
主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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 

￥95 ￥80 ＝ ＝ ▼ ￥69（￥83） 

産地概況 

長野産主力に石川・茨城産の入荷。石川・茨城産は下旬頃より入

荷予定。長野産の出荷は概ね順調と見られ、価格は前年と比べや

や安い予想。 

総入荷量 555ｔ 前年比 115％ 

キャベツ 

￥84 ￥100 ＝ ▲ ▼ ￥105（￥125） 

産地概況 

群馬・長野・石川・茨城・愛知産の入荷。群馬産は連休明けから

減少見込み。石川・茨城・愛知産は中下旬頃より開始予定。 

総入荷量 515ｔ 前年比 90％ 

ねぎ 

￥367 ￥450 ＝ ▼ ＝ ￥336（￥289） 

産地概況 

石川・北海道産の束物と埼玉・青森産等のバラ物中心の入荷。石

川産は上旬より夏葱から秋冬作へと切り替わり入荷量は増える

見込み。バラ物も概ね安定した入荷予定。 

総入荷量 110ｔ 前年比 98％ 

青ねぎ 

￥943 ￥900 ▼ ＝ ▼ ￥833（￥861） 

産地概況 
福岡・愛知・静岡産の入荷。各産地、安定した入荷を見込む。 

総入荷量 12ｔ 前年比 118％ 

ほうれん草

￥892 ￥900 ▼ ▼ ＝ ￥650（￥541） 

産地概況 

岐阜産主体に石川・静岡産の入荷。中旬から群馬産の入荷も始ま

り、各産地順調な入荷を見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 128％ 

小松菜 

￥376 ￥380 ＝ ▼ ＝ ￥300（￥279） 

産地概況 

石川産中心に埼玉産の入荷。各産地、上中旬は生育も良く前年よ

りやや多い入荷。下旬には平年並みを見込む。 

総入荷量 62ｔ 前年比 98％ 

菜類 

￥532 ￥530 ＝ ▼ ▼ ￥450（￥391） 

産地概況 

金時草は露地物の入荷が中旬頃で終了見込み。入荷量は少なく高

値推移。モロヘイヤ・つるむらさきは終了し下旬頃から中島菜の

入荷予定。 

総入荷量 32ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 

￥550 ￥500 ▼ ＝ ▲ ￥494（￥500） 

産地概況 

石川産主体に北海道・長野産の入荷。北海道・長野産は中旬頃に

終了予定。石川産は作付面積が増加しており、潤沢な入荷見込み。

価格は前年並みの見通し。 

総入荷量 85ｔ 前年比 60％ 

レタス 

￥184 ￥120 ＝ ▲ ▲ ￥168（￥203） 

産地概況 

長野・茨城産の入荷。上旬より茨城産が出回り安定した入荷を見

込む。価格は前年より安値を見込む。 

総入荷量 200ｔ 前年比 129％ 

生椎茸 

￥1,032 ￥1,000 ＝ ▼ ＝ ￥1,000（￥1,030）

産地概況 

石川産菌床椎茸中心に新潟・岐阜・富山・兵庫・徳島産の入荷。

各産地気温低下と共に順調な入荷となる見込み。又季節生産者の

出荷も始まる為数量は安定してくる。相場は平年並みを見込む。

総入荷量 46ｔ 前年比 104％ 

なめこ 

￥524 ￥550 ＝ ＝ ＝ ￥531（￥507） 

産地概況 

石川産中心に長野・新潟・岐阜産の入荷。県内は一名の生産者の

出荷。相場は平年より強いとみる。原木物は例年より入荷はやや

少ない予想 

総入荷量 16ｔ 前年比 107％ 

えのき 

￥227 ￥220 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥266） 

産地概況 

石川産中心に長野・新潟・富山産の入荷。石川産は例年より２割

減で他産地は順調な入荷を見込む。特に長野産は下旬頃より増産

見込み。相場は平年並みを予想。 

総入荷量 110ｔ 前年比 116％ 

しめじ 

￥435 ￥450 ▼ ＝ ＝ ￥530（￥571） 

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。最

盛期に入り、潤沢な入荷が見込まれる。相場は平年並みを見込む。

総入荷量 50ｔ 前年比 117％ 

アスパラ 

￥1,020 ￥1,050 ▼ ＝ ＝ ￥875（￥915） 

産地概況 

オーストラリア産主力の入荷。長崎産は例年より早く終了する予

定。オーストラリア産は下旬に向かい出荷量は減少傾向となり、

ニュージーランド産が加わる。 

総入荷量 12ｔ 前年比 116％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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 

