
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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 

￥93 ￥65 ＝ ▲ ＝ ￥79（￥87） 

産地概況 

長野産主体に北海道産が週一回の販売。各地、概ね順調な入荷が

見込まれる。 

総入荷量 150ｔ 前年比 110％ 

キャベツ 

￥121 ￥110 ▽ ＝ ▼ ￥74（￥78） 

産地概況 

群馬・長野産主力に中旬頃まで石川産個人物の入荷。降雨により、

群馬・長野の干ばつも解消され順調な入荷見込み。 

総入荷量 530ｔ 前年比 103％ 

ねぎ 

￥441 ￥440 ＝ ▼ ＝ ￥410（￥416） 

産地概況 

茨城産5㎏バラ物中心に、鳥取・大分・石川産結束物の順調な入荷。

中旬頃から県内産個人の出荷が増え、相場は弱保合を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 109％ 

青ねぎ 

￥884 ￥850 ▼ △ ＝ ￥933（￥913） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産の入荷。福岡産は 6 月下旬の曇雨天の影響から

倒伏が懸念され海の日の連休前は単価高が予想される。 

総入荷量 15ｔ 前年比 101％ 

ほうれん草 

￥574 ￥580 ▲ ＝ ▲ ￥689（￥690） 

産地概況 

岐阜産主体に静岡・石川産の入荷。概ね順調な入荷を見込む。価格

は昨年並みの予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 153％ 

小松菜 

￥263 ￥260 ▲ ＝ ▲ ￥300（￥298） 

産地概況 

石川産主体に埼玉産の入荷。上旬は少ない入荷が続くが中・下旬に

向け増加見込み。 

総入荷量 58ｔ 前年比 115％ 

菜類 

￥605 ￥610 ▲ ＝ ＝ ￥620（￥612） 

産地概況 

金時草は露地物の本格出荷も始まり入荷量も安定予想。モロヘイヤ

は各産地とも出荷量少なく平年より高い単価予想。つるむらさきは順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 13ｔ 前年比 108％ 

