
主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

￥51 ￥55 ＝ ▲ ▲ ￥65（\59） 

産地概況 

長野産主体の入荷。中旬以降北海道産の入荷を見込む。長野産は

順調な入荷見込み。価格は昨年よりやや高値予想。 

総入荷量 200ｔ 前年比 157％ 

キャベツ 

￥46 ￥35 ▲ ▲ ＝ \68（\58） 

産地概況 

群馬・長野産主体の入荷。高温・干ばつの影響から上旬はやや数

量不安定ながらも、中旬以降増量予定。 

総入荷量 650ｔ 前年比 126％ 

ねぎ 

￥390 ￥360 ＝ ▼ ▼ ￥337（￥321） 

産地概況 

バラ物は茨城・青森産の入荷。束物は石川・大分・北海道産の入

荷。茨城・石川・大分産は順調な入荷を見込む。青森・北海道産

は中旬以降の入荷。価格は昨年よりやや高値予想。 

総入荷 92t 前年比 104％ 

青ねぎ 

￥620 ￥750 △ ▲ ＝ ￥929（￥925） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産の入荷。高温の影響と福岡産は豪雨の被害か

ら数量少なく、高値推移予想。 

総入荷量 14ｔ 前年比 88％ 

ほうれん草

￥597 ￥630 ▼ ＝ ▲ ￥670（￥652） 

産地概況 

岐阜産（ひだ地区）及び石川産主体の入荷。高温による生育不良

でやや少なめな状況。価格は若干高めと予想。 

総入荷 33ｔ 前年比 100％ 

小松菜 

￥270 ￥300 ▼ ▲ ＝ ￥225（￥219） 

産地概況 

石川産中心の入荷。高温による生育不良が一時見られるものの生

産量は徐々に回復し、昨年並みの入荷予想。価格は昨年より若干

高め予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 108％ 

菜類 

￥420 ￥410 ＝ ▲ ＝ ￥490（￥483） 

産地概況 

金時草は石川産の入荷。花園地区からの露地物が主体の入荷。価

格は昨年並みの予想。水菜は石川・茨城産主体の入荷。入荷量、

価格とも昨年並みの予想。 

総入荷量 18ｔ 前年比 103％ 

ブロッコリー

￥400 ￥450 ＝ ▲ ＝ ￥467 (￥540） 

産地概況 

北海道産 JA 石狩を主体に長野産の入荷。概ね安定した出荷見通

し。 

総入荷量 90ｔ 前年比 111％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

￥80 ￥90 ▲ ▲ ▲ ￥148（￥125） 

産地概況 

長野産主力の入荷。例年ゲリラ豪雨やヒョウ害が発生し乱高下が

予想される。 

総入荷量 210ｔ 前年比 88％ 

生椎茸 

￥838 ￥850 ▲ ▲ ▼ ￥920（￥921） 

産地概況 

石川産菌床物を中心に長野・富山・徳島産の入荷。各産地、旧盆

需要に向けて発生操作中。上旬は入荷少なく、中旬より増量の予

想。小玉傾向、下級品が増える見込み。 

総入荷量 25ｔ 前年比 106％ 

なめこ 

￥338 ￥250 ▼ ＝ ▲ ￥389（￥401） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。石川産は生産者一人の為、入荷は種

