
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥72 ￥100 ＝ ▼ ▼ ￥65（￥49） 

産地概況 

長野産干ばつの影響があり、巻があまく若干入荷は少ない見込み。

中旬以降長野産全域に出回り入荷増。価格は昨年より高い予想。 

総入荷量 201ｔ 前年比 117％ 

キャベツ 

￥91 ￥105 ＝ ▼ ▽ ￥68（￥56） 

産地概況 

群馬産主体に長野・茨城産の入荷。中旬頃より出荷量も増加する見

込み。価格は昨年よりやや高い予想。 

総入荷量 620ｔ 前年比 114％ 

ねぎ 

￥401 ￥425 ＝ ▼ ▼ ￥382（￥379） 

産地概況 

茨城産 5 ㎏バラ物中心に、大分・石川産結束物の入荷。梅雨に入り

太物が若干少ない見込み。中旬以降は順調な入荷を見込むが、価

格は昨年より高値予想。 

総入荷量 76ｔ 前年比 104％ 

青ねぎ 

￥609 ￥610 ▲ △ ＝ ￥936（￥974） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産の入荷。高温の影響から出荷はやや減少し、また

中旬の連休に向け、価格は上昇する見込み。 

総入荷量 16ｔ 前年比 99％ 

ほうれん草 

￥618 ￥560 ＝ ▲ ＝ ￥600（￥652） 

産地概況 

岐阜・石川・静岡産の入荷。岐阜産は高冷地（ひだ地区）からの入荷

で安定した入荷見込み。静岡産は上旬が少なめであるが、中旬以降

が増加見込み。 

総入荷量 35ｔ 前年比 119％ 

小松菜 

￥284 ￥270 ＝ ▲ ＝ ￥300（￥305） 

産地概況 

石川・岐阜産主体の入荷。石川産は河北潟を中心に個人物の入荷

が順調の見込み。価格はほぼ昨年並みと予想。 

総入荷量 45ｔ 前年比 114％ 

菜類 

￥446 ￥420 ＝ ▲ ＝ ￥541（￥554） 

産地概況 

水菜は石川・茨城産中心の入荷。石川産は昨年と同様の入荷量と思

われる。金時草は石川産中心で露地作の入荷。出始めが遅れたも

のの 7月は順調な入荷予定。 

総入荷量 13ｔ 前年比 107％ 

ブロッコリー

￥449 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥450（￥462） 

産地概況 

上中旬は石川産主体となり、下旬からは北海道・長野産主体の扱い

となる。 

総入荷量 100ｔ 前年比 95％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥114 ￥80   ▼ ▲ ▲ ￥117（￥95） 

産地概況 

長野産主体の入荷。7 月上旬にて準高冷地物の出荷もほぼ終了とな

る。徐々に価格は上昇する見込み。 

総入荷量 210ｔ 前年比 87％ 

赤じそ 

￥720 ￥450 ▼ ▼ --- ￥200（￥171） 

産地概況 

石川産主体に愛知産の入荷。愛知産は 7 月 4 日入荷が最終販売と

なる。石川産は 6 月時期の低温・干ばつの影響で 1 週間程出遅れた

が、上旬がピークとなる。 

総入荷量 7ｔ 前年比 117％ 

生椎茸 

￥817 ￥800 ＝ ＝ ▼ ￥857（￥826） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・徳島産の入荷。各産地順調な入荷

が見込まれる。夏季を迎え高温が予想される為、小玉傾向で下級品

の割合増の見込み。例年より大玉は少ない予想。 

総入荷量 28ｔ 前年比 100％ 

なめこ 

￥430 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥389（￥386） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。石川産は例年減産に入るが本年はフ

ル生産で出荷に臨む。一番取りが増えるので小玉傾向となる。 

総入荷量 9ｔ 前年比 100％ 

えのき 

￥162 ￥150 ＝ ＝ ▼ ￥188（￥207） 

産地概況 

長野産の入荷。石川産は 9 月上旬まで休みとなる。長野産は過剰生

産であったが減産が進み JA 中野市を中心にやや出荷不足気味。し

かし不需要期の為徐々に落ち着くと思われる。 

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

しめじ 

￥344 ￥340 ＝ ＝ ▼ ￥314（￥317） 

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

減産に入り、入荷不安定となる。しかし不需要期の為徐々に落ち着く

と思われる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

アスパラ 

￥1,540 ￥1,500 ▼ ＝ ▼ ￥1,250（￥1,138） 

産地概況 

長崎・石川・長野・佐賀・熊本・福岡産等の入荷。各産地共春芽と同

様、昨年よりも出荷量が少ない予想。価格は昨年より高値で推移す

る見込み。 

総入荷量 15ｔ 前年比 70％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥520 ￥520 ＝ ▼ ▼ ￥510（￥460） 

