
主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

￥69 ￥85 ＝ ▲ ▲ ￥100（￥89） 

産地概況 

長野産主力に北海道産の入荷。長野産は 8 月に曇雨天の影響あ

り、入荷は若干減少する予想。中旬以降は回復し順調な入荷を見

込む。価格は強い予想。 

総入荷量 350ｔ 前年比 121％ 

キャベツ 

￥63 ￥110 ▼ ＝ ▲ ￥102（￥84） 

産地概況 

群馬・長野産の入荷。両産地共に 8月曇雨天の影響から後作のズ

レが予想され準高冷地物の出荷が少ない見込み。価格は前年に比

べ高値予想。 

総入荷量 520ｔ 前年比 122％ 

ねぎ 

￥424 ￥435 ＝ ▼ ▼ ￥406（￥412） 

産地概況 

束物は石川産中心の入荷。バラ物は青森・北海道産と埼玉産の入

荷。埼玉・石川産は前半の長雨により入荷減だが、後半から順調

入荷となる見込み。価格は 8月の高値疲れも有り昨年より安値予

想。 

総入荷量 90ｔ 前年比 104％ 

青ねぎ 

￥911 ￥900 ▲ ＝ ＝ ￥950（￥945） 

産地概況 

福岡・静岡・愛知産の入荷。各産地 8月の曇雨天の影響から伸び

悪く、数量はやや少ない見込み。需要期から外れた事も有り価格

は前年並みの予想。 

総入荷量 13ｔ 前年比 102％ 

ほうれん草

￥853 ￥860 ＝ ＝ ＝ ￥860（￥844） 

産地概況 

岐阜産（ひだ地区）主体に石川産の入荷。8 月の曇雨天が長く続

いた事で上旬は出荷量少なく価格はほぼ横這い見込み。中下旬に

向かい出荷量が増える見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 94％ 

小松菜 

￥371 ￥370 ＝ ▼ ▲ ￥344（￥387） 

産地概況 

石川産主体に茨城産の入荷。各産地 8月の日照不足が影響し、上

旬は出荷量少なく、中下旬に向かい、徐々に増量見込み。 

総入荷 45ｔ 前年比 116％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

菜類 

￥566 ￥450 ▲ ▼ ＝ ￥480（￥483） 

産地概況 

金時草は石川産の入荷でハウス物と露地物の入荷。日照不足と比

較的夜温が高く鮮やかな色が出にくい状況。入荷量・価格とも昨

年並み。水菜は石川・茨城産の入荷。昨年まであった石川産のバ

ラ物の出荷が無くなり、袋のみでの対応。 

総入荷量 18ｔ 前年比 103％ 

ブロッコリー

￥519 ￥550 ＝ ▼ ▼ ￥475（￥555） 

産地概況 

北海道産主力に長野産の入荷。上旬は前月の低温の影響から出荷

減少の見通しだが、中旬以降は安定した入荷を見込む。 

総入荷量 80ｔ 前年比 120％ 

レタス 

￥109 ￥150 ＝ ＝ ▼ ￥145（￥179） 

産地概況 

長野産主力に下旬より茨城産の入荷。8 月中旬からの長雨と低温

により、9 月上旬までは出荷減少となる見通し。中旬以降は安定

した入荷となる。 

総入荷量 200ｔ 前年比 88％ 

生椎茸 

￥826 ￥930 ＝ ▲ ＝ ￥1,000（\1,040）

産地概況 

石川産菌床物中心に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。各産地需

要期に入る為、順調な入荷が予想される。価格は平年よりやや高

い見込み。 

総入荷量 30ｔ 前年比 109％ 

なめこ 

￥323 ￥420 ＝ ▲ ＝ ￥542（￥536） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。各産地順調な入荷を見込むが、石

川産は生産者 1名の為、入荷に波が出る見込み。価格は平年より

やや高い見込み。 

総入荷量 12ｔ 前年比 104％ 

えのき 

￥179 ￥190 ＝ ▲ ＝ ￥238（￥235） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。石川産は 10 日頃より入荷。長野

産は下旬より増産となるが、それまでは現状の出荷量は変わらな

いので価格は平年よりやや高値推移。 

総入荷量 80ｔ 前年比 102％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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） 
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しめじ 

