
主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 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 

￥87 ￥80 ▲ ＝ ▽ ￥80（￥79） 

産地概況 

長野産主力の入荷。中旬以降より順調な入荷が見込まれる。価格

は昨年並みと予想。 

総入荷量 180ｔ 前年比 116％ 

キャベツ 

￥80 ￥80 ＝ ▲ ＝ ￥90（￥92） 

産地概況 

愛知・茨城産主体に下旬より長野産の入荷予定。産地切替わり時

での相場上昇が見込まれるが、概ね安定した価格予想。 

総入荷量 540ｔ 前年比 138％ 

ねぎ 

￥446 ￥420 ＝ ▼ ▼ ￥400（￥402） 

産地概況 

茨城産主力に鳥取・大分・石川産結束物の入荷。茨城産は順調な

入荷が見込まれる。石川産については中旬頃より入荷の予定。価

格は昨年並みと予想。 

総入荷量 105ｔ 前年比 105％ 

ほうれん草

￥536 ￥550 ▲ ▲ ▲ ￥625（￥603） 

産地概況 

上旬は石川産中心で岐阜・静岡・茨城・群馬産の入荷。中旬から

下旬に向かい岐阜の高冷地(ひだ地区)が中心になっていく。価格

は昨年よりやや高めで推移すると思われる。 

総入荷量 48ｔ 前年比 110％ 

小松菜 

￥216 ￥220 ▲ ▲ ＝ ￥293（￥292） 

産地概況 

石川産中心の入荷で他に茨城産の入荷。気温や天候に大きく左右

するが、月末に向け価格は上がると予想。 

総入荷量 58ｔ 前年比 102％ 

ブロッコリー

￥313 ￥390 ▲ ▲ ▲ ￥436（￥448） 

産地概況 

石川産を主体に入荷。安定した入荷見通し。 

総入荷量 110ｔ 前年比 75％ 

レタス 

￥106 ￥160 ▼ ▼ ▼ ￥105（￥97） 

産地概況 

長野県産を主体に群馬県産の入荷。中旬以降は潤沢な入荷見通

し。 

総入荷量 210ｔ 前年比 98％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 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 

生椎茸 

￥813 ￥850 ＝ ＝ ＝ ￥852（￥803） 

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。ただし気温の上昇とともに下級品の入荷が増え

る見込み。 

総入荷量 27ｔ 前年比 96％ 

しめじ 

￥400 ￥400 ＝ ▼ ▼ ￥329（￥338） 

産地概況 

JA 全農長野物を中心に企業物(ホクト・ミスズ・雪国)の入荷。各

産地減産に入って出荷が減っており、アイテムによってはタイト

な状況になっている。入荷は少ないながらも安定と思われる。 

総入荷量 35ｔ 前年比 110％ 

えのき 

￥197 ￥180 ＝ ▼ ▼ ￥164（￥162） 

産地概況 

石川産を中心に長野産の入荷。各産地減産に入り出荷減少。不需

要期のため少ないながらも安定入荷。相場は弱保合い。 

総入荷量 55ｔ 前年比 105％ 

大葉 

￥2,624 ￥2,600 ▼ ＝ ▲ ￥3,100（￥2,953）

産地概況 

愛知豊橋温室園芸組合からの入荷。現在のところ生育は順調であ

る。大きなイベント等が無い月ということもあり、相場は軟調な

展開を予想する。 

総入荷量 4ｔ 前年比 106％ 

春菊 

￥883 ￥800 ▼ ＝ ＝ ￥750（￥573） 

産地概況 

群馬産の残量と岐阜産の入荷。順調な入荷を見込む。 

総入荷量 2ｔ 前年比 105％ 

大根 

￥89 ￥100 ▲ ▼ ＝ ￥100（￥114） 

産地概況 

千葉産は終了。青森・石川産他の入荷。生育期の低温で青森産の

端境期が発生する恐れあり。前年より安いものの平年より高値推

移を見込む。 

総入荷量 350ｔ 前年比 110％ 

かぶ 

￥133 ￥150 ▲ ＝ ▼ ￥150（￥165） 

産地概況 

青森産主体の入荷。前年並みの播種面積確保も平年より気温が低

く、やや遅れ気味の出荷となるが、後半には回復の見込み。 

総入荷量 41ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  6月）
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B-3 