産地概況 

高知産園芸連からの入荷。週 2 回の安定した入荷。韓国産は一部で

は作柄が切り替わるが順調な入荷を見込む。 

総入荷量 18t 前年比 100％ 

大葉 

￥2,873 ￥3,200 △ △ ＝ ￥3,700（￥4,023） 

産地概況 

愛知産豊橋温室農協からの入荷。6月が空梅雨気味であった為現状

の見通しでは平年並みの出回りを見込む。前月よりは業務の引き合

いを見込む。また薬味商材の売り場も拡がりつつあるので相場はや

や強めを見込み。 

総入荷量 4ｔ 前年比 103％ 

三つ葉 

￥460 ￥460 ＝ ▲ ▲ ￥600（￥623） 

産地概況 
愛知産を主力の入荷。順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 7ｔ 前年比 100％ 

茗荷 

￥1,423 ￥1,500 △ ＝ ＝ ￥1,680（￥1,660） 

産地概況 

高知県園芸連からの入荷。最盛期は過ぎたものの潤沢な入荷が見

込まれる。需要期ということも有り価格はやや強めの展開を予想。 

総入荷量 17ｔ 前年比 103％ 

松茸 

￥61,058 ￥55,000 ▽ ＝ ＝ ￥5,200（￥4,991） 

産地概況 

中国産中心の入荷。本格的な入荷は10日以降で価格は徐々に下げ

と予想。 

総入荷量 2.5ｔ 前年比 110％ 

大根 

￥110 ￥120 ▼ ▼ ＝ ￥100（￥118） 

産地概況 

北海道・岐阜・青森産の入荷。前月の高騰への反動も有り、当面単

価は弱保合見込みも、平年よりは高値見込み。前年は極端な入荷減

から高値推移となったが、今年度は前年度より安値に推移する見込

み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 135％ 

かぶ 

￥163 ￥170 ＝ ▲ ＝ ￥180（￥181） 

産地概況 

青森産主力の入荷。不安定だった天候も徐々に回復し、生育順調。

中旬頃まで 3L 中心の入荷見込み。 

総入荷量 38ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥127 ￥140 ▲ ＝ ▲ ￥150（￥144） 

産地概況 

青森産主力に和歌山産他の入荷。早ければ月末頃より北海道産の

入荷を見込む。前段産地の岐阜産が早期終了となり、青森産への切

り替えはスムーズに運ぶ見込み。前年より多少高い見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 126％ 

蓮根 

￥1,095 ￥1,000 ▼ ▼ ▼ ￥1,050（￥1,116） 

産地概況 
愛知産主力に熊本産等の入荷。各等階級安定した入荷予定。 

総入荷量 7ｔ 前年比 106％ 

甘藷 

￥301 ￥280 ＝ ▽ ▽ ￥250（￥252） 

産地概況 

高知産を中心に上旬から静岡産の入荷。高知産は中旬頃で終了予

定。静岡産は前年並みの単価でスタートする見込み。 

総入荷量 65ｔ 前年比 100％ 

里芋 

￥555 ￥500 ▼ ＝ ＝ ￥470（￥400） 

産地概況 
宮崎産主体の入荷。小玉傾向で出荷量やや減の見込み。 

総入荷量 8ｔ 前年比 93％ 

梅 

￥513 ￥560 ＝ --- --- ￥550（￥393） 

産地概況 

石川産主体の入荷。上旬までの入荷見込み。小玉傾向で L・M サイ

ズ中心の入荷となる。 

総入荷量 5ｔ 前年比 140％ 

ズイキ 

￥--- ￥420 ＝ ＝ ＝ ￥420（￥464） 

産地概況 

石川産 JA 小松市の入荷。生育やや遅れているが、前年並みの入荷

を見込む。 

総入荷量 3ｔ 前年比 115％ 

きゅうり 

￥259 ￥215 △ △ ▽ ￥290（￥337） 

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金沢市・JA松任他の入荷。石川産ハウス物は上旬にてほぼ終

了し、以後は露地物の個人出荷となる。他の福島・山形・長野産は下

旬に向け増量、7 月下旬から 8月上旬が出荷ピークとなる。 

総入荷量 195ｔ 前年比 102％ 

太胡瓜 

￥137 ￥135 ▲ △ ▼ ￥205（￥209） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市中心に、米林農園の入荷。JA 金沢市については

上旬までがピーク、中旬以降は減少となる。米林農園については

徐々に増量見通し。 

総入荷量 40ｔ 前年比 121％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥223 ￥220 ＝ ▲ ▲ ￥210（￥206） 

