
主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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 

￥59 ￥65 ▲ ▲ ＝ ￥99（￥136） 

産地概況 

長野産主力の入荷。高冷地物に加え、上中旬頃より準高冷地物も

加わる。9月の売り場変更に伴い引き合いはやや強まる。 

総入荷量 335ｔ 前年比 100％ 

キャベツ 

￥56 ￥65 ▲ ＝ △ ￥97（￥130） 

産地概況 

群馬・長野産の入荷。上中旬は順調な入荷を見込むが、他の重量

野菜の高騰も予想され、引き合いは強まる見込み。端境が予想さ

れる下旬は数量減から単価上昇を見込む。 

総入荷量 600ｔ 前年比 105％ 

ねぎ 

￥309 ￥350 ＝ ▼ ▼ ￥269（￥399） 

産地概況 

束物は石川産中心の入荷。バラ物は青森・北海道産と山形産の入

荷。各産地とも稲刈りの時期でもあり、入荷がやや不安定。価格

は昨年が高値で推移したが今年は平年並みの予想。 

総入荷量 130ｔ 前年比 128％ 

青ねぎ 

￥947 ￥950 ＝ ▲ ＝ ￥1,000（￥1,038）

産地概況 

福岡・静岡・愛知産の入荷。高温期からやや出荷は鈍い。概ね単

価高推移の予想。 

総入荷量 11ｔ 前年比 112％ 

ほうれん草

￥607 ￥800 ＝ ＝ ▼ ￥750（￥875） 

産地概況 

岐阜産主体の入荷。中旬頃までは高温による生育不良から出荷に

バラつきがあるが下旬頃から回復し出荷量も安定する見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 164％ 