￥374 ￥430 ＝ ▲ ＝ ￥465（￥446） 

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。

各産地、需要期となりフル生産に入る。ただし JA 物の本格出荷

は下旬の見込み。価格は平年よりやや高い見込み。 

総入荷量 43ｔ 前年比 100％ 

アスパラ 

￥932 ￥940 ▲ ＝ ＝ ￥1,000（\1,018）

産地概況 

国内産は石川・山形・長崎・長野産が主力で、徐々に細物が増え

てくる。輸入物はオーストラリア産の入荷。太物はオーストラリ

ア産に切り替わっていくものと思われる。 

総入荷量 15ｔ 前年比 106％ 

大葉 

￥4,494 ￥4,000 ▼ △ ▽ ￥3,650（￥3,594）

産地概況 

愛知産豊橋温室園芸組合主力の入荷。生育は平年並みを見込む。

中旬には連休絡みの業務需要を見込む。年末に向けた植え替え時

期でも有るので出回りはやや少なめを見込む。 

総入荷量 3.3ｔ 前年比 100％ 

パプリカ 

￥503 ￥520 ＝ ▲ ▲ ￥530（￥537） 

産地概況 

韓国産天候不順による数量減の為、オランダ産の入荷。L・Mの入

荷は潤沢であるが、S 以下の小玉の入荷は少ない。国産は宮崎・

茨城産中心の入荷。 

総入荷量 11ｔ 前年比 102％ 

松茸 

￥6,107 ￥6,200 ▲ ▲ ＝ ￥9,167（￥1,1340）

産地概況 

中国産主体にカナダ・アメリカ産が 6日以降から加わり、増加傾

向となる。国産は長野産が中旬以降から入荷見込み。 

総入荷量 6ｔ 前年比 150％ 

三つ葉 

￥780 ￥800 ▲ ＝ ▼ ￥850（￥868） 

産地概況 

愛知産を主力に静岡産の入荷。各産地、高温の影響から生育不良

で入荷不安定。 

総入荷量 6.5ｔ 前年比 98％

茗荷 

￥2,197 ￥2,000 ▼ △ ▽ ￥1,900（￥1,952）

産地概況 

高知産園芸連中心の入荷。生育は良好、平年並みの出荷量を見込

む。気温に大きく影響される部分も有るが、堅調相場を予想する。

総入荷量 4.8ｔ 前年比 112％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

春菊 

￥1,080 ￥1,100 ＝ ▼ ▼ ￥1,100(￥1,189）

産地概況 
岐阜産主力に石川・群馬産の入荷。各産地、順調な入荷を見込む。

総入荷量 1.5ｔ 前年比 103％ 

大根 

￥91 ￥90 ＝ ＝ ▲ ￥100（￥135） 

産地概況 

北海道・岐阜・青森産の入荷。北海道産は前年比大幅増加見込み。

早ければ月末より石川産の入荷開始を見込んでいる。 

総入荷量 600ｔ 前年比 109％ 

かぶ 

￥112 ￥250 ＝ ▲ ＝ ￥275（￥262） 

産地概況 

青森産主力の入荷。8 月中旬からの低温、日照不足の影響で播種

出来ず、台風の被害のあった昨年より少ない出荷量予想。 

総入荷量 10ｔ 前年比 84％ 

人参 

￥58 ￥80 ▲ ＝ ▲ ￥100（￥298） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。大凶作の前年より大幅増加見込みではある

が、十勝地区産は 5 月下旬から 6 月中旬まで播種端境期が有る

為、9月下旬の入荷に影響が出る見込み。 

総入荷量 400ｔ 前年比 171％ 

蓮根 

￥721 ￥580 ▼ ▲ ▲ ￥620（￥625） 

産地概況 

石川産中心に茨城・愛知産の入荷。各産地、順調な入荷となる見

込み。 

総入荷量 80ｔ 前年比 103％ 

甘藷 

￥220 ￥290 ▼ ▼ ▼ ￥260（￥265） 

産地概況 

石川産主体に茨城・千葉産の入荷。石川産はやや小玉傾向だが、

順調な入荷予定。 

総入荷量 225ｔ 前年比 102％ 

里芋 

￥459 ￥400 ▼ ＝ ＝ ￥300（￥368） 

産地概況 

宮崎・大阪産の入荷。宮崎産は上中旬にかけやや減も大阪産の量

が増える見込み。大阪産は中旬頃に出荷のピークを迎える予想。

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 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） 
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きゅうり 