菌不良から不安定。やや小玉傾向となる。 

総入荷量 9ｔ 前年比 102％ 

えのき 

￥185 ￥190 ▼ ＝ ▲ ￥191（￥192） 

産地概況 

長野産中心の入荷。石川産は 9月からの入荷。長野産は減産に入

るものの安定した入荷が見込まれる。 

総入荷量 42ｔ 前年比 100％ 

しめじ 

￥376 ￥350 ▼ ＝ ▲ ￥324（￥304） 

産地概況 

JA 全農長野産を中心に企業物（ホクト・雪国・ミスズ）の入荷。

JA 全農長野産は減産に入っているが、企業物も含め安定した入荷

が見込まれる。 

総入荷量 34ｔ 前年比 101％ 

松茸 

￥11,145 ￥8,600 ▼ ＝ ▼ ￥5,000（￥4,873）

産地概況 

中国産主力の入荷にメキシコ産の入荷。中国産は例年よりも遅れ

てのスタートとなったが、雲南省と四川省からの出荷が中旬に向

かい最盛期となる。価格は昨年よりもやや高め。 

総入荷量 5ｔ 前年比 102％ 

アスパラ 

￥1,067 ￥1,050 ▼ ▲ ＝ ￥913（￥870） 

産地概況 

長崎・長野・山形産主力の入荷。夏芽の出荷となり日々安定した

入荷。価格は大きな変化なく横這いで推移する見込み。 

総入荷量 23ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

￥398 ￥420 ▲ △ △ ￥480（￥501） 

産地概況 

韓国産の輸入物主体に、国内は高知・大分産の入荷。国内産は減

少傾向で特に黄色の比率が低い。韓国産は作柄の切り替わりによ

り数量減を見込む。 

総入荷量 19ｔ 前年比 76％ 

大葉 

￥3,524 ￥3,800 △ △ ▽ ￥4,200（￥3,994）

産地概況 

愛知産豊橋温室組合からの入荷。生育は順調である。上旬から盆

にかけては業務需要等の引き合いを見込み相場は強めの展開を

予想する。盆明けからの相場は落ち着くと予想するが、需要期で

あるので引き合いは強めと予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 97％ 

三つ葉 

￥1,904 ￥2,200 ▼ ▲ ▼ ￥820（￥810） 

産地概況 
愛知・静岡産の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 6.5ｔ 前年比 100％ 

茗荷 

￥1,910 ￥1,950 △ ＝ ▽ ￥1,950（￥1,951）

産地概況 

高知県園芸連主力の入荷。最盛期は過ぎているが安定した入荷を

見込む。需要期という事も有り、引き合いは強めと思われる。 

総入荷量 11ｔ 前年比 105％ 

大根 

￥78 ￥90 ▲ △ ▼ ￥100（￥112） 

産地概況 

北海道・岐阜・青森産の入荷。お盆前後は北海道産が播種端境期

となり減産の恐れあり。それ以降は順調な入荷を見込む。 

総入荷量 550ｔ 前年比 121％ 

かぶ 

￥131 ￥110 ＝ ▲ ▼ ￥135（￥169） 

産地概況 
青森産の入荷。端境期なく、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 30ｔ 前年比 120％ 

人参 

￥93 ￥90 ▲ ＝ ▼ ￥120（￥146） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。青森産は残量の入荷となる。順調な入荷を