ブロッコリー

￥529 ￥470 ▼ ▽ ＝ ￥389（￥471） 

産地概況 

北海道産中心に石川・長野産の入荷。上旬には石川産は終了となる

が北海道産は本格化してくる。 

総入荷量 90ｔ 前年比 110％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-2 

レタス 

￥127 ￥100   ▲ ▲ △ ￥131（￥155） 

産地概況 

長野産主体に群馬産の入荷。上旬は準高冷地の出荷もあるが、中

旬以降は高冷地だけの出荷の為、天候に大きく左右される。不安定

感がある。 

総入荷量 210ｔ 前年比 110％ 

赤じそ 

￥536 ￥500 ▼ --- --- ￥200（￥167） 

産地概況 

石川産主体に愛知産の入荷。前進出荷の影響から石川産は早めに

切り上がる予想。愛知産は中旬頃まで出荷有り。 

総入荷量 15ｔ 前年比 88％ 

生椎茸 

￥954 ￥900 ＝ ＝ ▼ ￥803（￥818） 

産地概況 

石川産菌床物中心に新潟・富山・岐阜・徳島産の入荷。石川産は需

要期の準備の為やや少なめの入荷。大玉中心の入荷で相場は出来

次第ではあるが平年並みを見込む。 

総入荷量 33ｔ 前年比 110％ 

なめこ 

￥412 ￥400 ＝ ＝ ▼ ￥350（￥377） 

産地概況 

石川産中心に長野・新潟・岐阜産の入荷。石川産は減産に入り、今

月より 1 名の入荷となる。小玉傾向で相場はほぼ保合い。 

総入荷量 10ｔ 前年比 112％ 

えのき 

￥216 ￥210 ＝ ＝ ▼ ￥200（￥245） 

産地概況 

長野産中心に新潟産の入荷。石川産は減産に入り 9月からの入荷。

他産地も減産に入っているが相場に影響のない入荷が見込まれる。

総入荷量 35ｔ 前年比 93％ 

しめじ 

￥336 ￥300 ＝ ＝ ▼ ￥344（￥358） 

産地概況 

JA 全農長野物中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。各産地

減産に入っているものの相場には影響のない入荷が見込まれる。 

総入荷量 32ｔ 前年比 117％ 

アスパラ 

￥1,017 ￥1,300 ▼ ▼ ＝ ￥1,000（￥1,047） 

産地概況 

長崎・佐賀・熊本・福岡産等の九州地区と長野・山形産の入荷。夏ア

スパラとなり各地順調な出荷が見込まれ安定した入荷。価格は上・中

旬がやや弱含み。 

総入荷量 21ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-3 

パプリカ 

￥381 ￥370 ＝ ▼ ＝ ￥400（￥463） 

産地概況 

韓国産に加えて、茨城・宮城・大分・愛知（JA 豊橋）の入荷。韓国産

は上・中旬にかけ、供給過多を見込むが下旬から数量は減りこむ見

込み。 

総入荷量 30 前年比 107％ 

大葉 

￥2,955 ￥3,100 △ △ ＝ ￥3,400（￥3,298） 

産地概況 

愛知産豊橋温室農協からの入荷。生育は順調で平年並みの数量を

見込む。今月は市内における盆需要や海の日絡みの需要を見込

み、価格は強めと予想。 

総入荷量 8ｔ 前年比 94％ 

三つ葉 

￥453 ￥450 ＝ ▲ ＝ ￥520（￥508） 

産地概況 

愛知産を主力に静岡産の入荷。愛知産は十四山とマル江の 2 つの

産地で生育は今のところ順調。入荷も順調な見込みで価格は中旬以

降若干強いとみる。 

総入荷量 8ｔ 前年比 107％ 

茗荷 

￥1,424 ￥1,450 △ △ ＝ ￥1,650（￥1,717） 

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。作柄も良く昨年を１割程度上回る出荷が

見込まれる。現在まで引き合いも強く、今月の海の日を目がけ相場

はやや強めに展開することが見込まれる。 

総入荷量 18ｔ 前年比 112％ 

松茸 

￥29,582 ￥12,000 ▽ ＝ ＝ ￥5,625（￥8,543） 

産地概況 

中国・メキシコ産中心の入荷。中国産は昨年が凶作となったが今年

産は早めの初出荷となり平年並みの入荷量を見込む。メキシコ産は

10 日頃スタート予定。 

総入荷量 0.8ｔ 前年比 161％ 

大根 

￥90 ￥100 ▲ ▼ ▲ ￥105（￥105） 

産地概況 

北海道・岐阜・青森産の入荷。北海道産は生育遅れや播種不能期が

発生している。作付けの減少もあり、入荷が不安定になる恐れあり。

ほぼ前年並みの単価を見込んでいる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 102％ 

かぶ 

￥180 ￥180 ▼ ▼ ▼ ￥165（￥168） 

産地概況 

青森産主力の入荷。低温により肥大不足が散見されるが、概ね順調

な入荷を見込む。 

総入荷量 5ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-4 

人参 

￥140 ￥130 ＝ ▲ ▲ ￥140（￥135） 

産地概況 

青森産主力の入荷。十勝地区からの出荷は当初見込みよりは遅れ

そう。青森産は早期終了の可能性もある。ほぼ前年並みの単価を見

込んでいる。 