産地概況 

鹿児島・長崎・石川産の入荷。各産地7月上旬にピークを迎える見込

み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 93％ 

なす 

￥350 ￥370 ▼ ＝ ▼ ￥350（￥383） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市他個撰、群馬産 JA 新田みどり・館林、山形産 JA

さがえ、茨城産商系の入荷。長茄子は茨城産 JA 館林の入荷。各産

地、中旬頃ピークを迎える見込み。 

総入荷量 145ｔ 前年比 104％ 

トマト 

￥258 ￥310 ＝ ▼ ▼ ￥270（￥277） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦町・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、岐阜産個人物の入荷。愛知・岐阜

産個人物は中旬頃で終了。石川産は中旬頃より減少。岐阜産夏秋

作 JA 飛騨は前月までの夜温の低下から前年より出遅れ、現在の所

20 日前後からの入荷を見込む。 

総入荷量 300ｔ 前年比 108％ 

ミニトマト 

￥568 ￥580 ▲ ＝ ▼ ￥630（￥599） 

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。愛知産 JA 豊橋・

ひまわり・西三河・海部の入荷。熊本産熊本市農協、長野産ながの

農協、北海道産石狩農協の入荷。 

総入荷量 70t 前年比 99％ 

ピーマン 

￥231 ￥300 ▲ ▲ ＝ ￥360（￥439） 

産地概況 

長野産 JA ながの、北海道産 JA 新冠の入荷。各産地、中旬以降増

量見込み。 

総入荷量 50t 前年比 120％ 

豆類 

￥812 ￥700 ▲ ＝ ＝ ￥750（￥841） 

産地概況 

枝豆は岐阜・群馬・山形産の入荷。キヌサヤは青森・長野・北海道産

の入荷。インゲンは石川・高知産の入荷。スナップ豌豆は青森・北海

道産の入荷。そらまめは青森産の入荷。 

総入荷量 35t 前年比 112％ 

コーン 

￥305 ￥259 ▽ ＝ ＝ ￥210（￥199） 

産地概況 

愛知・茨城産の入荷。下旬より長野産の入荷。愛知産は作付面積が

減っておりやや少なめの出回りを見込む。企画を組んでの販売が多

く引き合いは強めである。 

総入荷量 110ｔ 前年比 88％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

ごぼう 

￥215 ￥200 ▼ ＝ ＝ ￥180（￥248） 

産地概況 

群馬産の入荷。7 月中旬に畑が切り替わり出荷のピークが過ぎると

思われる。また中下旬頃には石川産サラダ牛蒡も開始される。 

総入荷量 60t 前年比 109％ 

馬鈴薯 

￥146 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥192） 

産地概況 

長崎・静岡産主体に石川・青森・関東産の入荷。青森産を除く各産地

は小玉傾向。長崎産は上旬頃で終了予定。石川産は中旬頃より入

荷予定。青森産はメークイン主体の入荷。 

総入荷量 150t 前年比 101％ 

長芋 

￥496 ￥490 ＝ △ △ ￥500（￥361） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。両産地ともに前年の 7 割作で下級品比率が

高い。最需要期に向かい、高単価で推移する見込み。 

総入荷量 60ｔ 前年比 85％ 

たまねぎ 

￥103 ￥105 ＝ △ △ ￥130（￥165） 

産地概況 

兵庫産主力に香川・富山・大阪産等各府県産の入荷。香川・大阪産

は前半まで、兵庫・富山産は順調な入荷予想であるが、各産地大玉

比率は低め。L・M 中心の入荷予想。相場は後半に向け緩やかに上

昇。 

総入荷量 320ｔ 前年比 100％ 

生姜 

￥784 ￥780 ＝ ＝ ＝ ￥780（￥775） 

産地概況 

高知産及び中国産主力の入荷。高知産は囲生姜を中心に順調な入

荷見込み。新生姜は前年並みの予想。 

総入荷量 40t 前年比 111％ 

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％ 

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％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

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 ２９ 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 