見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 148％ 

蓮根 

￥905 ￥800 ▼ ▼ ▼ ￥600（￥640） 

産地概況 

愛知・石川産の入荷。石川産は７日販売より共販開始。愛知産は

４kDB に切り替わる。共に順調な入荷予定。 

総入荷量 40ｔ 前年比 107％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

￥223 ￥180 ▲ ▲ ▲ ￥230（￥268） 

産地概況 

静岡産中心に下旬頃より石川産五郎島金時の入荷。両産地共に、

順調な入荷を見込む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 101％ 

里芋 

￥485 ￥440 ＝ ＝ ▼ ￥400（￥369） 

産地概況 
宮崎産の入荷。Lサイズ中心に秀品率高く、順調な入荷を見込む。

総入荷量 20ｔ 前年比 104％ 

ズイキ 

￥542 ￥530 ▼ ＝ ▼ ￥400（￥251） 

産地概況 

石川産の入荷。露地物の入荷が上旬より始まるが、生産者も減り

入荷量少なく、高値続く。 

総入荷量 2ｔ 前年比 71％ 

きゅうり 

￥277 ￥220 ＝ ▲ △ ￥300（￥251） 

産地概況 

福島産 JA ふくしま未来、長野産 JA ながの他、山形産蔵王青果、

石川産個人出荷（露地作）、下旬より JA 松任（抑制作）の入荷。

露地作型の出荷ピークが中旬まで続く。下旬より出荷量減少見込

み。価格は上旬までは安い。中旬底上げ、下旬高値となる見込み。

総入荷 280ｔ 前年比 99％ 

かぼちゃ 

￥216 ￥210 ▼ ＝ ▲ ￥210（￥188） 

産地概況 
石川産の入荷。大玉中心の順調な入荷を見込む。 

総入荷量 170ｔ 前年比 101％ 

なす 

￥324 ￥270 ▼ ＝ ＝ ￥260（￥260） 

産地概況 

石川産 JA 金沢市他、群馬産 JA 邑楽館林、山形産 JA さがえの入

荷。長茄子は石川産 JA 志賀・はくい、茨城産 JA 邑楽館林の入荷。

各産地、ピークを迎え順調な入荷を見込む。 

総入荷量 140ｔ 前年比 90％ 

トマト 

￥220 ￥200 ＝ ＝ ▲ ￥250（￥242） 

産地概況 

岐阜産 JA ひだ中心に石川産 JA 小松市・松任・内浦町・完熟トマ

ト出荷組合の入荷。石川産 JA 内浦町は上旬にて終了。JA 松任・

小松・完熟は春作は終盤ながら夏秋作が加わる。岐阜産は最盛期

を迎え安定した入荷が見込まれる。盆明けより JA 金沢市夏秋抑

制作が入荷開始し下旬に向け増量。 

総入荷量 330ｔ 前年比 99％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

ミニトマト

￥555 ￥530 ＝ ▼ ＝ ￥520（￥554） 

産地概況 

石川産のとやさい出荷組合・JA はくい、長野産 JA ながの、北海

道産 JA 石狩、愛知産 JA 海部の入荷。北海道・長野・石川産は順

調な入荷を見込む。 

総入荷量 70ｔ 前年比 104％ 

ピーマン 

￥390 ￥390 ▽ ＝ ▽ ￥280（￥273） 

産地概況 

北海道産 JA 新冠、長野産 JA ながのの入荷。各産地ピークを迎え、

順調な入荷を見込む。 

総入荷量 55ｔ 前年比 131％ 

豆類 

￥739 ￥700 ▼ ▲ ▲ ￥800（￥869） 

産地概況 

枝豆は岐阜・山形・群馬産の入荷。インゲンは長野・石川産の入

荷。キヌサヤ・スナップ豌豆は北海道産の入荷。 

総入荷量 32ｔ 前年比 110％ 

コーン 

￥162 ￥180 △ ＝ ▼ ￥200（￥206） 

産地概況 

上旬は長野産及び東北物主力の入荷。中旬より北海道産主力の入

荷。長野産は面積減少の影響あり。やや少なめの出回り。北海道

産は平年並みの作付けである。下旬にピークを向ける見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 111％ 

ごぼう 

￥208 ￥210 ＝ ▲ ▲ ￥220（￥238） 

産地概況 

群馬・石川産の入荷。群馬産は商系からの入荷。石川産は金沢と

志賀から火木土曜販売で入荷。また中下旬頃に青森産の入荷開

始。 

総入荷量 45ｔ 前年比 98％ 

馬鈴薯 

￥169 ￥150 ＝ ＝ ▼ ￥140（￥172） 

産地概況 

石川・北海道・青森産の入荷。石川産は能登地区からの入荷で中

旬頃にて終了見込み。北海道産は上旬頃から出始める。青森産メ

ークインは中旬頃で終了見込み。 

総入荷量 150ｔ 前年比 109％ 

長芋 

￥477 ￥480 ＝ ＝ ＝ ￥480（￥385） 

産地概況 

北海道産主力に青森産の入荷。前月に引き続き、全体量は少なく、

下級品比率が高い。最需要期を迎え全国的な引き合いが強く、堅

調な相場推移となる。 

総入荷量 60ｔ 前年比 88％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

たまねぎ 

￥92 ￥90 ＝ ＝ ▼ ￥88（￥158） 

産地概況 

月前半は兵庫産を主力に富山産、旧盆明けからは北海道産の入

荷。道産は概ね順調な仕上がりと見られ出荷開始から順調な入荷

予想。 

総入荷量 400ｔ 前年比 107％ 

生姜 

￥730 ￥720 ＝ ＝ ＝ ￥720（￥728） 

産地概況 

高知産主力に岡山産と一部中国産の入荷。高知産は囲生姜、新生

姜の入荷で順調な入荷となる。岡山産新生姜は出始め。 

総入荷量 34ｔ 前年比 103％ 

筍缶 

￥749 ￥640 ＝ ＝ ＝ ￥750（￥724） 

産地概況 
中国産主力に国産の入荷。 

総入荷量 4ｔ 前年比 78％ 

漬物類 

￥748 ￥710 ＝ ＝ ＝ ￥750（￥726） 

産地概況 

石川産浅漬類、宮崎産の沢庵類等の入荷。共に順調な入荷が見込

まれる。 

総入荷量 2ｔ 前年比 100％ 

千切大根 

￥1,300 ￥1,100 ＝ ＝ ＝ ￥1,300（￥1,144）

産地概況 

宮崎・鹿児島産の入荷。宮崎産 300g 袋物等、10kg 原体ともに順

調な入荷見込み。 

総入荷量 1ｔ 前年比 85％ 

もやし 

￥116 ￥114 ＝ ＝ ＝ ￥113（￥112） 

産地概況 
石川・岐阜・群馬（ベスト・成田もやし）・新潟産の順調な入荷。

総入荷量 47ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 ２９ 年 ８ 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 

ハウス 

みかん 

￥810 ￥800 ＝ ＝ ▽ ￥800（￥812） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡市より週 3回の入荷。旧盆前は 10 日まで、旧盆