￥3,637 ￥3,600 ＝ ▼ ▽ ￥3,200（￥2,561）

産地概況 

愛知産豊橋温室より入荷。作況は平年並みを見込む。秋の行楽シ

ーズンを迎え、一部業務の需要は高まるが全体の取引としてはや

や弱めと予想。 

総入荷量 4ｔ 前年比 91％ 

パプリカ 

￥569 ￥600 ＝ ▼ ＝ ￥590（￥589） 

産地概況 

オランダ・韓国産の輸入物中心の入荷。各産地ともに順調な入荷

を見込む。価格は前年並みの予想。 

総入荷量 16ｔ 前年比 111％ 

松茸 

￥14,849 ￥9,000 ▲ ＝ ▼ ￥12,000（￥12,148）

産地概況 

中国・韓国・アメリカ・カナダ・メキシコ産の輸入物と、石川・

長野産の国内産の入荷。各産地とも上・ 中旬を中心に出回りが

多い。下旬からは中国・アメリカが中心となり、価格はやや下げ

傾向。 

総入荷量 8ｔ 前年比 109％ 

三つ葉 

￥834 ￥830 ▼ ▼ ▼ ￥550（￥522） 

産地概況 

静岡産とぴあ・大久保、愛知産十四山・マル江の入荷。作況は昨

年並み、価格は昨年より若干高いとみる。 

総入荷量 9ｔ 前年比 101％ 

茗荷 

￥2,056 ￥1,700 ＝ ＝ ▽ ￥1,600（￥1,201）

産地概況 

高知県園芸連主力の入荷。作況は平年並みを見込む。気温の低下

と共に売り場も縮小傾向にあり、一部均一売りの企画商材として

引き合いはあるものの全体の引き取りは弱めと予想。 

総入荷量 3ｔ 前年比 105％ 

春菊 

￥1,158 ￥1,200 ▼ ▼ ＝ ￥800（￥506） 

産地概況 

岐阜産主力に石川産、中旬以降より愛知・群馬産の入荷。前半入

荷は若干少ないが中旬以降は各産地出揃い入荷も増える。相場は

昨年より高値を予想。 

総入荷量 10ｔ 前年比 111％ 

大根 

￥133 ￥130 ▲ ▼ ▼ ￥100（￥89） 

産地概況 

石川産主力に、青森・北海道・岐阜産の入荷。青森・北海道・岐

阜産は前半で終了予定。石川産は現状生育良好。但し他産地の早

期終了が見込まれ、前年より高値を見込む。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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） 
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かぶ 

￥310 ￥280 ＝ ▼ ▼ ￥220（￥180） 

産地概況 

青森産主力の入荷。台風の影響から数量は減る見込み。石川産個

選物の入荷が徐々に増量。価格は前年より高値を見込む。 

総入荷量 50ｔ 前年比 90％ 

人参 

￥302 ￥310 ＝ ＝ ▲ ￥330（￥98） 

産地概況 

北海道・青森共に台風により大きな被害を受けている。被害の少

ない産地も早期終了が予想される。平年のような潤沢な入荷は全

く不可能。極端な高値での推移が見込まれる。 

総入荷量 150ｔ 前年比 39％ 

蓮根 

￥627 ￥600 ▼ ▼ ＝ ￥570（￥567） 

産地概況 
石川産を中心に茨城・愛知産の入荷。太物中心の入荷を見込む。

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 

甘藷 

￥259 ￥265 △ ▲ ＝ ￥270（￥268） 

産地概況 

JA 金沢市五郎島さつまいも部会中心に茨城・鹿児島等の入荷。石

川産は掘り込み作業の為、下旬頃まで不安定な入荷が予想され、

高値推移が見込まれる。 

総入荷量 200ｔ 前年比 101％ 

里芋 

￥352 ￥345 ▼ ＝ ＝ ￥330（￥322） 

産地概況 

大阪産中心に宮崎・新潟産、下旬頃より福井産の入荷予定。各産

地ともに順調な入荷を見込む。 

総入荷量 30ｔ 前年比 94％ 

きゅうり 

￥319 ￥320 ▼ ▼ ▲ ￥270（￥266） 

産地概況 

石川産 JA 松任・小松・内浦、群馬産 JA 邑楽館林、福島産 JA ふ

くしま未来、山形産商系に加え、中下旬からは高知産園芸連の入

荷。東北産地は中旬にて終了。石川・群馬産の抑制作型は出荷ピ

ーク時だが 9 月中下旬の曇雨天の影響から大きな山にはならな

い見通し。 

総入荷量 247ｔ 前年比 102％ 

かぼちゃ 

￥218 ￥210 ＝ ▼ ▼ ￥160（￥144） 

産地概況 

北海道産主力に輸入物の入荷。北海道産は前半順調な入荷見込み

だが、中旬以降減少する見込み。輸入物は中旬からの予定。価格

は若干高いとみる。 

総入荷量 120ｔ 前年比 104％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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 