￥301 ￥420 ＝ ▼ ▽ ￥360（￥338） 

産地概況 

福島産 JA ふくしま未来、長野産 JA ながの、群馬産 JA 館林、石

川産 JA 松任・小松・内浦、山形産蔵王青果の入荷。関東以北の

産地は 8月の曇雨天、低温の影響を受け 9月上旬までは不安定な

入荷見込み。群馬・石川産の抑制ハウス作型は中・下旬に向け増

量を見込む。全体的に日照が回復すれば増量する。 

総入荷量 300ｔ 前年比 100％ 

かぼちゃ 

￥208 ￥200 ＝ ▼ ▼ ￥210（￥208） 

産地概況 

石川産残量に加え北海道産の入荷。北海道産は天候の絡みから若

干の遅れが見られる。 

総入荷量 110ｔ 前年比 93％ 

なす 

￥323 ￥380 ＝ ▼ ▽ ￥370（￥378） 

産地概況 

茄子は石川産 JA 金沢市、群馬産 JA 邑楽館林、山形産 JA さがえ

の入荷。長茄子は茨城産 JA 邑楽館林、石川産 JA はくい・志賀の

入荷。8 月中旬の曇雨天、低温の影響から中旬頃までは不安定な

入荷が続く見通し。今後の天候と生育次第では下旬より高知産茄

子の入荷が開始する可能性有り。 

総入荷量 120ｔ 前年比 107％ 

トマト 

￥299 ￥370 ＝ ＝ ▲ ￥400（￥325） 

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。石川産は順増し下旬より出荷のピークを迎える見込

み。岐阜産夏秋産地は 8月の曇雨天の影響から不安定な入荷を見

込む。 

総入荷量 280ｔ 前年比 102％ 

ミニトマト

￥569 ￥630 ▲ ＝ ▲ ￥900（￥687） 

産地概況 

石川産能登やさい出荷協議会、北海道 JA 石狩農協、長野産 JA 長

野、愛知産あいち海部の入荷。石川産は L から M・S 中心へ安定

した入荷を見込む。長野産は下旬に向けて入荷は徐々に減少。愛

知産抑制は7月の天候の影響を受けて9月の入荷は昨年より少な

い見込み。 

総入荷量 68ｔ 前年比 101％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

ピーマン 

￥352 ￥470 ＝ ▼ ▽ ￥400（￥394） 

産地概況 

長野産 JA ながの、北海道産 JA 新冠の入荷。8月の天候不順から

下旬頃までは不安定な入荷となる見込み。今後の天候次第では下

旬頃より茨城産秋ピーマンの入荷の可能性有り。 

総入荷量 50ｔ 前年比 114％ 

豆類 

￥1,197 ￥800 ▼ ▼ ▲ ￥900（￥1,074） 

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・鹿児島産の

入荷。キヌサヤは北海道・青森産の入荷。豌豆は北海道産の入荷。

千石豆は石川産で順調な入荷。 

総入荷量 20ｔ 前年比 111％ 

コーン 

￥181 ￥190 ＝ ＝ ▽ ￥170（￥190） 

産地概況 

北海道産 JA ふらの主力の入荷。週 2 から 3 回の入荷見込み。生

育は遅れ気味ではある。昨年は台風が 4回も通過した年であった

が、本年はそうならない事を願いたい。バイカラー主力のイエロ

ー系、ホワイトの入荷。 

総入荷量 150ｔ 前年比 157％ 

ごぼう 

￥232 ￥230 ＝ ▼ ＝ ￥220（￥240） 

産地概況 

青森産の入荷。4kg ポリ袋を主体に 2M・S を中心に出荷される。

また石川産のサラダ牛蒡も入荷。 

総入荷量 70ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥144 ￥140 ＝ ▼ ▼ ￥130（￥185） 

産地概況 

北海道産の入荷。前年から見て品種によって多少増減はあるもの

の全体では前年並みの作付け。前年の天候不順から見て本年産は

順調な入荷予想。 

総入荷量 250ｔ 前年比 132％ 

長芋 

￥467 ￥430 ▼ ▼ ＝ ￥400（￥387） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。引き続き 29 年産春堀品入荷の為、作

柄変わらず太物少なく、下級品比率が高い。最需要期を終え、相

場は若干下げの予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 89％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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） 
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たまねぎ 

￥87 ￥80 ＝ ＝ ＝ ￥80（￥125） 

産地概況 

北海道産の入荷。順調な入荷が見込まれる。極早生品から早生に

変わり、大玉の比率は上がる見込み。相場は月間通じて保合推移

予想。 

総入荷量 530ｔ 前年比 110％ 

生姜 

￥687 ￥690 ＝ ＝ ＝ ￥690（￥714） 

産地概況 

高知産主体に岡山産、一部中国産の入荷。高知産は囲生姜主力に

順調な入荷。岡山産は新生姜の入荷となる。 

総入荷量 20ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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） 
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ハウス 