小松菜 

￥203 ￥300 ▲ ＝ ＝ ￥445（￥443） 

産地概況 

石川産主体の入荷。上旬頃までは高温による生育不良が目立ち、

品質・数量とも不安定だが、以後は順調な入荷を見込む。 

総入荷 55ｔ 前年比 113％ 

菜類 

￥469 ￥470 ＝ ▼ ＝ ￥450（￥458） 

産地概況 

金時草は露地物の入荷。出荷量も安定しピークを迎える。モロヘ

イヤ・つるむらさきは前年より少ない入荷が続くが、下旬には終

了期を迎え、前年並みの入荷となりそう。 

総入荷量 11ｔ 前年比 110％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-2 

ブロッコリー

￥539 ￥650 ＝ ▼ ▼ ￥550（￥506） 

産地概況 

北海道産主力に長野産の入荷。北海道産は 8月下旬の台風の影響

により上旬は品薄から高値見込み。中旬より徐々に回復する見通

しだが前年より高値となる。 

総入荷量 80ｔ 前年比 98％ 

レタス 

￥106 ￥120 ＝ ▲ ▲ ￥132（￥253） 

産地概況 

長野産主力の入荷。高冷地・準高冷地物の並行販売となるが、下

旬に向け高冷地の出荷も減少となる見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 125％ 

生椎茸 

￥897 ￥900 ＝ ▲ ▲ ￥1,029（\1,060）

産地概況 

石川産菌床物中心に新潟・長野・富山・岐阜・徳島産の入荷。石

川産は大玉の品種を入れた為レギュラー品は例年より 1 割減の

見込み。他産地は順調な入荷を見込む。残暑厳しく小玉・下級品

中心の予想。 

総入荷量 35ｔ 前年比 105％ 

なめこ 

￥390 ￥420 ＝ ▲ ▲ ￥500（￥556） 

産地概況 

石川産を中心に新潟・長野・岐阜産の入荷。石川産は生産者 1名

の入荷となり、例年より単価高の見通しで小玉傾向。他産地は需

要期に向かい徐々に増量見込み。 

総入荷量 14ｔ 前年比 114％ 

えのき 

￥198 ￥210 ＝ ▲ ▲ ￥296（￥293） 

産地概況 

石川産を中心に新潟・長野産の入荷。石川産は生産者 1名の入荷

となり、例年の 3割減の見込み。他産地も減産に入ったが需要期

に向け、下旬には出揃う見通し。 

総入荷量 76ｔ 前年比 107％ 

しめじ 

￥305 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥525（￥522） 

産地概況 

JA 全農長野産・企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。各産地

減産に入っていたが需要期に向け増産の見込み。出揃うのは下旬

頃の予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

アスパラ 

￥842 ￥890 ▲ ＝ ▲ ￥963（\1,034） 

産地概況 

国内産は石川・山形・長崎・長野産が主力で、中下旬に向かい終

了期となる。輸入物はオーストラリア産やタイ産の入荷予定。 

総入荷量 13ｔ 前年比 109％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-3 

大葉 

￥4,184 ￥3,500 ▽ ▼ ▼ ￥3,500（￥3,100）

産地概況 

愛知産豊橋温室園芸組合主力の入荷。台風等の被害もなく生育は

順調、安定した入荷を見込む。価格は弱めの展開を見込む。 

総入荷量 4ｔ 前年比 93％ 

パプリカ 

￥503 ￥550 ▲ △ ＝ ￥640（￥652） 

産地概況 

輸入物は韓国産の入荷。場合によりオランダ・ニュージーランド

産の入荷を視野に入れる。入荷量は減り相場は上げの見込み。国

産は宮城産主体の入荷。 

総入荷量 14ｔ 前年比 100％ 

松茸 

￥7,414 ￥7,000 ＝ ▲ ▲ ￥8,200（￥7,488）

産地概況 

中国・カナダ・アメリカ産等輸入主体の入荷。中国雲南省産は不

作傾向。国産については中旬より長野・岩手産等の入荷予定。 

総入荷量 7ｔ 前年比 93.2％ 

三つ葉 

￥826 ￥820 ＝ ＝ ▲ ￥825（￥738） 

産地概況 

愛知産を主力に静岡産の入荷。愛知産は十四山、静岡産はとぴあ

の入荷。各産地、生育順調で昨年並みの入荷と見る。価格は若干

弱含み。 

総入荷量 4ｔ 前年比 133％

茗荷 

￥1,821 ￥2,000 ＝ ＝ ▽ ￥1,800（￥1,400）

産地概況 

高知産園芸連中心に石川産個人物の入荷。高知産は昨年の約二割

減の出荷で残暑が厳しければ強めの引き合いが予想される。価格

は上中旬強め、下旬弱めの展開を予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 87％ 

春菊 

￥865 ￥950 ▲ ▲ ▲ ￥1,450(￥1,512）

産地概況 

岐阜産主力の入荷。飛騨地区を中心に JA 吉城と高山の入荷。高

温障害が若干散見され、入荷は昨年より少ない。相場は強めの予

想。 

総入荷量 2ｔ 前年比 180％ 

大根 

￥106 ￥120 ＝ ▼ ▼ ￥105（￥107） 

産地概況 

北海道・岐阜・青森産の入荷。月末より石川産の入荷。8 月下旬

の連続した台風被害により大根に於いても影響があると思われ

る。 

総入荷量 650ｔ 前年比 92％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-4 

かぶ 

￥160 ￥160 ▲ ＝ ＝ ￥280（￥281） 

産地概況 
青森産主力の入荷。台風の影響により入荷不安定。 

総入荷量 33ｔ 前年比 106％ 

人参 

￥135 ￥160 ＝ ＝ ▼ ￥150（￥146） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。6 月期の多雨により 9月中旬頃は播種端境

期が発生すると思われる。数量的にも平年よりは少なく、高値で

あった前年並みを予想する。 

総入荷量 300ｔ 前年比 103％ 

蓮根 

￥651 ￥700 ＝ ▼ ▲ ￥650（￥616） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市・河北潟地区中心の入荷。太物中心に順調な入

荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥240 ￥300 ▼ ▼ ▼ ￥250（￥294） 

産地概況 

石川産主体に茨城・千葉産の入荷。各産地豊作傾向で、前年に比

べ安値で推移する見込み。 

総入荷量 245ｔ 前年比 110％ 

里芋 

￥367 ￥310 ＝ ▼ ▼ ￥300（￥341） 

産地概況 
宮崎・大阪産の入荷。各産地共に順調な入荷予定。 

総入荷量 36ｔ 前年比 116％ 

きゅうり 

￥208 ￥300 △ ▼ ▼ ￥330（￥388） 

産地概況 

福島・長野・山形・石川産の夏秋作型に加え、群馬・石川産の抑

制ハウス作型の入荷。夏秋産地は下旬に向け減少。抑制産地は中

下旬に向け、出荷ピークとなる。台風等の影響も考えられるが現

在の処、昨年を上回る入荷見通し。 

総入荷量 290ｔ 前年比 112％ 

かぼちゃ 

￥185 ￥190 ＝ ▲ ▲ ￥209（￥198） 

産地概況 

北海道産 JA ふらの・JA なよろ・岩見沢の入荷。8 月後半の台風

の影響もあり入荷量は減少見込み。中旬以降は順調な入荷予想。

価格は上旬強め、下旬弱めの展開を予想する。 

総入荷量 110ｔ 前年比 114％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-5 

なす 

￥255 ￥280 △ ▲ ＝ ￥370（￥430） 

産地概況 

茄子は石川産 JA 金沢市他個撰、山形産 JA さがえ西村山、群馬産

JA 館林に加え中下旬より高知産の入荷。昨年並みの入荷見通し。

長茄子は石川・茨城産の入荷。前進した分切り上がりも早くなる

見通しだが、熊本産が下旬より入荷する可能性有り。 

総入荷量 120ｔ 前年比 121％ 

トマト 

￥241 ￥240 ▲ ▲ △ ￥340（￥409） 

産地概況 

石川産 JA 金沢・小松・松任・完熟トマト出荷組合、岐阜産 JA ひ

だの入荷。岐阜の夏秋作型は中旬に向けて減少するものの、石川

産抑制作型は中旬以降出荷ピークとなる。台風等の影響がなけれ

ば現在の処、数量増の単価安の見通し。 

総入荷量 300ｔ 前年比 109％ 

ミニトマト

￥590 ￥550 ▲ △ ＝ ￥930（￥1,020） 

産地概況 

石川産 JA はくい・能登やさい、北海道 JA 石狩、長野産 JA 裾花、

愛知産 JA 海部の入荷。石川産能登やさいは上旬から中旬にかけ

て出荷のピークとなる予定。北海道・長野産も順調な入荷予定。

9月は相場も回復基調。 

総入荷量 47ｔ 前年比 100％ 

ピーマン 

￥275 ￥270 ▲ ＝ ▲ ￥360（￥506） 

産地概況 

長野産 JA 裾花、北海道産 JA 新冠に加え下旬頃より茨城産商系の

入荷。台風等の影響がなければ例年通りの入荷量を見込む。相場

は 8月下旬が底で当月は上げの見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 152％ 

豆類 

￥1,000 ￥950 ▲ ▲ ＝ ￥980（￥874） 

産地概況 

枝豆は岐阜・山形産の入荷。キセラインゲンは長野・北海道産の

入荷。キヌサヤは北海道産の入荷。千石豆は石川産で順調な入荷。

総入荷量 17ｔ 前年比 100％ 

コーン 

￥218 ￥210 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥175） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。8 月の台風の影響もあり出荷量は多くない

予想。残暑が厳しければ強めの引き合いが予想される。価格はや

や強めの展開を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 57％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-6 

ごぼう 

￥236 ￥250 ＝ ▼ ▼ ￥190（￥185） 

産地概況 

青森産 JA 十和田おいらせ主体に石川産の入荷。青森産は生育良

好で太物多く順調な入荷。石川産はサラダ牛蒡の入荷。 

総入荷量 90ｔ 前年比 100％ 

馬鈴薯 

￥181 ￥160 ＝ ＝ ▼ ￥150（￥125） 

産地概況 

北海道産の入荷。台風による大雨の影響から産地の出荷量は減少

する見込み。特に上旬は掘り取りが出来ていない為、品薄感があ

る予想。 

総入荷量 250ｔ 前年比 93％ 

長芋 

￥385 ￥385 ▼ ＝ ＝ ￥375（￥336） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。両産地共に全体量は前年より少なく堅

調な相場推移が続く見込み。 

総入荷量 50ｔ 前年比 93％ 

たまねぎ 

￥166 ￥150 ▽ ▼ ▼ ￥120（￥88） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。全道で豊作基調と見られるが台風の影響

により出荷不安定。順調な入荷が続けば相場は徐々に下げ見込

み。 

総入荷量 550ｔ 前年比 100％ 

生姜 

￥733 ￥730 ＝ ＝ ▼ ￥700（￥665） 

産地概況 

高知産主体に岡山産、一部中国産の入荷。高知産は残量を見なが

らの出荷となる。新生姜は岡山産の入荷。 

総入荷量 22ｔ 前年比 110％ 

もやし 

￥117 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥115（￥113） 

産地概況 
石川・岐阜・新潟産の入荷。共に順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 53ｔ 前年比 99％ 

筍缶 

￥940 ￥950 ＝ ＝ ＝ ￥709（￥631） 

産地概況 
中国産主力に国産の入荷。 

総入荷量 5ｔ 前年比 102％ 

漬物類 

￥726 ￥730 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥821） 

産地概況 

県内の浅漬類、各地の沢庵類・野沢菜等の入荷。共に順調な入荷

が見込まれる。 

総入荷量 3ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-7 

切干大根 

￥1,543 ￥1,500 ＝ ＝ ＝ ￥1,316（￥1,065）

産地概況 
宮崎・鹿児島産の入荷。 

総入荷量 2ｔ 前年比 83％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-8 

ハウス 

みかん 

￥823 ￥800 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥489） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡市より入荷。週二回月・木曜の入荷。ハウスみ

