
主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

￥125 ￥115 ▼ ＝ ▲ ￥115（￥147） 

産地概況 

長野産主力の入荷。８・９月は干ばつの影響も有り、入荷減であ

ったが９月後半は雨も降り、１０月は入荷増の予想。価格は昨年

より安値予想。 

総入荷量 480ｔ 前年比 118％ 

キャベツ 

￥89 ￥98 ▼ ▼ ▲ ￥90（￥165） 

産地概況 

群馬・長野・石川・茨城産、下旬より愛知産の入荷。群馬産は中・

下旬にて終了見込み。後続産地の茨城・愛知産は順調と見込むが、

端境には単価の上昇が予想される。 

総入荷量 550ｔ 前年比 129％ 

ねぎ 

￥321 ￥380 ＝ ▲ ▲ ￥391（￥407） 

産地概況 

石川産結束物主力に埼玉・青森・北海道産の入荷。各産地順調な

入荷が見込まれ、価格も昨年より若干安くなる予想。 

総入荷量 110ｔ 前年比 109％ 

青ねぎ 

￥946 ￥850 ＝ ▲ ▲ ￥900（￥1,336） 

産地概況 

福岡・愛知・静岡産の入荷。福岡産の出荷もやや回復するものの、

静岡・愛知産で中旬以降、定植の端境となる為数量はやや減少。

平年並みの価格予想。 

総入荷量 12ｔ 前年比 134％ 

ほうれん草

￥867 ￥850 ＝ ▲ ▼ ￥842（￥952） 

産地概況 

上中旬は岐阜・茨城・石川産の入荷で下旬からは群馬産も加わる。

各産地共生育は順調であり、昨年よりも入荷量は増え、価格は低

めで推移する予想。 

総入荷量 38ｔ 前年比 116％ 

小松菜 

￥404 ￥330 ＝ ▲ ＝ ￥350（￥575） 

産地概況 

石川産中心に茨城産の入荷。下旬からは福岡産も加わる。生育は

順調で安定した入荷見込み。価格は昨年が高値で推移したが、今

年は平年並みの入荷予想。 

総入荷量 40ｔ 前年比 137％ 

金時草 

￥510 ￥510 ▼ ＝ ＝ ￥450（￥536） 

産地概況 

石川産の入荷。花園地区の露地物中心の入荷。昨年は生産量が天

候不順より少なめであったが、今年は平年並みの入荷と予想。 

総入荷量 7ｔ 前年比 116％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

￥511 ￥500 ▼ ▼ ▼ ￥450（￥634） 

産地概況 

石川産主体に北海道・長野産の入荷。長野産は中旬頃に終了予定。

石川・北海道産は安定した入荷を見込む。 

総入荷量 120ｔ 前年比 116％ 

レタス 

￥166 ￥140 ＝ ▲ ▲ ￥186（￥381） 

産地概況 

茨城産主体に長野産の入荷。長野産は高冷地物が日々減少とな

り、中旬には準高冷地物も終了見通しとなる。茨城産は安定した

入荷見通し。 

総入荷量 180ｔ 前年比 107％ 

生椎茸 

￥999 ￥1,000 ▲ ＝ ▼ ￥1,000（￥1,012）

産地概況 

石川産菌床椎茸中心に長野・富山・兵庫・徳島産の入荷。季節生

産者の入荷も始まり、数量・単価ともに安定する見込み。 

総入荷量 37ｔ 前年比 105％ 

なめこ 

￥520 ￥550 ▲ ＝ ＝ ￥615（￥627） 

産地概況 

石川産菌床物中心に長野産の入荷。県内は一名の生産者の出荷の

為、入荷には波が出る見通し。相場は前年並みとみる。９月に引

き続き、石川産原木物の入荷を見込む。 

総入荷量 13ｔ 前年比 102％ 

えのき 

￥242 ￥230 ▼ ＝ ＝ ￥243（￥248） 

産地概況 

石川産中心に長野産の入荷。石川産は一名の生産者で安定した入

荷を見込む。長野産は本格的な出荷が始まり、数量・価格ともに

落ち着くと思われる。 