総入荷量 400ｔ 前年比 128％ 

蓮根 

￥1,470 ￥1,300 ▼ ▼ ▼ ￥950（￥904） 

産地概況 

愛知産ハウス物の入荷。生育不足が散見されるが順調な入荷を見

込む。 

総入荷量 9ｔ 前年比 102％ 

甘藷 

￥396 ￥360 ▼ ▼ ▼ ￥300（￥290） 

産地概況 

高知産を中心に上旬から静岡産の入荷。静岡産はやや前進傾向。

作付面積の減少のため、平年より高値を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 91％ 

里芋 

￥518 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥420（￥422） 

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。鹿児島産は上旬で終了見込み。宮崎産は天

候次第ではあるが、概ね順調な入荷を予定。 

総入荷量 9ｔ 前年比 106％ 

梅 

￥388 ￥310 ▲ --- --- ￥340（￥321） 

産地概況 
石川産の入荷。大玉傾向で 2L 中心の入荷。上旬で終了の見込み。 

総入荷量 8ｔ 前年比 91％ 

ズイキ 

￥474 ￥470 ▼ ▼ ▼ ￥340（￥335） 

産地概況 

石川産JA小松市、下旬よりJA金沢市の入荷。昨年同様、数量は少

なく、相場は高値にて推移する見込み。 

総入荷量 3ｔ 前年比 117％ 

きゅうり 

￥248 ￥210 ▲ ▲ ▽ ￥250（￥285） 

産地概況 

福島産 JA ふくしま未来、長野産 JA ながの、山形産蔵王青果、石川

産 JA 金沢他の入荷。石川産ハウス物は上旬にてほぼ終了し、露地

物は中・下旬からの入荷。福島・山形・長野産は6月下旬の梅需要の

影響から中・下旬より増量見込み。 

総入荷量 210ｔ 前年比 110％ 

太胡瓜 

￥161 ￥145 ＝ ▲ ＝ ￥180（￥204） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市中心に、久米農園の入荷。出荷ピークは上旬にて

終了し、中・下旬に向け数量は減少する。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-5 

かぼちゃ 

￥200 ￥200 ▲ ＝ ▼ ￥211（￥222） 

産地概況 

鹿児島・長崎・石川産の入荷。鹿児島産は中旬にて終了する見込

み。長崎産は上旬よりピークを迎え価格は下げ予想。石川産は上旬

に JA加賀市、中旬以降に能登産の入荷。 

総入荷量 220ｔ 前年比 110％ 

なす 

￥396 ￥340 ▲ ＝ ▼ ￥340（￥401） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市・かほく・白山その他個人物、群馬産 JA 館林、山

形産 JA さがえ、茨城産山三青果の入荷。各産地、順調な入荷を見

込む。長なすは石川・茨城産の入荷で中旬以降増量の見込み。 

総入荷量 122ｔ 前年比 139％ 

トマト 

￥288 ￥270 ＝ ▲ ▼ ￥270（￥266） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦町・白山・完熟トマト出荷組合・緑宝会

中心に、愛知産 JA 豊橋・愛知みなみの入荷。石川産はピークを過ぎ

中旬頃より徐々に減少。愛知産は 20 日頃にて終了見込み。岐阜産

JA飛騨は現状、やや前進傾向で中旬からの入荷を見込む。 

総入荷量 310ｔ 前年比 95％ 

ミニトマト 

￥663 ￥600 ＝ △ △ ￥600（￥527） 

産地概況 

石川産能登やさい出荷協議会・はくい農協の入荷。能登やさいは第3

週よりはくい農協に続き、連日入荷の予定。熊本産は週3回、愛知産

は徐々に減少し下旬からは北海道産の入荷を予定。 

総入荷量 45t 前年比 107％ 

ピーマン 

￥282 ￥290 △ ▼ ▽ ￥400（￥421） 

産地概況 

長野産 JA 新冠の入荷に加え、上旬までは茨城産商系の入荷。長

野・北海道産は天候不良により出遅れ気味。中旬以降は増量となる

見込み。 

総入荷量 45t 前年比 107％ 

豆類 

￥856 ￥600 △ ＝ ▼ ￥800（￥878） 

産地概況 

枝豆は岐阜・群馬産の入荷。キヌサヤは青森・北海道産の入荷。イ

ンゲンは長野・石川・高知産の入荷。スナップ豌豆は秋田・北海道産

の入荷。 

総入荷量 34t 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-6 

コーン 

￥276 ￥240 ＝ △ ▽ ￥230（￥252） 

産地概況 

上旬は愛知・茨城産、中旬から長野産の入荷。品薄傾向であった昨

年からみれば平年並みの入荷を見込む。海の日を目がけ、中旬より

相場はやや強めに推移すると予想。各産地、作柄は良好である。 

総入荷量 130ｔ 前年比 113％ 

ごぼう 

￥342 ￥330 ▽ ▽ ＝ ￥235（￥250） 

産地概況 
群馬産の入荷。新田みどりから順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 45t 前年比 110％ 

