
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥100 ￥95 ＝ ▼ ＝ ￥83（￥73） 

産地概況 

茨城産主力に長野産の入荷。茨城産は終盤で巻が若干甘く、価格

は下げ予想。長野産は中旬頃より徐々に増量の予定。価格は昨年

より若干高値予想。 

総入荷量 180ｔ 前年比 123％ 

キャベツ 

￥114 ￥85 ▲ ＝ ▼ ￥87（￥110） 

産地概況 

愛知産主力に茨城・石川・長野産の入荷。長野産は中下旬より入

荷開始予定。やや干ばつ傾向と見られ、平年に比べ愛知産の出荷

は減少気味。 

総入荷量 550ｔ 前年比 131％ 

ねぎ 

￥401 ￥400 ＝ ▲ ▲ ￥428（￥428） 

産地概況 

茨城産バラ物主体に大分・石川産結束物の入荷。大分・石川産の

入荷は中旬より出回る予定。茨城産はピーク期に入り、価格は若

干下げの予想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 101％ 

青ねぎ 

￥680 ￥650 ＝ ▲ ▲ ￥813（￥860） 

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、高温から伸びが遅くなり葉先やけ等が懸念される。単価は

上昇する見通し。 

総入荷量 16ｔ 前年比 92％ 

ほうれん草

￥475 ￥430 ▲ ＝ ▲ ￥530（￥567） 

産地概況 

岐阜・石川・静岡・茨城産主体の入荷。JA ひだの高冷地物が主力

となり、気温上昇と共にその他の平地の生産量が減る傾向。 

総入荷量 52ｔ 前年比 112％ 

小松菜 

￥234 ￥230 ▲ ＝ ＝ ￥269（￥270） 

産地概況 

石川産主体に岐阜・茨城産の入荷。比較的生育が順調で安定した

入荷見込み。価格も昨年並みで推移するものと思われる。 

総入荷量 52ｔ 前年比 109％ 

菜類 

￥324 ￥320 ＝ ▲ ▲ ￥542（￥594） 

産地概況 

金時草は石川産主体の入荷。ハウス物が中心となるが中下旬に向

かい露地物が加わる。水菜は石川産主力に茨城産の入荷。生育も

良好で昨年並みの価格推移。 

総入荷量 12ｔ 前年比 119％ 

ブロッコリー

￥348 ￥500 ▽ ＝ ＝ ￥427（￥538） 

産地概況 
石川産主力に下旬より北海道産の入荷。潤沢な入荷見通し。 

総入荷量 110ｔ 前年比 111％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥127 ￥80 △ ＝ ＝ ￥93（￥96） 

産地概況 
長野産主体に群馬産の入荷。安定した入荷見通し。 

総入荷量 210ｔ 前年比 110％ 

しそ 

￥--- ￥--- ▲ ▼ ▽ ￥270（￥272） 

産地概況 

石川産を主体に愛知産の入荷。中旬より入荷が始まり、下旬に向

かい最盛期となる。価格は昨年並みと予想。 

総入荷量 23ｔ 前年比 103％ 

生椎茸 

￥851 ￥850 ＝ ▲ ＝ ￥926（￥947） 

産地概況 

石川産菌床物主力に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。各産地出

荷の波はあるものの概ね順調な入荷が見込まれる。石川産は大玉

中心の入荷。気温上昇と共に A品の割合増加の見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 105％ 

なめこ 

￥454 ￥440 ＝ ＝ ▼ ￥375（￥398） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。各産地、若干の計画減産はあるもの

の概ね順調な入荷見込み。石川産はやや種菌不良の様子が伺え、

入荷に波が出そう。小玉傾向。 

総入荷量 12ｔ 前年比 105％ 

えのき 

￥175 ￥173 ＝ ＝ ▼ ￥167（￥217） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。石川産は下旬より一時休業となり、