総入荷量 113ｔ 前年比 102％ 

しめじ 

￥483 ￥450 ▼ ＝ ＝ ￥522（￥532） 

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。JA

全農長野物はお盆休みの終わりに、季節生産者の出荷も始まり本

格的な入荷となる。価格は前年並みを見込む。 

総入荷量 45ｔ 前年比 102％ 

アスパラ 

￥1,159 ￥1,250 ▼ ▼ ＝ ￥1,000（￥969） 

産地概況 

国内産地は長崎産中心の入荷でほぼ上旬に終了となる。輸入物は

オーストラリア産を中心にメキシコ産の入荷となり、中旬以降か

ら増量見込み。輸入価格は上旬が例年よりもやや高いが、中旬以

降は平年並み。 

総入荷量 13.5ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

￥3,040 ￥3,000 ＝ △ ＝ ￥3,200（￥3,790）

産地概況 

愛知産豊橋温室より入荷。生育は順調である。前半の連休や秋の

行楽シーズンを迎え、業務需要の活発化に期待。数量的には潤沢

な見込みである為、落ち着いた相場の展開を予想する。 

総入荷量 3.7ｔ 前年比 105％ 

パプリカ 

￥652 ￥600 ▼ ▼ ＝ ￥500（￥467） 

産地概況 

オランダ・韓国産の輸入物中心の入荷。韓国産は小玉ながら回復

傾向。国産は宮城・山形産の入荷。 

総入荷量 19ｔ 前年比 103％ 

松茸 

￥6,263 ￥7,000 ▲ ▲ ＝ ￥8,421（￥7,383）

産地概況 

中国・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。輸入物は産地需要が高まり引き続き入荷少な

く、価格高が予想される。長野産は昨年まで２年続きの豊作であ

った事と干ばつ傾向の為、本年は入荷少ない予想。 

総入荷量 9.5ｔ 前年比 108％ 

三つ葉 

￥951 ￥950 ▲ ＝ ▼ ￥1,000（￥1,048）

産地概況 

愛知・静岡産の入荷。両産地共に生育遅れも解消され順調な入荷

となる。 

総入荷量 8ｔ 前年比 106％ 

茗荷 

￥1,400 ￥1,400 ＝ ＝ ＝ ￥1,400（￥1,494）

産地概況 

高知県園芸連主力に県内産の入荷。数量的には多くないが安定し

た入荷を見込む。需要期ではないものの均一売商材としての引き

合いに期待する。 

総入荷量 3.6ｔ 前年比 110％ 

春菊 

￥1,014 ￥900 ▲ ▼ ▼ ￥600（￥956） 

産地概況 
岐阜・群馬・石川産の入荷。各産地、順調な入荷を見込む。 

総入荷量 7ｔ 前年比 109％ 

大根 

￥112 ￥90 ▼ ▲ ▲ ￥100（￥139） 

産地概況 

石川産主力の入荷。岐阜・青森・北海道産は前半で終了を見込む。

各産地作柄良好。潤沢な入荷を見込む。JA 金沢市の源助大根は 10

月 20 日頃より入荷を予定している。こちらも順調入荷の見込み。

総入荷量 1,100ｔ 前年比 136％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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-4 

かぶ 

￥241 ￥200 ▽ ＝ ＝ ￥180（￥204） 

産地概況 

青森・石川・新潟産の入荷。青森産は中旬頃で終了見込み。新潟

産は中旬頃からの入荷予定。 

総入荷量 38ｔ 前年比 108％ 

人参 

￥83 ￥90 ＝ ＝ ＝ ￥90（￥261） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。順調な入荷を見込む。単価は前年・平年と

