
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-1 

はくさい 

￥90 ￥80 ＝ ＝ ▲ ￥96（￥127） 

産地概況 

長野産準高冷地物主体の入荷。前進出荷気味であり、圃場での軟

腐の発生もあるが概ね順調。下旬に端境となり、価格上昇の見込

み。 

総入荷量 200ｔ 前年比 162％ 

キャベツ 

￥117 ￥115 ＝ ▼ ▽ ￥89（￥93） 

産地概況 

愛知・茨城・石川産の入荷に加え 6月下旬以降に群馬産も加わる。

安定した入荷見通し。 

総入荷量 630ｔ 前年比 154％ 

ねぎ 

￥572 ￥380 ▲ ▽ ＝ ￥346（￥407） 

産地概況 

茨城産バラ物主体に、鳥取・長崎・石川産結束物の入荷。茨城産

は上旬に品種の端境からやや数量減の予想。中旬以降石川産個人

物の入荷が始まり、安定入荷の見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 126％ 

青ねぎ 

￥877 ￥830 ▼ ＝ ＝ ￥714（￥802） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産の入荷。各産地ともに概ね順調な入荷を見込

むが、高温から葉先やけ等が懸念される。 

総入荷量 14ｔ 前年比 89％ 

ほうれん草

￥525 ￥530 ＝ ▼ ＝ ￥491（￥564） 

産地概況 

岐阜・静岡産主体に石川産の入荷。生育遅れから入荷量が不安定

だった前年から本年は順調な入荷予定。 

総入荷量 55ｔ 前年比 145％ 

小松菜 

￥230 ￥230 ＝ ▲ ＝ ￥300（￥297） 

産地概況 

石川産主体に埼玉産の入荷。作付面積は大きく変わらないが平年

より高い気温が続きやや前進出荷傾向。 

総入荷量 60ｔ 前年比 106％ 

菜類 

￥537 ￥530 ＝ ▼ ＝ ￥500（￥842） 

産地概況 

金時草は石川産ハウス物主体の入荷で、4月下旬の強風の影響によ

り出荷量減が続く。露地物の入荷の本格化が 6月中旬頃の予定で 

その頃まで不安定な入荷が続く。 

総入荷量 15ｔ 前年比 74％ 

ブロッコリー

￥386 ￥450 ▼ ▽ ▽ ￥304（￥493） 

産地概況 

石川産主力に長野・北海道産の入荷。石川産は作付増となってお

り、長野・北海道産は前進出荷の見通し。 

総入荷量 115ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-2 

レタス 

￥161 ￥170 ▼ ▽ ▽ ￥89（￥129） 

産地概況 

長野産主体に群馬産の入荷。長野産は高冷地物の出荷も始まり、

安定した入荷見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 143％ 

しそ 

￥--- ￥250 ▲ ▼ ▽ ￥200（￥173） 

産地概況 

石川産を主体に、愛知産の入荷。石川産は雨不足で生育に遅れが

目立つ。前年と作付面積は横這いだが、出荷量はやや少ない予想。

愛知産の作付けは前年の 90％であるが良い雨もあり、生育順調で

昨年並みの出荷見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 112％ 

生椎茸 

￥1073 ￥880 ▼ ＝ ＝ ￥857（￥871） 

産地概況 

石川産菌床物主力に富山・岐阜・徳島産の入荷。石川産はやや減

産に入っており入荷減少。他産地は順調な入荷見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 110％ 

なめこ 

￥436 ￥400 ▼ ＝ ▼ ￥354（￥370） 

産地概況 

石川産中心に長野・岐阜産の入荷。各産地共に、順調な入荷見込

み。 

総入荷量 13ｔ 前年比 105％ 

えのき 

￥211 ￥200 ＝ ▼ ＝ ￥198（￥198） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。長野産は JA 中野市で生育不良と GW

休みの影響により、上旬までやや少なめの入荷。 

総入荷量 58ｔ 前年比 104％ 

しめじ 

￥400 ￥380 ▼ ＝ ＝ ￥366（￥357） 

産地概況 

JA 全農長野物主力に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。JA

全農長野物は減産と GW 休みの影響により、上旬はやや少なめの入

荷。企業物は順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 101％ 

アスパラ 

￥1,347 ￥1,300 ＝ ▼ ▲ ￥1,270（￥1,344）

産地概況 

石川・長野・山形産の春芽は上旬でほぼ切り上がり、長崎・佐賀・

熊本産の夏芽が上旬より入荷。中下旬に向かい増量傾向。価格は

昨年よりやや安めと予想。 

総入荷量 18ｔ 前年比 108％ 

パプリカ 

￥549 ￥550 ＝ ▼ ▲ ￥522（￥510） 

産地概況 

韓国・オランダ産の輸入物中心の入荷で、国産は茨城・宮城産の

入荷。順調な入荷となり、価格は前年並みとなる見込み。 

総入荷量 21ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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 