9日より再出荷となる。長野産は減産するも前年を上回る出荷とな

り安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 45ｔ 前年比 111％ 

しめじ 

￥402 ￥357 ＝ ＝ ▼ ￥338（￥327） 

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

全農長野物は減産しており前年の 8 割作。各産地、計画減産に入

り出荷量は少なくなっているが、不需要期なので価格には影響な

い予想。 

総入荷量 37ｔ 前年比 98％ 

アスパラ 

￥1,609 ￥1,500 ＝ ▼ ＝ ￥1,304（￥1,337）

産地概況 

石川・長野・山形・長崎産等の入荷。今年産の春芽は全国的な不

作となり九州地区を主体に夏芽の出回りに期待が持たれる。 

総入荷量 20ｔ 前年比 93％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

パプリカ 

￥394 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥522（￥376） 

産地概況 

高知産園芸連、茨城・大分産商系の国内産と韓国産輸入物の入荷。

国内産は中下旬まで潤沢な入荷を見込む。韓国産は夏作への切り

替えの為上旬より減少。特に黄色の小玉が少ない。 

総入荷量 23ｔ 前年比 59％ 

大葉 

￥3,195 ￥3,000 ▼ ＝ ＝ ￥3,000（￥2,984）

産地概況 

愛知県豊橋温室園芸組合主力の入荷。現在のところ生育順調と見

られ、安定した入荷を予想する。業務の需要は大きなイベントも

なくやや鈍めであるが、気温上昇と共に量販店での薬味商材の売

り場が拡がるので、保合相場を予想する。 

総入荷量 3.4ｔ 前年比 95％ 

茗荷 

￥1,563 ￥1,550 ＝ ＝ ＝ ￥1,500（￥1,400）

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。当月は出荷の最盛期へ向かう月であり、

潤沢な入荷を予想する。6 月 13 日が「良い茗荷の日」という事も

有り、各地で企画等が組まれ、荷動きは良好と予想する。 

総入荷量 17ｔ 前年比 106％ 

大根 

￥109 ￥100 ＝ ▲ ▼ ￥100（￥92） 

産地概況 

千葉産は末期となり上旬で終了見込み。青森・石川産主力の入荷

を見込むが、石川産は今年も面積減少から出回りは少ない。早け

れば月末より岐阜高冷地産の入荷を見込む。青森産は中旬には境

期が発生する恐れあり。 

総入荷量 450ｔ 前年比 133％ 

かぶ 

￥122 ￥200 ＝ ▼ ＝ ￥181（￥180） 

産地概況 

新潟産は春先の強風の影響から、少ないままで出荷終了。青森産

に切り替わる。青森産は順調な入荷見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 106％ 

人参 

￥120 ￥150 ▲ ▲ ＝ ￥150（￥133） 

産地概況 

徳島産はほぼ終了となり、岐阜産主力となる。岐阜産は今年度よ

り持ち寄り共販から共同撰果品となる。月末頃より青森産の入荷

を見込む。 

総入荷量 400ｔ 前年比 108％ 

蓮根 

￥569 ￥450 ▲ ▲ ▲ ￥1,000（￥1,447）

産地概況 

上旬は石川産、中旬以降は愛知産主力の入荷。石川産は前年に比

べ残量が多く、安値推移。愛知産は前年並みの入荷見込み。 

総入荷量 10ｔ 前年比 150％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

甘藷 

￥157 ￥200 △ ＝ ＝ ￥320（￥368） 

産地概況 

高知産中心に一部石川・茨城・千葉産等の入荷。高知産はやや面

積減だが、前年並みの入荷見込み。石川産等の貯蔵物は前年より

貯蔵量少なく、中旬頃までの入荷。 

総入荷量 30ｔ 前年比 115％ 

里芋 

￥355 ￥550 ＝ ▽ ▽ ￥500（￥504） 

産地概況 

鹿児島産石川里芋と下旬より宮崎産の入荷。鹿児島産は天候に大

きく左右されるが、概ね順調な入荷見込み。 

総入荷量 6ｔ 前年比 100％ 

らっきょう

￥783 ￥700 ＝ ＝ ▽ ￥770（￥701） 

産地概況 

石川・徳島産主力に高知・福井産の入荷。石川産は生産者の高齢

化も有り昨年より入荷減の見込み。 

総入荷量 24ｔ 前年比 100％ 

梅 

￥619 ￥700 ▼ ▼ ▼ ￥400（￥369） 

産地概況 

和歌山産を中心に福井産、下旬から石川産の入荷。和歌山産はや

や小玉傾向、産地での加工需要が強く高値で推移する予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 83％ 

胡瓜 

￥226 ￥230 ▲ ▼ ▼ ￥210（￥246） 

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。石川産は中旬まで出荷ピーク、その後減

少。群馬産月末に向け減少。東北産は月末に向け増量。梅雨の天

候次第だが、前年を上回る入荷見込み。 

総入荷量 360ｔ 前年比 107％ 

太胡瓜 

￥182 ￥150 ＝ ＝ ▼ ￥145（￥157） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市の入荷。今月一杯が出荷ピーク。M9 本入り中心に

L8 本入り、S10 本入りの玉流れ。順調な入荷見込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 108％ 