人参 

￥125 ￥100 ▲ ▲ ▲ ￥140（￥139） 

産地概況 

岐阜産主力の入荷を見込む。ほぼ平年並みの単価を見込んでい

る。 

総入荷量 400ｔ 前年比 97％ 

蓮根 

￥450 ￥490 △ △ ▼ ￥1100（￥1145） 

産地概況 

愛知・熊本産ハウス蓮根の入荷。石川産は上旬で終了の見込み。

石川産の残量は前年に比べ少ない。 

総入荷量 6ｔ 前年比 113％ 

甘藷 

￥257 ￥300 △ ▼ ▼ ￥320（￥304） 

産地概況 
高知・茨城・千葉産等の入荷、石川産は上旬で終了の見込み。 

総入荷量 28ｔ 前年比 112％ 

胡瓜 

￥240 ￥240 ▲ ＝ ▼ ￥250（￥252） 

産地概況 

石川・群馬・福島・山形産の入荷。石川産上中旬までが最盛期、

下旬には後作の定植の絡みから減少。ハウス倒壊から 1割程度少

ない。群馬産も減少も東北産は下旬に向け増量となる。 

総入荷量 340ｔ 前年比 100％ 

南瓜 

￥218 ￥230 ▼ ＝ ▼ ￥230（￥220） 

産地概況 

メキシコ・鹿児島産の入荷。鹿児島産出荷に遅れが見られ小玉傾

向。 

総入荷量 160ｔ 前年比 105％ 

茄子 

￥361 ￥360 ▲ ＝ ▼ ￥360（￥349） 

産地概況 
高知産主力に群馬・茨城産の入荷。石川産については個人出荷。

総入荷量 210ｔ 前年比 99％ 

トマト 

￥286 ￥250 ＝ ▲ ▲ ￥270（￥268） 

産地概況 

石川産 JA 小松市・松任・内浦、完熟出荷組合・緑宝会。愛知産

JA 物・岐阜産個人物の入荷。石川産増量傾向で中旬最盛期を迎え

る。県外産は上中旬ピークも下旬に向け減少する見通し。 

総入荷量 500ｔ 前年比 101％ 

ミニトマト

￥535 ￥485 ＝ ▲ ＝ ￥575（￥575） 

産地概況 

愛知産 JA 豊橋・西三河・海部・ひまわり、熊本産 JA 熊本市、石

川産能登野菜出荷組合・JA はくいの入荷。石川産は中旬より出荷

予定。 

総入荷量 105ｔ 前年比 98％ 
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B-4 

ピーマン 

￥275 ￥220 ＝ ▲ △ ￥270（￥252） 

産地概況 

高知県園芸連に加え茨城産商系の入荷。高知産 20 日前後で終了

ながら、長野産 JA ながの入荷開始。順調な入荷が見込まれる。

総入荷量 70ｔ 前年比 106％ 

豆類 

￥827 ￥950 ▼ ＝ ＝ ￥800（￥758）

産地概況 

インゲンは高知・鹿児島、キヌサヤは福島・青森産の入荷。スナ

ップは福島、枝豆は岐阜・群馬産。他にピース、千石豆は石川産

の入荷。 

総入荷量 40ｔ 前年比 103％ 

馬鈴薯 

￥118 ￥115 ＝ ▲ ＝ ￥120（￥150） 

産地概況 

長崎産主体に静岡産の入荷。長崎産は生育良好で大玉傾向とみら

れ、順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 370ｔ 前年比 104％ 

長芋 

￥267 ￥280 ＝ ▲ ▲ ￥285（￥493） 

産地概況 

北海道及び青森産の入荷。両産地共に太物中心に順調な入荷が見

込まれる。気温上昇とともに全国的な引き合いも強まると思わ

れ、単価上昇が続く予想。 

総入荷量 65ｔ 前年比 120％ 

玉葱 

￥91 ￥95 ＝ ＝ ＝ ￥95（￥102） 

産地概況 

愛知産主力に大阪・兵庫等府県産の入荷。降雨による入荷量の増

減は考えられるが、概ね順調な入荷が見込まれる。 

総入荷量 500ｔ 前年比 103％ 



主要品目産地概況と販売見通し（平成 30 年  6月）
△強い ▲強保合 ＝保合 ▼弱保合 ▽弱い 
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B-5 