みかん 

￥240 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥194） 

産地概況 

愛知産は JA 蒲郡市より入荷。H みかん及びグリーン H みかんの

入荷。21 日販売で終了。前年並みの数量見込み。佐賀産 JA 唐津

よりグリーン Hみかんの入荷。中旬頃で終了。 

総入荷量 170ｔ 前年比 100％ 

みかん 

￥--- ￥--- --- --- ＝ ￥200（￥193） 

産地概況 

福岡産は JA 南筑後より 20 日頃から極早生みかんの入荷。和歌山

産は JA 紀南より中旬から極早生みかんの入荷。佐賀産は商系よ

り中旬以降から極早生みかんの入荷で小玉傾向。 

総入荷量 170ｔ 前年比 101％ 

梨 

￥427 ￥300 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥226） 

産地概況 

JA 金沢市・JA 松任・小塩辻の入荷。5日頃まで幸水、以降豊水の

入荷。南水は 10 日頃から、あきづきは下旬頃からの入荷見通し。

総入荷量 360ｔ 前年比 100％ 

柿 

￥896 ￥750 ▽ ▽ ▼ ￥329（￥340） 

産地概況 

福岡産は筑前あさくらより調達中。愛知産は筆柿が中旬以降より

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。

総入荷量 85ｔ 前年比 114％ 

ぶどう 

￥900 ￥800 ＝ ＝ ＝ ￥900（￥850） 

産地概況 

山梨産はシャインマスカットを中心にピオーネの入荷。長野産は

巨峰中心にシャインマスカットの入荷。ルビーロマンは月一杯入

荷有り。中旬頃まで順調な入荷予定。 

総入荷量 180ｔ 前年比 105％ 

いちじく 

￥800 ￥700 ▼ ＝ ＝ ￥770（￥750） 

産地概況 

愛知産は JA 西三河より連日入荷。石川産は JA はくい押水支所よ

り連日の入荷。 

総入荷量 51ｔ 前年比 100％ 

栗 

￥--- --- --- ＝ ＝ ￥600（￥680） 

産地概況 

石川産は穴水からの入荷予定。その他茨城産の入荷。茨城産は

10kgDB と 10kg ネット主力の入荷。 

総入荷量 20ｔ 前年比 117％ 
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B-9 

メロン 

￥452 ￥430 ▼ ▲ ▼ ￥430（￥400） 

産地概況 

静岡産はクラウンメロンの入荷。上中旬は 5玉 9kg 中心の入荷見

込み。 

総入荷量 110ｔ 前年比 102％ 

りんご 

￥315 ￥320 ▼ ＝ ＝ ￥280（￥255） 

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

王の入荷で、どちらとも玉は細かく 40 玉・46 玉中心の入荷。 

総入荷量 190ｔ 前年比 148％ 

バナナ 

￥111 ￥115 ＝ ▲ ▲ ￥130（￥142） 

産地概況 

主力産地フィリピン・エクアドルの入荷。各産地とも生育順調で

前年より入荷量 5％増。秋の需要期に入る為、中旬以降価格は上

がる。 

総入荷量 808ｔ 前年比 105％ 

オレンジ 

￥215 ￥210 ＝ ▼ ＝ ￥200（￥155） 

産地概況 

オーストラリア・南アフリカ産の入荷。各産地ともに小玉傾向の

作柄。他国市場の引き合いが強い事から市況は保合いにて推移。

総入荷量 60ｔ 前年比 109％ 

グレープ 

フルーツ 

￥145 ￥145 ＝ ＝ ＝ ￥145（￥126） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。前年より入荷終了は早まり、大玉・中玉中

心の入荷。保合いでの市況推移。 

総入荷量 55ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥321 ￥320 ＝ ＝ ＝ ￥320（￥268） 

産地概況 

チリ産の入荷。中玉・小玉中心の入荷で、前進出荷となっている

為切り上がりも早くなる予想。保合いでの市況推移。 

総入荷量 30ｔ 前年比 94％ 

パイン 

アップル 

￥163 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥237） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。各ブランド、大玉・小玉共に順調な入荷。

保合いでの市況推移。 

総入荷量 60ｔ 前年比 87％ 

キウイ 

フルーツ 

￥407 ￥400 ＝ ＝ ＝ ￥400（￥475） 

産地概況 

ニュージランド産グリーン及びサンゴールドの入荷。大玉中心の

入荷でサンゴールドは終了に近づき、減少傾向の入荷。保合いで

の市況推移。 

総入荷量 37ｔ 前年比 90％ 