南瓜 

￥245 ￥220 ＝ ＝ ▼ ￥210（￥205） 

産地概況 

鹿児島・石川産とメキシコ産の入荷。鹿児島産は天候の影響から

小玉傾向。メキシコ産は大玉傾向で順調な入荷を見込む。 

総入荷量 160ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

茄子 

￥375 ￥330 ▼ ＝ ▼ ￥320（￥383） 

産地概況 

高知産園芸連、愛知産 JA 豊橋、群馬産 JA 館林・新田みどり、山

形産 JA さがえ、石川産 JA 金沢市の入荷。高知・愛知産は中旬以

降減少、群馬産は中旬以降から増量、山形・石川産は下旬頃から

開始予定。長茄子は熊本産 JA 熊本市、茨城産 JA 館林の入荷。熊

本産は中旬以降減少、茨城産は中旬以降から開始予定。 

総入荷量 180ｔ 前年比 105％ 

トマト 

￥266 ￥250 ▲ ▲ ▼ ￥270（￥278） 

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。石川産は最盛期を迎え、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 490ｔ 前年比 104％ 

ミニトマト

￥486 ￥550 ▲ ▲ ▼ ￥540（￥638） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・JA ひまわり・JA 海部・西三河・尾張倉庫、熊本

産 JA 熊本市、石川産のとやさい出荷組合・はくい農協の入荷。愛

知・熊本産は徐々に入荷減少。石川産は前半入荷少ない見込み。 

総入荷量 100ｔ 前年比 108％ 

ピーマン 

￥332 ￥300 ▽ ＝ ▼ ￥270（￥286） 

産地概況 

高知産園芸連、茨城産商系の入荷。高知産は中旬以降減少。茨城

産は順調な入荷も、運送面で不安定な入荷となる見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 115％ 

豆類 

￥884 ￥900 ▼ ▼ ＝ ￥800（￥781） 

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島・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石川・福島産の入荷。枝豆は岐阜・

群馬産の入荷。砂糖豌豆は静岡・石川産の入荷。ピース、千石豆

は石川産の入荷。 

総入荷量 46ｔ 前年比 121％ 

スイート 

コーン 

￥527 ￥450 ▼ ▼ ＝ ￥290（￥255） 

産地概況 

愛知産 JA 愛知みなみからの入荷。生育は順調だが昨年より 1週間

程度遅れている。本年産は作付面積が昨年より 1～2割減。天候次

第だが中旬以降増量見込み。イエロー系主力の入荷でホワイト系

の入荷も有り。 

総入荷量 121ｔ 前年比 95％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

ごぼう 

￥267 ￥270 ▲ ＝ ＝ ￥300（￥321） 

産地概況 

群馬産の入荷。本年産は干ばつの影響により生育が遅れ細物中心

の出荷が予想される。 

総入荷量 55ｔ 前年比 102％ 

馬鈴薯 

￥152 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥207） 

産地概況 

長崎産主体に静岡産の入荷。長崎産は L中心に順調な入荷見込み。

静岡産は前年並みの入荷が予想される。 

総入荷量 420ｔ 前年比 114％ 

長芋 

￥457 ￥460 ＝ ＝ ＝ ￥460（￥345） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地共、前年の生育期の天候不良の影

響より平年の 7 割作で、全体量の少なさに加え下級品率が高い。

価格は高値推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 102％ 

たまねぎ 

￥97 ￥95 ▲ ▲ ▲ ￥100（￥136） 

産地概況 

愛知産主体に兵庫・大阪等府県産の入荷。各産地、順調な入荷見

込み。愛知産は下旬前半で終了する見込みで、全体量は徐々に減

少する。 

総入荷量 430ｔ 前年比 110％ 

しょうが 

￥759 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥800（￥805） 

産地概況 

高知及び中国産の入荷。高知産は順調な入荷で、新生姜 4kg 箱も

入荷。 

総入荷量 35ｔ 前年比 104％ 

もやし 

￥118 ￥116 ＝ ＝ ＝ ￥117（￥117） 

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 55ｔ 前年比 107％ 

筍缶 

￥411 ￥410 ＝ ＝ ＝ ￥600（￥614） 

産地概況 
国内産主力に中国産の入荷。 

総入荷量 4ｔ 前年比 85％ 

漬物類 

￥635 ￥650 ＝ ＝ ＝ ￥700（￥700） 

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 2.1ｔ 前年比 95％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

切干大根 

￥1,584 ￥1,550 ＝ ＝ ＝ ￥1,500（￥1,293）

産地概況 
宮崎・鹿児島産の入荷。 

総入荷量 2.3ｔ 前年比 130％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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ハウス 

みかん 

￥1,672 ￥1,500 ▽ ▼ ▼ ￥950（￥946） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡市より入荷。上旬まで出荷量減だが、中旬以降増