明けは 16 日より再開。着色不良による秀品率低下が心配。 

総入荷量 35ｔ 前年比 106％ 

桃 

￥650 ￥588 ▽ ＝ ▽ ￥460（￥418） 

産地概況 

石川産は上旬で終了の見込み。山梨・長野・新潟・福島産は例年

並みの入荷。 

総入荷量 120ｔ 前年比 158％ 

梨 

￥922 ￥700 ＝ ＝ ＝ ￥310（￥307） 

産地概況 

県外産は和歌山・福岡産幸水の入荷。和歌山産はやや小玉傾向で、

福岡産は５日以降増量見込み。石川産は新水・幸水共に前年より

５日程度遅れ、旧盆前の入荷は前年の半分ほどと予想。 

総入荷量 360ｔ 前年比 100％ 

すもも 

￥557 ￥600 ▽ ▼ ▼ ￥450（￥351） 

産地概況 

山梨産はサマーエンジェル・貴陽・太陽の入荷。天候不順による

着色不足で数量減。石川産は JA はくいよりサマーエンジェル主

力の入荷。 

総入荷量 10ｔ 前年比 74％ 

ネクタリン

￥463 ￥580 ▽ ▽ ＝ ￥400（￥338） 

産地概況 

長野産品光・フレーバートップ・ファンタジアの入荷。平年並み

の作柄で昨年よりやや遅れている。 

総入荷量 10ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,200 ￥900 ＝ ＝ ＝ ￥1,100（￥1,039）

産地概況 

山梨産は巨峰中心に藤みのり・シャインマスカットの入荷。岡山

産はシャインマスカット・ピオーネ中心の入荷。シャインマスカ

ットは出遅れ傾向。長野産は種無巨峰・シャインマスカットの入

荷。ハウス物である。ルビーロマンはやや出遅れ傾向だが、中旬

以降ピークを迎える。 

総入荷量 211ｔ 前年比 100％ 

いちじく 

￥1,383 ￥1,400 ▽ ▽ ＝ ￥650（￥624） 

産地概況 

愛知産 JA 西三河より露地物の入荷。盆明けにピークを迎える。

石川産 JA はくい・押水より入荷。 

総入荷量 45ｔ 前年比 95％ 
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西瓜 

￥145 ￥150 ▲ ▲ ＝ ￥100（￥146） 

産地概況 

石川産は JA 志賀の入荷。中旬頃までの入荷で小玉中心。山形産

は JA さがえ西村山より中旬頃までの入荷で 1週間程度の遅れ。

総入荷量 270ｔ 前年比 95％ 

メロン 

￥444 ￥530 ▲ ▼ ▼ ￥500（￥460） 

産地概況 

静岡産クラウンメロンは上中旬までは 8kg～9kg 中心の入荷。旧

盆等のギフト需要も予想され、高値推移。石川産アールスは前半

で終了。北海道産は赤肉メロン中心の入荷。5 玉中心の入荷とな

る。 

総入荷量 120ｔ 前年比 108％ 

りんご 

￥330 ￥330 ＝ ＝ ＝ ￥330（￥290） 

産地概況 

青森産はふじ・ジョナゴールドの入荷。残量僅かで 8月中旬で入

荷終了。長野産は後半よりサンつがるの入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 113％ 

バナナ 

￥136 ￥130 ▼ ▼ ▼ ￥157（￥161） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。各産地共に順調な作況で前年を上

回る入荷。外気温の上昇に伴い需要が下がるので、価格も弱保合推

移。

総入荷量 800ｔ 前年比 116％ 

オレンジ 

￥232 ￥230 ＝ ＝ ＝ ￥230（￥195） 

産地概況 

オーストラリア・南アフリカ産の入荷。両産地ともに小玉傾向。競合国

引き合い強く、保合いでの市況推移。

総入荷量 46ｔ 前年比 100％ 

グレープ 

フルーツ 

￥156 ￥150 ＝ ＝ ＝ ￥150（￥169） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。ルビーは大玉中心、ホワイトは小玉中心の玉流

れ。前年より対日出荷は減少見込み。保合いでの市況推移。

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

レモン 

￥342 ￥330 ▼ ＝ ＝ ￥300（￥299） 

産地概況 

チリ産の入荷。現在入荷は安定しているものの入荷は小玉傾向。保

合いでの市況推移。

総入荷量 30ｔ 前年比 103％ 
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パイン 

アップル 

￥188 ￥190 ＝ ▲ ＝ ￥200（￥212） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。ドール・スウィーティカ・デルモング・ゴールデン

中心の入荷。保合いでの市況推移。

総入荷量 58ｔ 前年比 107％ 

キウイ 

フルーツ 

￥399 ￥400 ▲ ＝ ＝ ￥440（￥475） 

産地概況 

ニュージランド産グリーン・サンゴールドの入荷。グリーンは安定した

入荷となるものの、サンゴールドは小玉より減少傾向の入荷。 

総入荷量 35ｔ 前年比 109％ 