馬鈴薯 

￥208 ￥210 ＝ ▼ ＝ ￥200（￥242） 

産地概況 

長崎・静岡主体に石川・青森・千葉産等の入荷。長崎産は天候不順

から平年より切り上がりは早く上旬頃で終了予定。静岡産は前年並

みで上・中旬頃で終了の見込み。石川産は中旬頃より入荷予定。 

総入荷量 160t 前年比 103％ 

長芋 

￥350 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥337） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地ともに平年より 1 割程度減少しており

全体量は少ない。需要期に入りカット用の太物並びに C 品中心に堅

調な単価推移。 

総入荷量 65ｔ 前年比 95％ 

たまねぎ 

￥127 ￥135 ▲ △ △ ￥165（￥160） 

産地概況 

兵庫産主力に香川・富山等各府県産の入荷。西日本全体に広がる

べト病の影響より正品率が低く、全体量は少ない。全国的な引き合い

が兵庫産に集中すると思われ、単価上昇が続くと予想。 

総入荷量 280ｔ 前年比 98％ 

生姜 

￥809 ￥810 ▽ ▽ ▽ ￥710（￥703） 

産地概況 

高知及び中国産主力の入荷。高知産の囲生姜は残量を確認しなが

らの出荷となり、数量は不安定と予想。下旬には岡山産の新生姜も

開始する予定。 

総入荷量 35t 前年比 100％ 

もやし 

￥112 ￥113 ＝ ＝ ＝ ￥113（￥116） 

産地概況 

石川・岐阜・群馬（ベスト・成田もやし）、新潟産の入荷。共に順調な入

荷が見込まれる。 

総入荷量 50ｔ 前年比 113％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-7 

筍缶 

￥851 ￥625 ＝ ＝ ＝ ￥625（￥618） 

産地概況 
中国産主力に国産の入荷。新物も入荷。 

総入荷量 4ｔ 前年比 103％ 

漬物類 

￥686 ￥760 ＝ ＝ ＝ ￥760（￥682） 

産地概況 

県内の浅漬類、全国各地の沢庵類・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 3ｔ 前年比 124％ 

千切大根 

￥1,087 ￥1,030 ＝ ＝ ＝ ￥1,030（￥855） 

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。30g・40g・60g 袋物、10kg 原体共に順調な入

荷見込み。 

総入荷量 2ｔ 前年比 123％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-8 

ハウス 

みかん 

￥1,036 ￥1,000 ▼ ▽ ▽ ￥909（￥813） 

産地概況 

愛知産はJA蒲郡市より入荷。週3回で潤沢な入荷。佐賀産はJAか

らつ主力で 350g パック及び 5kgDB の入荷。 

総入荷量 55ｔ 前年比 116％ 

桃 

￥734 ￥600 ▼ ▼ ＝ ￥550（￥550） 

産地概況 

山梨産主力に和歌山産の入荷。昨年に比べ前進出荷が予想され、

白鳳のピークは上・中旬になる見通し。 

総入荷量 200ｔ 前年比 126％ 

プラム 

￥560 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥500（￥468） 

産地概況 

山梨産は JA こま野よりソルダム・貴陽の入荷。和歌山産は JA 紀の

里よりソルダム・サンタロザの入荷。石川産は大石早生・ソルダム・サ

マーエンジェルの入荷。各産地、前年より多い入荷見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 114％ 

西瓜 

￥160 ￥140 ▼ ▽ ＝ ￥120（￥99） 

産地概況 

石川産はJA金沢市より露地物の入荷で中旬頃ピーク。JA志賀は中

旬からの入荷予定。 

総入荷量 1,100ｔ 前年比 128％ 

小玉西瓜 

￥250 ￥220 ▽ ＝ △ ￥150（￥139） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市を中心に露地物の入荷。下旬前に終了。JA 志