較べて大幅安の見込み。 

総入荷量 450ｔ 前年比 117％ 

蓮根 

￥572 ￥565 ▼ ▲ ▼ ￥560（￥589） 

産地概況 
石川産を中心に茨城・愛知産等の入荷。各産地順調な入荷見込み。

総入荷量 89ｔ 前年比 100％ 

甘藷 

￥254 ￥250 ▲ ▲ ▼ ￥265（￥268） 

産地概況 

石川産中心に茨城・千葉産の入荷。10 月前半は各産地掘り込み時

期となるのでやや高値予想。 

総入荷量 185ｔ 前年比 104％ 

里芋 

￥340 ￥330 ＝ ▼ ＝ ￥340（￥355） 

産地概況 

大阪・福井・新潟産の入荷。大阪産は中旬頃終了予定。福井・新

潟産は中旬より入荷見込み。両産地共平年並みの作柄が見込まれ

る。 

総入荷量 36ｔ 前年比 105％ 

きゅうり 

￥332 ￥260 ＝ ▲ △ ￥350（￥509） 

産地概況 

石川産 JA 松任・小松・内浦他、群馬産 JA 邑楽館林、福島産 JA ふ

くしま未来、高知産園芸連の入荷。福島産は中旬までの入荷で、

高知産は中下旬からの入荷。昨年と比較すると各産地順調な入荷

見通し。 

総入荷量 220ｔ 前年比 111％ 

かぼちゃ 

￥145 ￥150 ▲ ＝ ＝ ￥180（￥206） 

産地概況 

北海道産主力の入荷。順調な入荷を見込む。月末ハローウィンも

有り、若干市況も上げ見込み。 

総入荷量 220ｔ 前年比 102％ 

なす 

￥390 ￥340 ＝ ▽ ▽ ￥380（￥433） 

産地概況 

石川産崎浦茄子は 24 日販売で終了。主力の高知産は順調な入荷

見通し。熊本産長茄子も順調な入荷予想。 

総入荷量 126ｔ 前年比 106％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

トマト 

￥451 ￥380 ＝ ▼ ▼ ￥370（￥487） 

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、愛知

産 JA 豊橋・愛知みなみの入荷。愛知産は天候にも恵まれ前進し

順調、石川産も順調な入荷見通し。 

総入荷量 260ｔ 前年比 116％ 

ミニトマト

￥943 ￥830 ＝ ▼ ▽ ￥700（￥1,041） 

産地概況 

石川産のとやさい出荷協議会・はくい農協、長野産 JA 長野裾花、

北海道産石狩農協、愛知産豊橋農協・あいち海部農協の入荷。北

海道・長野産は 10 月上旬までの入荷予定。豊橋はパック中心に

連日入荷。あいち海部農協は週３回の入荷で順調な入荷見込み。

総入荷量 60ｔ 前年比 113％ 

ピーマン 

￥418 ￥410 ＝ ▲ ＝ ￥430（￥674） 

産地概況 

長野産 JA ながの、北海道産 JA 新冠の入荷。北海道産は上旬、長

野産は中旬頃終了。上旬、高知産園芸連続いて鹿児島産 JA 南さ

つまの入荷で下旬に向け増量見込み。 

総入荷量 45ｔ 前年比 125％ 

豆類 

￥801 ￥900 ＝ ＝ ▲ ￥920（￥1,600） 

産地概況 

キセラインゲンは鹿児島・高知産の入荷。キヌサヤは愛知・鹿児

島・北海道産の入荷。枝豆は山形の入荷。千石豆は石川産の入荷。

総入荷量 10ｔ 前年比 125％ 

ごぼう 

￥198 ￥180 ▼ ＝ ＝ ￥170（￥230） 

産地概況 

青森産の入荷。M・２M主体の出荷となり、数量はピークを迎える

予定である。 

総入荷量 70ｔ 前年比 106％ 

馬鈴薯 

￥116 ￥110 ＝ ＝ ＝ ￥110（￥165） 

産地概況 

北海道産主体の入荷。男爵・メークイン・キタアカリ主力の入荷

で平年並みの入荷が見込まれる。 

総入荷量 290ｔ 前年比 123％ 

長芋 

￥457 ￥450 ＝ ＝ ＝ \450（￥385） 

産地概況 

北海道・青森産の入荷。２８年産の最終盤となり入荷は少ない。

需要期を過ぎているが全体量の少なさから価格は保合予想。 

総入荷量 50ｔ 前年比 86％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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 

たまねぎ 

￥70 ￥60 ▲ ＝ ＝ \65（￥80） 

産地概況 

北海道各産地より入荷。全道各産地ともに順調な入荷が見込まれ

る。各サイズ共に潤沢な入荷予想の為、ばら売り、３P、４P、大

袋等様々な企画に対応可能。 

総入荷量 620ｔ 前年比 100％ 

生姜 

￥673 ￥670 ＝ ＝ ＝ ￥670（￥665） 

産地概況 

高知産及び中国産の入荷。高知産は囲生姜主力に順調な入荷見込

み。 

総入荷量 18ｔ 前年比 105％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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-7 