大葉 

￥3,073 ￥3,000 ＝ ▼ ▼ ￥2,800（￥2,496）

産地概況 

愛知県豊橋温室園芸組合主力の入荷。生育順調と見られ、相場も

落ち着いた動きが見込まれる。値頃感を出した販売も可能と思わ

れる。数量も確保しやすい時期なので拡販を期待。 

総入荷量 4ｔ 前年比 90％ 

茗荷 

￥1,573 ￥1,500 ＝ ▼ ＝ ￥1,500（￥1,557）

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。ハウス物に加え、露地物の出荷も加わ

り増量期を迎える。昨年から 6月 13 日が「いいみょうがの日」に

記念日登録された事もあるので拡販を期待。 

総入荷量 14ｔ 前年比 110％ 

大根 

￥104 ￥90 ▼ ＝ ＝ ￥85（￥76） 

産地概況 

青森・北海道・岐阜産主力に石川産の入荷。青森は盛期。前進出

荷により集中出荷はなく安価であった前年より高値見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 96％ 

かぶ 

￥95 ￥150 ▼ ＝ ▲ ￥170（￥186） 

産地概況 

青森産主力に千葉産の入荷。千葉は上旬まで、青森は出遅れがあ

ったものの順調な入荷見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 173％ 

人参 

￥172 ￥130 ▼ ＝ ＝ ￥120（￥166） 

産地概況 

岐阜産主力に和歌山産・関東産の入荷。前進出荷ではあるが、つ

ながりはスムーズと思われる。前年は端境期の発生で高値となっ

たが、今年度は前年度より安値見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 131％ 

蓮根 

￥762 ￥817 ▲ ▲ ▼ ￥1,200（￥1,270）

産地概況 

石川産の残量と愛知産ハウス物の入荷。愛知産は生育不良が見ら

れる事から若干入荷減少の見込み。 

総入荷量 9ｔ 前年比 102％ 

甘藷 

￥261 ￥280 ▲ ▲ △ ￥450（￥440） 

産地概況 

高知産新物を中心に茨城産の入荷。高知産は作付けが前年比 1 割

減とのことで高値推移の見込み。 

総入荷量 27ｔ 前年比 100％ 

里芋 

￥487 ￥520 ＝ ▼ ▼ ￥420（￥389） 

産地概況 

鹿児島産新里芋と下旬より宮崎産新物の入荷。鹿児島産は前年よ

り面積減で高値の見込み。 

総入荷量 7ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-4 

らっきょう

￥744 ￥750 ▲ ▲ ＝ ￥770（￥772） 

産地概況 

石川産中心に鹿児島・徳島・高知等の入荷。各産地ともに出荷量

少なく高値で推移する見込み。 

総入荷量 20ｔ 前年比 83％ 

梅 

￥595 ￥530 ＝ ▼ ▼ ￥330（￥320） 

産地概況 

和歌山産南高梅を中心に下旬から石川産の入荷。各産地数日早い

入荷のため切り上げも早い見込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 109％ 

胡瓜 

￥232 ￥265 ▼ ＝ ▼ ￥220（￥202） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市・松任、群馬産 JA 館林、福島産 JA ふくしま未来、

山形産蔵王青果の入荷。各産地、生育は順調。群馬・石川産は中

下旬に向け下等級品の発生率が上がっていく。 

総入荷量 370ｔ 前年比 98％ 

太胡瓜 

￥163 ￥150 ＝ ▼ ＝ ￥140（￥145） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市中心の入荷。順調な入荷見込み。中旬以降夜温の

上昇と共に色はやや薄めになる。Ｍ(9 本入)、Ｌ(8 本入)中心の入

荷。 

総入荷量 90ｔ 前年比 105％ 

南瓜 

￥218 ￥218 ＝ ▼ ▼ ￥215（￥231） 

産地概況 

鹿児島産は南さつま（加世田）JA 種子屋久の入荷。メキシコ産は

順調な入荷予想。下旬より石川産は金沢のこふき、長崎産の夏南

瓜の入荷見込み。価格は昨年より安いとみる。 

総入荷量 165ｔ 前年比 106％ 

茄子 

￥383 ￥360 ▼ ▼ ▼ ￥340（￥332） 

産地概況 

高知・群馬・石川・山形・茨城産の入荷。高知産は中旬以降から

減少の見通し。石川・群馬・山形・茨城産は中旬以降から増加す

る見込み。長茄子は熊本産に加え茨城・石川産の入荷。茨城産は

中旬以降から増量見込み、石川産は下旬頃より開始見込み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 105％ 