ハウス 

みかん 

￥1,551 ￥1,500 ▼ ▼ ＝ ￥950（￥947） 

産地概況 

愛知-JA 蒲郡より入荷。週 2 回ペースの入荷で数量は前年並。佐

賀-JA からつ主力の入荷でパック主力で良品 DB も入荷。 

総入荷量 31ｔ 前年比 100％ 

桜桃 

￥4,178 ￥4,000 ▽ ▼ ▼ ￥1,400（￥1,481）

産地概況 

山形産の入荷。紅さやかは 6 月初め、佐藤錦は 10 日前後より入

荷の見込み。数量は前年並。 

総入荷 45ｔ 前年比 110％ 

メロン 

￥589 ￥491 ▽ ▼ ＝ ￥440（￥439） 

産地概況 

静岡産は上旬 8kg～9kg 中心で中旬以降 8kg 中心の入荷。茨城・

熊本よりアンデス・クインシー・タカミの入荷。愛知みなみ田原

よりイエローキングの入荷。ロジのピークでサイズは 2L 中心。

総入荷量 190ｔ 前年比 110％ 

西瓜 

￥254 ￥230 ▼ ▲ ▼ ￥163（￥163） 

産地概況 

上旬熊本・千葉産の入荷。中旬より石川産の入荷で昨年並み 10 日

過ぎの予定。 

総入荷量 450ｔ 前年比 114％ 

りんご 

￥370 ￥390 ▽ ＝ ＝ ￥400（￥300） 

産地概況 
青森産有袋ふじ・ジョナゴールド・シナノゴールドの入荷。 

総入荷量 120ｔ 前年比 100％ 

ぶどう 

￥1,300 ￥1,100 ＝ ▼ ▼ ￥1,180（￥1,180）

産地概況 

山梨の大粒ぶどう・シャインの入荷。大阪産デラウェアはパック

での入荷。石川産デラは 20 日前後より入荷の予定。 

総入荷量 35ｔ 前年比 100％ 

バナナ 

￥151 ￥140 ▼ ▼ ▼ ￥130（￥123） 

産地概況 

フィリピン・エクアドル産の入荷。両産地とも良好も前年同期よ

りやや少なめの入荷。需要期でもあり価格も下げ気配であるた

め、量販可能。 

総入荷量 1,180ｔ 前年比 95％ 

オレンジ 

￥304 ￥300 ▼ ＝ ＝ ￥250（￥247） 

産地概況 

カリフォルニア・オーストラリア産の入荷。カリフォルニアは小

玉、オーストラリアは大玉傾向で、入荷量・価格とも前年並みを

見込む。 

総入荷量 60ｔ 前年比 100％ 
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B-6 

グレープ 

フルーツ 

￥183 ￥180 ＝ ＝ ＝ ￥180（￥160） 

産地概況 

南アフリカ産の入荷。中玉傾向の玉流れで入荷・価格ともに前年

並みを見込む。 

総入荷量 56ｔ 前年比 100％ 

レモン 

￥314 ￥300 ＝ ▲ ＝ ￥330（￥351） 

産地概況 

前半はカリフォルニア産・中旬よりチリ産中心の入荷となる。各

産地ともに安定した入荷が見込まれ、ほぼ前年並みでの価格推

移。 

総入荷量 29ｔ 前年比 100％ 

パイン 

アップル 

￥182 ￥180 ＝ ▲ ▲ ￥190（￥196） 

産地概況 

フィリピン産の入荷で大玉サイズが減少し小玉サイズ中心の入

荷。価格は前年より高値で推移する。 

総入荷量 60ｔ 前年比 95％ 