みかん 

￥180 \250 ▼ △ ▼ ￥210（￥205） 

産地概況 

福岡産は JA 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 紀南より日南の入荷。下旬より上野の入

荷。 

総入荷量 600ｔ 前年比 100％ 

柿 

￥615 ￥350 ▼ ▼ ▼ ￥250（￥246） 

産地概況 

和歌山産は JA 紀の里より上旬は刀根早生、中旬以降は平核無梨

の入荷。岐阜産は JA いび川大野より西村→早秋→太秋→松本早

生の入荷。愛知産はあいち三河より筆柿の入荷。前年並みの入荷

見込み。福岡産は JA 筑前あさくらより西村→早秋→太秋の入荷。

総入荷量 270ｔ 前年比 102％ 

梨 

￥247 ￥260 ＝ ＝ ▲ ￥267（￥295） 

産地概況 

石川産上中旬はあきづき・新高の入荷。下旬より新潟産他新興梨

の入荷。 

総入荷量 45ｔ 前年比 123％ 

ぶどう 

￥1,100 ￥1,000 ▲ ＝ ＝ ￥1,050（￥1,040）

産地概況 

山梨産 JA 笛吹八代よりシャインマスカットの入荷。長野産は商

系中心に G巨峰の入荷。ルビーロマンは上旬で終了見込み。 

総入荷量 68ｔ 前年比 100％ 

いちじく 

￥600 ￥630 ▽ ▼ ▼ ￥670（￥670） 

産地概況 

愛知産 JA 西三河から連日入荷。石川産 JA はくい押水支所より連

日入荷。 

総入荷量 29ｔ 前年比 100％ 

栗 

￥715 ￥700 ＝ ＝ --- ￥750（￥828） 

産地概況 

茨城産主力に石川・岐阜・愛媛産の入荷。年々減少傾向で小玉は

少なめ。 

総入荷量 8ｔ 前年比 108％ 

メロン 

￥400 ￥510 ▲ ＝ ▲ ￥550（￥523） 

産地概況 

石川産アールスは大玉傾向で中旬までの入荷予定。静岡産は上旬

にかけ7～6kg中心から徐々に8～7kg中心の出荷へと切り替わる

見込み。北海道産は赤肉メロン(R-113)の入荷で５玉中心。 

総入荷量 80ｔ 前年比 111％ 



主要品目産地概況と販売見通し （平成 ２９ 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-8 

りんご 

￥235 ￥230 △ ＝ ＝ ￥300（￥308） 

産地概況 

青森産サン津軽は終盤で、早生ふじ・トキ中心の入荷。長野産は

秋映・シナノスイート・シナノゴールドの入荷。 

総入荷量 240ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥95 ￥110 ▲ ▲ ▲ ￥115（￥123） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。各産地とも順調な入荷。秋の

需要期の為荷動きは堅調に推移。価格は前年より安値相場と予

想。 

総入荷量 1,040ｔ 前年比 106％ 

オレンジ 

￥204 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥159） 

産地概況 

オーストラリア産ネーブル及びバレンシア、南アフリカ産バレン

シアの入荷。各産地共に小玉傾向。大玉・中玉の不足感より価格

は前年より若干高値での推移予想。 

総入荷量 60ｔ 前年比 109％ 

グレープ 

フルーツ 

￥129 ￥130 ＝ ＝ ＝ ￥130（￥147） 

産地概況 

南アフリカ、メキシコ産の入荷。南アメリカ産は大玉傾向。数量・

価格共に前年並みで推移する。 

総入荷量 43ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥284 ￥280 ＝ ＝ ＝ ￥280（￥264） 

産地概況 

チリ産中心に下旬よりカリフォルニア産の入荷を予定。中玉・小

玉中心の入荷。入荷も安定しており、価格は前年並みで推移。 

総入荷量 27ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥220 ￥200 ＝ ＝ ＝ ￥200（￥196） 

産地概況 

フィリピン産の入荷。９・１０玉中心の小玉傾向。大玉サイズは

上旬少ないものの、中旬より入荷量回復。前年並みでの価格推移。

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

キウイ 

フルーツ 

￥351 ￥380 ▲ ＝ ＝ ￥380（￥406） 

産地概況 

ニュージーランド産グリーン種の入荷。大玉中心に安定した入荷

見込み。前年並みでの価格推移。 

総入荷量 22ｔ 前年比 105％ 