賀より上旬から中旬までの入荷。また個撰物が順調に今月一杯入荷

する見込み。山形産は JA さがえ西村山より下旬からの入荷。 

総入荷量 130ｔ 前年比 106％ 

ぶどう 

￥1,100 ￥800 ▲ ▼ ▽ ￥1,000（￥947） 

産地概況 

石川産は JA 高松・金沢・はくいより連日入荷。10 日からピークを見

込む。山梨産は巨峰・シャインマスカット中心の入荷で中旬頃より露

地物が始まる。岡山産はアレキサンドリア・ピオーネ・シャインマスカ

ット等の入荷。アレキサンドリアは減少傾向。ピオーネは前年並みの

入荷予定。 

総入荷量 120ｔ 前年比 120％ 

いちじく 

￥1,350 ￥1,350 ▼ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,239） 

産地概況 
愛知産 JA西三河より順調な入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-9 

梨 

--- --- --- ▽ ▽ ￥500（￥509） 

産地概況 

佐賀産及び福岡産からハウス幸水の入荷。下旬より石川産新水の

入荷。 

総入荷量 20ｔ 前年比 125％ 

りんご 

￥400 ￥400 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥490） 

産地概況 
青森産ふじ・ジョナゴールドの入荷。 

総入荷量 55ｔ 前年比 103％ 

桜桃 

￥1,595 ￥1,100 △ ▲ --- ￥1,500（￥1,632） 

産地概況 

山形産の入荷。佐藤錦及び紅秀峰主力となる。上旬で終了する見込

み。北海道産は JA余市より佐藤錦の入荷。中旬頃から入荷予定。 

総入荷量 10ｔ 前年比 175％ 

メロン 

￥900 ￥1,000 △ ▼ ▼ ￥1,000（￥975） 

産地概況 

アールスは静岡産中心に高知・熊本産の入荷。作付面積の減少から

入荷はやや少なめの予想。石川産は上旬より入荷。アンデス・赤肉メ

ロンは茨城産の残量と山形産の入荷で徐々に増加する。北海道産に

ついても赤肉メロンを中心に増量予定。 

総入荷量 185ｔ 前年比 99％ 

バナナ 

￥158 ￥160 ▲ ▲ ▲ ￥160（￥148） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。干ばつの為生産量は減少し入荷量は前年の

85%。入荷量が大幅減の為、高値推移。 

総入荷量 795ｔ 前年比 85％ 

オレンジ 

￥207 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥241） 

産地概況 

アメリカ及びオーストラリア産の入荷。両産地共に前年並みの入

荷。中心等階級は 72～88 玉中心でオーストラリア産は前年より

安値での市況推移。 

総入荷量 53ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥180 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥142） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。天候不良及び干ばつの為、前年より入荷は

減少。40 玉中心で生産量、入荷量共に減少している為、相場の変

動は少ない。 

総入荷量 65ｔ 前年比 93％ 

レモン 

￥310 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥386） 

産地概況 

チリ産の入荷。出荷量は前年並みで安定入荷の見込み。140 玉中

心の入荷。 

総入荷量 28ｔ 前年比 100％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２８ 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-10 

パイン 

アップル 

￥185 ￥185 ▲ ▲ ＝ ￥190（￥206） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。干ばつの影響で小玉傾向。大玉サイズは減

少し価格は強保合い。 

総入荷量 50ｔ 前年比 93％ 

キウイ 

フルーツ 

￥444 ￥440 ＝ ＝ ＝ ￥440（￥433） 

産地概況 

ニュージーランド産の入荷。品種によるバラつきはあるが概ね良

好。サンゴールドは 22 玉 25 玉、グリーンは 25～33 玉の安定し

た入荷。価格は保合推移。 

総入荷量 48ｔ 前年比 104％ 