トマト 

￥291 ￥280 ▼ ▼ ＝ ￥230（￥265） 

産地概況 

石川産 JA 小松・JA 松任・JA 内浦・完熟トマト出荷組合・緑宝会、

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 愛知みなみ、岐阜産個人物の入

荷。各産地生育順調。石川産は例年に比べやや小玉傾向ながら L・

M中心でいよいよ最盛期を迎える。 

総入荷量 530ｔ 前年比 104％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-5 

ミニトマト

￥572 ￥540 ＝ ▼ ▲ ￥540（￥572） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 海部・西三河、熊本産 JA 熊本市、

石川産個人物の入荷。各産地生育良好、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 83ｔ 前年比 102％ 

ピーマン 

￥380 ￥300 ▼ ＝ ▲ ￥200（￥267） 

産地概況 

高知産、茨城産のハウス、春ピーマンに加え、下旬頃から JA 長野・

JA 新冠の夏ピーマンの入荷。高知産は 6月一杯の入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 103％ 

豆類 

￥801 ￥800 ＝ ▼ ▼ ￥700（￥796） 

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島産の入荷。そら豆は石川産の入荷。キヌ

サヤは青森・福島産の入荷。スナップエンドウは秋田・福島産の

入荷。枝豆は岐阜・群馬産の入荷。ピース、千石豆は石川産の入

荷。 

総入荷量 42ｔ 前年比 105％ 

スイート 

コーン 

￥496 ￥350 ▼ ▼ ＝ ￥280（￥267） 

産地概況 

愛知県 JA愛知みなみからの入荷。中旬以降最盛期を迎える見込み。

イエロー系主力の入荷で中旬よりホワイト系も入荷の見込み。作

柄は平年並みの予想。 

総入荷量 130ｔ 前年比 101％ 

ごぼう 

￥323 ￥380 ＝ ＝ ＝ ￥380（￥290） 

産地概況 
群馬産の入荷。M・Sを中心とした入荷が見込まれる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥182 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥239） 

産地概況 

長崎・静岡産の入荷。長崎産は北海道産規格に切り替わる。なお、

高温推移のため若干入荷への影響が予想される。静岡産は平年並

みの入荷が予想される。 

総入荷量 400ｔ 前年比 111％ 

長芋 

￥340 ￥340 ▲ △ ＝ ￥353（￥325） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地共に前年の 1 割程度減少で出荷量

は少ない。気温の上昇と共に全国的な引き合いが強まると思われ、

堅調な相場推移の見込み。 

総入荷量 63ｔ 前年比 96％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-6 

たまねぎ 

￥75 ￥80 △ △ △ ￥108（￥135） 

産地概況 

愛知産主体に兵庫・大阪等府県産の入荷。愛知産は下旬頃に終了

予定。その後は兵庫産が主力となるが、全国的な引き合いの強ま

りから相場は上昇し続ける見込み。 

総入荷量 460ｔ 前年比 99％ 

しょうが 

￥796 ￥780 ▼ ▼ ▼ ￥700（￥719） 

産地概況 
高知及び中国産の入荷。両産地共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 30ｔ 前年比 100％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥114） 

産地概況 

石川・岐阜・群馬（ベスト・成田もやし）、新潟産の入荷。各産地

共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥745 ￥557 ＝ ＝ ＝ ￥557（￥676） 

産地概況 
国内産主力に中国産の入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

漬物類 

￥741 ￥741 ＝ ＝ ＝ ￥741（￥677） 

産地概況 

各地の沢庵類、県内の浅漬類、その他野沢菜・朝鮮漬等の入荷。

共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 116％ 

切干大根 

￥1,200 ￥1,200 ＝ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,151）

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。30g・40g・60g の袋物、10kg 原体ともに

順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 9ｔ 前年比 90％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-7 

ハウス 

みかん 

￥1,628 ￥1,300 ▽ ▼ ＝ ￥1,000（￥917） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡市より入荷。中旬より数量増加見込み。前年並み

の入荷。佐賀産は JA からつより 330g パック物中心の入荷。その

他 5kgDB での入荷見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 113％ 

桃 

￥2,678 ￥1,800 ▼ ▼ ▼ ￥625（￥652） 

産地概況 

上旬は山梨産主力にハウス物の入荷。中旬より山梨産主力に和歌

山産露地物の入荷。昨年に比べ 2～3日早の入荷予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 122％ 