量見込み。週 3 回の入荷。佐賀産は JA からつより 350g パック物

中心の入荷。 

総入荷量 31ｔ 前年比 100％ 

桃 

￥3,031 ￥2,400 ▼ ▼ ▼ ￥622（￥596） 

産地概況 

上中旬は山梨・長崎産他ハウス物の入荷。下旬より山梨・和歌山

産露地物の入荷。昨年に比べ若干遅れの入荷予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 

プラム 

￥1,080 ￥1,000 ▽ ▼ ▼ ￥500（￥540） 

産地概況 

和歌山産は JA 紀南・紀の里より入荷で、10 日頃ピークを迎える。

前年より多いが平年より少ない。山梨産は JA こまの及び八代より

入荷。20 日より入荷予定で春先の低温で不作予想。石川産は JA は

くいより入荷。月末より入荷予定。 

総入荷量 15ｔ 前年比 107％ 

桜桃 

￥4,060 ￥3,500 ▽ ▽ ▼ ￥1,500（￥1,380）

産地概況 

山形産は JA やまがた・ひがしね主体の入荷。生育が 7日程度遅く、

第二週より紅さやか露地物の入荷。主力の佐藤錦は第三週より入

荷見込みで 23 日以降ピークの予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 

ぶどう 

￥1,500 ￥1,000 ▼ ▼ ▼ ￥1,100（￥1,098）

産地概況 

大粒ぶどうは G 巨峰中心に山梨産統一共撰の入荷。デラウエアは

上中旬に大阪産、下旬以降は石川産加温の入荷。 

総入荷量 50ｔ 前年比 110％ 

いちじく 

￥1,280 ￥1,280 ＝ ＝ ＝ ￥1,380（￥1,383）

産地概況 

愛知産のハウス物の入荷。JA 西三河からの連日入荷となる。当月

前半は天候次第だが一旦谷を迎え、その後徐々に回復する見込み。

総入荷量 5ｔ 前年比 104％ 

メロン 

￥907 ￥950 ▼ ＝ ▼ ￥900（￥894） 

産地概況 

アールスメロンは静岡・高知産中心の入荷。静岡産は夏品種へと

切り替わり小玉傾向、高知産は順調な入荷。アンデス・クインシ

ー等は茨城産中心の入荷。イエローキングは愛知産 JA 愛知みなみ

より２L中心の順調な入荷。 

総入荷量 200ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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西瓜 

￥280 ￥230 ▼ ＝ ▼ ￥465（￥464） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市より 12 日頃からハウス物の入荷が始まる。平

年並みの作柄。 

総入荷量 470ｔ 前年比 400％ 

小玉西瓜 

￥360 ￥333 ▼ ＝ ▼ ￥210（￥208） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市より 5日頃からハウス物の入荷が開始。五郎島

地区の個撰物も順次スタート。群馬産は JA 新田みどりより中旬頃

まで入荷予定。 

総入荷量 100ｔ 前年比 102％ 

バナナ 

￥119 ￥120 ＝ ＝ ＝ ￥120（￥151） 

産地概況 

主力産地はフィリピン・南米産で各産地共順調な作況。順調入荷

から前年より安値で推移。 

総入荷量 1,000ｔ 前年比 102％ 

オレンジ 

￥263 ￥260 ▼ ＝ ＝ ￥230（￥210） 

産地概況 

カリフォルニア産バレンシア主力の入荷。中玉・小玉を中心に安

定した入荷が見込まれ保合での市況推移。月末よりオーストラリ

ア産ネーブルもスタート。 

総入荷量 80ｔ 前年比 101％ 

グレープ 

フルーツ 

￥182 ￥180 ▼ ＝ ＝ ￥170（￥168） 

産地概況 

前半はフロリダ産残量が主体で中旬より南アフリカ産の安定した

入荷。中玉を中心にルビー及びホワイトも入荷は安定している。

前年並みでの市況推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 102％ 

レモン 

￥354 ￥350 ＝ ＝ ＝ ￥350（￥317） 

産地概況 

上中旬はカリフォルニア産、中下旬よりこれにチリ産が加わる。

カリフォルニア産は入荷量少ない。チリ産は小玉中心で保合での

市況推移。 

総入荷量 25ｔ 前年比 104％ 

パイン 

￥185 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥185） 

産地概況 

フィリピン産中心の入荷。大玉・小玉サイズ共に順調な入荷。価

格は前年並みで推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 136％ 

キウイ 

フルーツ 

￥516 ￥500 ＝ ＝ ＝ ￥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。両品種共に前

年より大玉傾向の入荷。保合での市況推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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）
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チェリー 

￥1,550 ￥1,300 ▽ ▽ ＝ ￥1,200（￥1,219）

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。各

産地共に順調な入荷。相場は前年並みを予想。 

総入荷量 70ｔ 前年比 100％ 