￥350 ￥370 ▼ ＝ ▼ ￥350（￥397） 

産地概況 

石川産 JA 金沢、高知産高知園芸連、群馬産 JA 邑楽館林、山形産

JA さがえ等の入荷。群馬・山形産は上中旬までの入荷となり、高

知産主力の入荷に切替わる。長茄子は石川産 JA 志賀・JA はくい、

群馬産 JA 邑楽館林、熊本産 JA 熊本市の入荷。茨城・石川産は上

中旬までの入荷で、熊本産は下旬に向けて増量見込み。 

総入荷量 105ｔ 前年比 114％ 

トマト 

￥304 ￥340 △ ▼ ▼ ￥350（￥405） 

産地概況 

石川産 JA 金沢・小松・松任・完熟トマト出荷組合に加え、10 日

前後より愛知産 JA 豊橋・愛知みなみの入荷。石川産は上中旬に

出荷ピーク、下旬には減少。愛知産は下旬に向け増量見込み。 

総入荷量 260ｔ 前年比 104％ 

ミニトマト

￥611 ￥700 △ ▼ ▼ ￥800（￥899） 

産地概況 

愛知・北海道産・長野・石川産の入荷。北海道産は上旬で終了見

込み。長野・石川産は入荷減少傾向、愛知産の入荷は徐々に増え

る見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 88％ 

ピーマン 

￥383 ￥390 ▼ ＝ ▼ ￥370（￥368） 

産地概況 

長野・北海道・茨城・鹿児島・高知産の入荷。長野・北海道産は

中旬頃終了。鹿児島産は上旬より販売開始、高知産は中旬頃より

入荷予定。 

総入荷量 55ｔ 前年比 128％ 

豆類 

￥1,070 ￥1,100 ▼ ▼ ＝ ￥1,000（￥890） 

産地概況 

キセラインゲンは鹿児島・福島・長野産の入荷。キヌサヤは青森・

北海道産の入荷。枝豆は山形の入荷で、中旬で終了見込み。千石

豆は石川産の入荷 

総入荷量 14ｔ 前年比 116％ 

ごぼう 

￥243 ￥240 ＝ ▼ ▼ ￥200（￥179） 

産地概況 
青森産の入荷。台風の影響はあるが順調な入荷となる。 

総入荷量 65ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥185 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥111） 

産地概況 

北海道産の入荷。台風による水害の被害から前年より下回る入荷

予想。男爵・メークインは L中心の入荷。 

総入荷量 240ｔ 前年比 81％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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 

長芋 

￥385 ￥380 ＝ ＝ ＝ \385（￥346） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地ともに春堀物の最終段階に入り、

数量は減少。相場は保合にて推移する。 

総入荷量 50ｔ 前年比 100％ 

たまねぎ 

￥135 ￥110 ▽ ▽ ＝ \95（￥71） 

産地概況 

北海道産の入荷。全道各産地ともに豊作基調のため、2L・L 大の

大玉中心に順調な入荷が見込まれる。相場は徐々に下げとなる予

想。 

総入荷量 560ｔ 前年比 102％ 

生姜 

￥715 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥662） 

産地概況 

高知産及び中国産の入荷。高知産は残量を見ながらの計画とな

る。 

総入荷量 16ｔ 前年比 107％ 

もやし 

￥119 ￥117 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥117） 

産地概況 
石川・岐阜（ベスト・成田もやし）・新潟産の順調な入荷。 

総入荷量 52ｔ 前年比 100％ 

筍缶 

￥717 ￥730 ＝ ＝ ＝ ￥730（￥738） 

産地概況 
中国産主力に国内産の入荷。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

漬物類 

￥730 ￥673 ＝ ＝ ＝ ￥670（￥676） 

産地概況 
県内の浅漬類中心に宮崎産の順調な入荷。 

総入荷量 3ｔ 前年比 100％ 

切干大根 

￥1,325 ￥1,350 ＝ ＝ ＝ ￥1,350（￥1,025）

産地概況 

宮崎産の入荷。30g・70g の袋物、10kg 原体共に順調な入荷が見

込まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 77％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２８ 年 １０ 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） 
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みかん 

