ＝ ▼ ＝ ￥120（￥108） 

産地概況 

北海道産の入荷。各産地より男爵主体にメークインの入荷。下旬

にはキタアガリが入荷する見込み。男爵、メークインの作付は減

少しているものの作柄良く順調な入荷予想。 

総入荷量 310ｔ 前年比 102％ 

長芋 

￥314 ￥320 ＝ ▼ ＝ ￥315（￥319） 

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入荷見込み。

Ｌ以下の出荷量は少なく、価格はやや弱保合を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 115％ 
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玉葱 

￥112 ￥90 ＝ ＝ ＝ ￥90（￥74） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。全道豊作基調でＬ大中心に順調な入荷予

想。極早生種から早生種に切り変わって保存性も高まり、相場は

保合推移の見込み。 

総入荷量 650ｔ 前年比 103％ 
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梨 

￥530 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥500（￥313） 

産地概況 

石川産、豊水、20 世紀、南水、あさづきの入荷。 

幸水同様、作況が悪く数量減、単価高の見通し。 

総入荷量 180ｔ 前年比 70％ 

柿 

￥― ￥― △ ＝ ＝ ￥420（￥411） 

産地概況 

和歌山産は中旬より中谷早生、下旬より刀根早生の入荷。 

岐阜産は下旬より西村早生の入荷。福岡産は中旬より西村早生の

入荷。 

総入荷 43ｔ 前年比 100％ 

メロン 

￥550 ￥650 ▼ ＝ ＝ ￥550（￥482） 

産地概況 

アールスは静岡クラウンメロンを中心に入荷。中旬頃より石川ア

ールスの入荷。静岡産は下位等級が多い。北海道産の赤肉、青肉

の入荷。 

総入荷量 80ｔ 前年比 106％ 

りんご 

￥610 ￥550 ▼ ▼ ＝ ￥345（￥263） 

産地概況 

青森産は 9月上旬より販売開始。長野産は上旬にサンつがる、下

旬に秋映の入荷予定。 

総入荷量 145ｔ  前年比 117％ 

ぶどう 

￥1,500 ￥2,000 ▽ ＝ ＝ ￥1,500（￥1,342）

産地概況 

長野産はＧ巨峰中心にシャインマスカットの入荷。岡山産シャイ

ンマスカット中心に順調な入荷予定。 

総入荷量 100ｔ 前年比 102％ 

いちじく 

￥936 ￥850 ＝ ＝ ＝ ￥850（￥782） 

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 38ｔ 前年比 100％ 
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バナナ 

￥131 ￥130 ▲ ▲ ▲ ￥135（￥104） 

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やや不安

定ながら連日入荷予定。 

総入荷量 926ｔ 前年比 101％ 

オレンジ 

￥221 ￥220 ▼ ＝ ＝ ￥200（￥200） 

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 玉サイズ中心。南アフリカ産

88 玉サイズ中心の小玉傾向。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 

￥144 ￥145 ＝ ＝ ＝ ￥145（￥144） 

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 玉サイズ中心の入荷。価格は前年並みで推移。 

総入荷量 39ｔ 前年比 102％ 

レモン 

￥294 ￥300 ＝ ＝ ＝ ￥300（￥253） 

産地概況 

チリ産の入荷。中心サイズは 95 玉、115 玉サイズで大玉傾向。価

格は保合で推移する見込み。 

総入荷量 69ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥142 ￥150 ＝ ▲ ▲ ￥160（￥161） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ドール(スウィーティオ)中心に他ブランド

の入荷。生育不良により大玉サイズから減少。価格は強保合で推

移する見込み。 

総入荷量 27ｔ 前年比 96％ 