かんは 23 日、グリーンハウスみかんは 15 日で終了予定。佐賀産

は JA 唐津よりグリーンハウスみかんの入荷で週三回の予定。 

総入荷量 60ｔ 前年比 95％ 

みかん 

￥--- ￥--- --- --- ＝ ￥190（￥189） 

産地概況 

福岡産は JA 南筑後より中旬以降から極早生みかんの入荷。和歌

山産は JA 紀南より下旬から極早生みかんの入荷。佐賀産はカネ

タより入荷予定。 

総入荷量 200ｔ 前年比 102％ 

梨 

￥342 ￥235 ▲ ▼ ＝ ￥245（￥264） 

産地概況 

JA 金沢市より豊水・南水・あきづき・二十世紀の入荷。小塩辻よ

り豊水・あきづき・二十世紀の入荷。JA 松任より豊水の入荷。 

総入荷量 400ｔ 前年比 122％ 

柿 

￥500 ￥280 ▲ ▼ ▽ ￥300（￥314） 

産地概況 

福岡産は JA 南筑後あさくらより中旬以降の入荷。和歌山産は JA

紀の里より中旬以降から刀根早生の入荷。岐阜産は JA 大野より

西村早生の入荷。 

総入荷量 100ｔ 前年比 102％ 

ぶどう 

￥1,100 ￥1,100 ▼ ▼ ▽ ￥865（￥865） 

産地概況 

山梨産はシャインマスカットを中心に葡萄の入荷。岡山産はシャ

インマスカット中心の入荷。中旬頃より Gピオーネも入荷予定。

長野産は商系中心にシャインマスカット・ナガノパープルの入

荷。 

総入荷量 156ｔ 前年比 152％ 

いちじく 

￥635 ￥635 △ ▲ ＝ ￥650（￥662） 

産地概況 

愛知産は JA 西三河より、石川産は JA はくい押水支所より連日の

入荷。 

総入荷量 56ｔ 前年比 101％ 

栗 

￥--- --- --- ＝ ▽ ￥550（￥515） 

産地概況 

石川産は穴水からの入荷予定。その他岐阜・茨城産の入荷。各産

地前年並みの入荷。 

総入荷量 30ｔ 前年比 96％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 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-9 

メロン 

￥650 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥570） 

産地概況 

静岡産はクラウンメロンの入荷。6 玉 8kg 中心で順調な入荷を見

込む。石川産は中旬頃より入荷予定。北海道産は 9月一杯入荷す

るが雨季の被害により少なめの入荷。 

総入荷量 116ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥320 ￥290 ▼ ＝ ＝ ￥240（￥236） 

産地概況 

長野産はサンつがるを中心とした入荷。青森産はサンつがる・黄

王の入荷。 

総入荷量 190ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥160 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥153） 

産地概況 

主力産地フィリピン・エクアドルの入荷。フィリピン産は干ばつ

の影響から入荷減少。特にハイランド商品が大幅に減少する見込

み。相場は前年より高値推移となる。 

総入荷量 650ｔ 前年比 93％ 

オレンジ 

￥196 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥183） 

産地概況 

オーストラリア・南アフリカ産の入荷。各産地ともに生育良好に

より中玉中心の入荷。オーストラリア産はワシントン種からレー

ト種に切り替わり品質良好。前年並みでの価格推移。 

総入荷量 53ｔ 前年比 104％ 

グレープ 

フルーツ 

￥168 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥131） 

産地概況 

南アフリカ・オーストラリア産の入荷。南アフリカ産の入荷はほ

ぼ終了しており浜の在庫は大玉中心の玉流れ。グレープの全体の

入荷は前年より減少、若干高値での市況推移。 

総入荷量 46ｔ 前年比 90％ 

レモン 

￥326 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥320（￥346） 

産地概況 

チリ産の入荷。前年より前進出荷となっている為切り上がりも早

くなる。中玉以下中心の入荷で、相場は概ね保合となる 

総入荷量 25ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥201 ￥200 ▲ ▲ ＝ ￥210（￥194） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。干ばつ及びそのあとの長雨の影響により正

品率が減少、大玉の比率が低下し、小玉中心の入荷となる。相場

は前年よりも高値となる見込み。 

総入荷量 55ｔ 前年比 89％ 
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キウイ 

フルーツ 

￥498 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥433） 

産地概況 

ニュージランド産の入荷。ゴールドは大玉のみの入荷。グリーン

は安定した入荷。相場は保合。 

総入荷量 37ｔ 前年比 90％ 