￥200 \180 ＝ ▼ ▼ ￥170（￥172） 

産地概況 

福岡産は南筑後より日南１号の入荷。中旬以降北原早生も入荷す

る。和歌山産は JA 紀南より日南及び上野の入荷。長崎産は JA 長

崎せいひより極早生の入荷。干ばつの影響で小玉傾向、中心サイ

ズは S中心の入荷。 

総入荷量 700ｔ 前年比 103％ 

柿 

￥372 ￥350 ▼ ▼ ＝ ￥200（￥180） 

産地概況 

和歌山産は JA 紀の里より刀根早生・平核無の入荷。岐阜産は JA

大野から前半に西村早生、中旬から早生富有の入荷。愛知産はあ

いち三河より筆柿及び中旬から次郎柿の入荷。福岡産は JA 筑前

あさくらより上旬は西村柿、上旬から中旬は早秋・太秋、中旬か

らは早生富有の入荷。 

総入荷量 350ｔ 前年比 117％ 

梨 

￥213 ￥230 ▲ ＝ ＝ ￥270（￥261） 

産地概況 

石川産あきづきの入荷。昨年に比べ切り上がり早くほぼ終了。新

高梨は１回の販売。栃木産新高梨、新潟産新高梨・新興梨の入荷。

西洋梨は長野・山形産ラ・フランス主力の入荷。10 日中旬より入

荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 109％ 

ぶどう 

￥956 ￥1,000 ▼ ＝ ＝ ￥850（￥841） 

産地概況 

岡山産はシャインマスカット・甲斐路・アレキの入荷。長野産は

商系中心に露地物巨峰及びシャインマスカットの入荷。各産地前

進出荷により下旬、数量は減少する見込み。 

総入荷量 75ｔ 前年比 105％ 

いちじく 

￥580 ￥680 ＝ ▼ ▼ ￥600（￥600） 

産地概況 

愛知産は JA 西三河から連日入荷。石川産は JA はくい押水支所よ

り連日入荷。 

総入荷量 38ｔ 前年比 101％ 

栗 

￥670 ￥670 ＝ ＝ --- ￥600（￥522） 

産地概況 

石川・茨城産主力に岐阜・山形産の入荷。天候不順等により半作

に近い出荷量。前進出荷から切り上がりも早い見込み。 

総入荷量 10ｔ 前年比 59％ 
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メロン 

￥600 ￥700 △ ＝ ▲ ￥850（￥840） 

産地概況 

石川産アールスは 5・6 玉中心の入荷で、中旬までの入荷予定。

静岡産は数量が前年並みの出荷で安定した入荷を見込む。北海道

産は中旬から減少する見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 100％ 

りんご 

￥250 ￥230 ▼ ＝ ▼ ￥233（￥237） 

産地概況 
青森産早生ふじ・トキの入荷。玉流れは 36 玉中心。 

総入荷量 300ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥150 ￥150 ＝ ▼ ▼ ￥145（￥139） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は干ばつの影響

で入荷量は少なく、特にハイランド商品の入荷減少。価格は昨年

より高値相場と予想。 

総入荷量 820ｔ 前年比 96％ 

オレンジ 

￥170 ￥170 ＝ ＝ ＝ ￥170（￥172） 

産地概況 

オーストラリア産及び南アフリカ産の入荷。オーストラリア産バ

レンシア中心の入荷で生育は前年並みだが、出荷は前進してい

る。中玉中心の順調な入荷で並みの単価推移。 

総入荷量 40ｔ 前年比 118％ 

グレープ 

フルーツ 

￥153 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥129） 

産地概況 

前半は南アフリカ産、後半よりこれにメキシコ産が加わる。南ア

メリカ産の切り上りは前年より早く単価も前年より強保合予想。

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

レモン 

￥279 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥316） 

産地概況 
チリ産の安定した入荷。相場は前年より弱保合予想。 

総入荷量 28ｔ 前年比 112％ 

パイン 

アップル 

￥190 ￥190 ＝ ▼ ▼ ￥180（￥175） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。９・１０玉中心の小玉傾向であるが大玉は

８・９月より回復する見込み。相場は前年並みの見込み。 

総入荷量 34ｔ 前年比 147％ 

キウイ 

フルーツ 

￥448 ￥448 ＝ ＝ ＝ ￥440（￥432） 

産地概況 

ニュージーランド産グリーンキウイの安定した入荷を見込む。価

格は保合いにて推移する。 

総入荷量 16ｔ 前年比 133％ 