プラム 

￥--- ￥800 ▽ ▼ ＝ ￥521（￥486） 

産地概況 

和歌山産は JA 紀南・紀の里より入荷で、大石早生は 10 日前後に

ピークを迎える。福岡・佐賀産は JA 南筑波及びからつより入荷。

大石早生は上旬にピーク。山梨産は JA こまのより入荷。大石早生

は 20 日前後にピーク。 

総入荷量 20ｔ 前年比 105％ 

桜桃 

￥4,813 ￥3,500 ▽ ▽ ＝ ￥1,599（￥1,462）

産地概況 

山形産主体の入荷。前年並みの生育で平年より早い生育。露地物

の紅さやかが 6月早々に入荷。佐藤錦は 10 日過ぎより入荷で 6月

いっぱいで終了の見込み。平年より前進出荷。 

総入荷量 35ｔ 前年比 101％ 

ぶどう 

￥1,200 ￥1,000 ▲ ＝ ▼ ￥1,100（￥1,019）

産地概況 

山梨産は大粒ぶどうを中心に入荷。岡山産は加温アレキサンドリ

アの入荷。数量は少ない。石川産は下旬から JA かほくよりデラウ

エアの入荷開始予定。 

総入荷量 45ｔ 前年比 110％ 

いちじく 

￥1,340 ￥1,300 ▲ ▲ ▲ ￥1,350（￥1,382）

産地概況 
愛知産のハウス物の入荷。JA 西三河からの順調な入荷となる。 

総入荷量 6ｔ 前年比 134％ 

メロン 

￥1,100 ￥1,000 ＝ ＝ ＝ ￥1,000（￥1,018）

産地概況 

アールスメロンは静岡・高知産中心の入荷。アンデス・クインシ

ー等は茨城・鹿児島産の入荷。イエローキングは愛知産主体の入

荷でピークを迎える見込み。 

総入荷量 202ｔ 前年比 100％ 
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西瓜 

￥220 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥150） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市より 6日（月）頃からハウス物の入荷が始まる。

2L 中心の見通し。 

総入荷量 500ｔ 前年比 111％ 

小玉西瓜 

￥370 ￥350 ▼ ▼ ▼ ￥160（￥158） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市より 2日（火）頃からハウス物の入荷が開始。

個撰物も順次入荷開始。 

総入荷量 120ｔ 前年比 103％ 

バナナ 

￥161 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥148） 

産地概況 

主力産地はフィリピン・エクアドル。フィリピン産は干ばつによ

り出荷減少。需要高、供給量減から相場は高値推移となる。 

総入荷量 875ｔ 前年比 90％ 

オレンジ 

￥213 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥210（￥248） 

産地概況 

カリフォルニア産ネーブル及びバレンシアの入荷。平年作で大

玉・中玉を中心に安定した入荷が見込める。保合での市況推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 106％ 

グレープ 

フルーツ 

￥199 ￥200 ＝ ▲ ＝ ￥170（￥151） 

産地概況 

カリフォルニア産・中旬より南アフリカ産の入荷。南アフリカ産

は干ばつ等の影響から生育不良。例年より小玉傾向かつ入荷量は

少ない。前年より高値での推移予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 78％ 

レモン 

￥302 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥320（￥375） 

産地概況 

上中旬はカリフォルニア産、下旬よりこれにチリ産が加わる。チ

リ産は生育良好で安定した入荷予想。保合での市況推移。 

総入荷量 25ｔ 前年比 100％ 

パイン 

￥167 ￥170 ▲ ▲ ＝ ￥180（￥190） 

産地概況 

フィリピン産ドルブランド中心の入荷。干ばつの影響で玉流れは

小玉中心。相場は高値で推移する。 

総入荷量 50ｔ 前年比 93％ 

キウイ 

フルーツ 

￥446 ￥440 ＝ ＝ ＝ ￥440（￥412） 

産地概況 

ニュージーランド産グリーン・ゴールド種の入荷。大玉・中玉を

中心に安定した入荷が見込まれる。保合での市況推移。 

総入荷量 72ｔ 前年比 100％ 
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チェリー 

￥1,404 ￥1,350 ▼ ▼ ▼ ￥1,150（￥1,172）

産地概況 

カリフォルニア産の入荷で、中旬以降はワシントン産の入荷。ワ

シントン産ビング種は前年より少なめで大玉傾向。相場は前年並

みを予想。 

総入荷量 78ｔ 前年比 100％ 