￥952 \900 ＝ ＝ ＝ ￥900（￥869） 

産地概況 

佐賀産は JA 唐津より週３回の入荷。例年並みの入荷量の予定。愛

知産は JA蒲郡市より週 4回の入荷。前年並みの入荷見込み。 

総入荷量 40ｔ 前年比 108％ 

桃 

￥1,045 ￥800 ▼ ▼ ▼ ￥556（￥562） 

産地概況 

山梨産主力に和歌山産の入荷。上旬は日川白鳳、中旬から白鳳の

入荷見通し。JA 金沢市の桃が下旬より入荷する。 

総入荷量 180ｔ 前年比 111％ 

プラム 

￥664 ￥600 ▼ ＝ ＝ ￥480（￥460） 

産地概況 

山梨産は JA こま野及び笛吹よりソルダム他の入荷。山形産は上旬

から大石早生の入荷。石川産は JA はくいより大石早生及びサマー

エンジェルの入荷。天候不順により不作傾向。 

総入荷量 20ｔ 前年比 83％ 

西瓜 

￥170 ￥160 ▼ ▼ ▼ ￥140（￥140） 

産地概況 

石川産はJA金沢市より露地物の入荷。中旬頃ピークで25日頃終了

予定。JA 志賀の露地物が中旬頃より入荷開始。山形産は JA さがえ

西村山より下旬からの入荷。 

総入荷量 950ｔ 前年比 103％ 

小玉西瓜 

￥220 ￥200 ▼ ▼ ▼ ￥175（￥171） 

産地概況 

石川産は JA 金沢市を中心に JA 志賀・個撰物の入荷。上旬から中

旬がピーク、20 日頃終了予定。山形産は JA さがえ西村山より下旬

からの入荷。 

総入荷量 140ｔ 前年比 101％ 

ぶどう 

￥1,200 ￥900 ▲ ▼ ▽ ￥1,150（￥1,104） 

産地概況 

山梨産は上旬に巨峰が八代支所より入荷。石川産デラウェアは海の

日前後がピーク予定。岡山産はシャインマスカット中心にアレキ・G ピ

オーネ・瀬戸ジャイアンツの入荷。長野産は商系より種無巨峰中心に

シャインマスカットの入荷。 

総入荷量 110ｔ 前年比 106％ 

いちじく 

￥1,450 ￥1,450 ＝ ▼ ▽ ￥1,350（￥1,340） 

産地概況 
愛知産 JA西三河よりハウス物の入荷。 

総入荷量 7ｔ 前年比 114％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

--- --- --- ▼ ▼ ￥450（￥474） 

産地概況 

中旬より佐賀産及び福岡産からの入荷。昨年に比べ出荷で遅れてい

る。下旬より石川産新水の入荷。 

総入荷量 23ｔ 前年比 108％ 

りんご 

￥280 ￥320 △ △ △ ￥350（￥387） 

産地概況 

青森産ふじ・ジョナゴールドを中心の入荷。残量僅かの為引き合いは

強く、価格は高騰する見込み。 

総入荷量 70ｔ 前年比 118％ 

桜桃 

￥1,516 ￥1,200 ▲ ＝ ＝ ￥1,350（￥1,240） 

産地概況 

山形産の入荷。佐藤錦及び紅秀峰主力となる。山形産は中旬までの

入荷見込み。その他北海道産の入荷有り。 

総入荷量 10ｔ 前年比 167％ 

メロン 

￥442 ￥400 ▲ ▲ ＝ ￥480（￥498） 

産地概況 

アールスは静岡産中心に8kg～9kgの入荷。山形産のアンデス・赤肉

メロン及び北海道産の赤肉メロンの入荷。やや出遅れ傾向だが順調

な入荷予定。 

総入荷量 140ｔ 前年比 107％ 

バナナ 

￥121 ￥120 ▲ ＝ ＝ ￥130（￥153） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。フィリピン産は入荷量若干減

少で大玉中心の入荷。前年より安値で推移。 

総入荷量 1,070ｔ 前年比 117％ 

オレンジ 

￥246 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥204） 

産地概況 

アメリカ及びオーストラリア産の入荷。アメリカ産は減少、オー

ストラリア産は増加。オーストラリア産は小玉中心の入荷。 

総入荷量 57ｔ 前年比 106％ 

グレープ 

フルーツ 

￥160 ￥160 ＝ ＝ ＝ ￥160（￥167） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。例年より若干大玉傾向の入荷。入荷量・市

況は前年並み。 

総入荷量 63ｔ 前年比 105％ 

レモン 

￥352 ￥350 ▼ ＝ ＝ ￥310（￥313） 

産地概況 

チリ産の入荷。小玉傾向だが、入荷は安定している。前年並みで

の市況推移。 

総入荷量 26ｔ 前年比 108％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 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 

￥187 ￥190 ＝ ＝ ＝ ￥190（￥213） 

産地概況 
フィリピン産の入荷。小玉傾向で前年並みでの市況推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 

キウイ 

フルーツ 

￥458 ￥450 ＝ ＝ ＝ ￥450（￥460） 

産地概況 

ニュージーランド産の入荷。サンゴールド・グリーン種共に大玉

傾向の出荷。小玉に不足感あるものの大玉は安定した入荷。前年

並みでの市況推移。 

総入荷量 46ｔ 前年比 107％ 


