
ＪＡグループ県域直売所(おいどん市場与次郎館・谷山館・いしき店、ふるさと物産館）情報

令和3年　９月　６日号：経済連　営業開発課

8月中旬の長雨の影響が残り、依然、入荷少な目も、入荷の回復する品目も増え、底を脱した感。価格は下降気味。

　8月中旬の長雨の影響が依然残るものの入荷の回復する品目が増えており、入荷の底は脱した。特に、きゅうり、なす、オクラはそこそこの入荷になってきた。増えて

きたのは、生姜、さつまいも、さといも。減ってきたのは、南瓜、玉ねぎ、じゃがいも。果実では、葡萄や栗が横ばいから減少気味も、極早生ミカンが増加の気配。初入

荷はマコモタケとかおり梨。

１．入荷・価格動向(出荷者委託品） 単位：円/1点、ｇ

品目 入荷動向 価格 価格動向 備考(重量等） 品目 入荷動向 価格 価格動向 備考(重量等）

ほうれん草 稀 200 143ｇ 小玉南瓜 少、減 250-166-120 横這い 652-488-248ｇ

小松菜 少、増 210-166-130 やや下げ 263-186-158ｇ ヘチマ 並み、横這い 150-118-80 横這い 633-387-236ｇ

水菜 稀 180 やや下げ 185ｇ ヘチオク 稀 110 2本/244ｇ

なっぱ 極少、増 170,150,150 やや下げ 234,215,210ｇ ミニ冬瓜 多、横這い 250-175-100 横這い 2.49ｋ-1.72ｋ-847ｇ

大根葉 極小、増 170,100 やや下げ 213,155ｇ インゲン 稀 150 102ｇ

ふだん草 稀 100 横這い 215ｇ 四角豆 極少、増 100 横這い 109,64,45ｇ

三つ葉 稀 80 横這い 43ｇ 落花生 極少、横這い 400,250,230 横這い 507,245,253ｇ

ルッコラ 稀 100 横這い 42ｇ 刀豆 稀 120 横這い 4本/185ｇ

ケール 稀 110 横這い 43ｇ むかご 極少、増 150,110 横這い 202,125ｇ

空芯菜 並み、横這い 130-105-100 横這い 237-162-85ｇ 玉ねぎ 少、横這い 150,120 横這い 3個/637ｇ、1.39ｋ

モロヘイヤ 並み、横這い 130-112-100 横這い 152-117-54ｇ ラディッシュ 極少、横這い 130,120 横這い 224,343ｇ

つる紫 少、横這い 120,120,110,100 横這い 444,166,100,260ｇ 人参 少、横這い 130 横這い 5本/628ｇ

ハンダマ 並み、横這い 150-113-100 横這い 297-125-31ｇ 洗いごぼう 並み、増 190-153-130 横這い 14-6-2本/386-254-206ｇ

おかわかめ 極少、減 110,100 横這い 172,80ｇ 土ごぼう 極少、横這い 200,100 横這い 3,8本/238,294ｇ

パセリ 稀 90,80 横這い 30ｇ じゃがいも 少、減 400-186-120 横這い 1.11ｋ-595-393ｇ

大葉シソ 並み、減 100-91-70 横這い 16-10-5ｇ にんにく 並み、横這い 800-265-120 横這い 508-137-48ｇ

大葉シソ枝 並み、横這い 100-98-80 横這い 207-84-24ｇ ジャンボニンニク 少、減 1,000,500,280,200 横這い 708,345,245,206ｇ

穂紫蘇 稀 100 横這い 167,31ｇ 生姜 少、減 160,150,150,110 横這い 175,174,158,104ｇ

赤しそ束 少、減 250,150,100 横這い 392,281,62ｇ 新生姜 多、増 500-242-130 横這い 530-245-135ｇ

えごま 極小、横這い 100,100,90 横這い 23,14,24ｇ 紅さつま 並み、増 400-238-170 やや下げ 755-543-334ｇ

バジル 並み、増 180-118-100 横這い 58-39-27ｇ 紅はるか 多、増 350-239-150 やや下げ 800-601-381ｇ

ミント 極小、横這い 140,120,120 横這い 24,17,13ｇ シルクスィート 少、横這い 330,300,220 横這い 610,611,814ｇ

パクチー 稀 130 横這い 101ｇ ひめあやか 稀 250 横這い 501ｇ

ローゼル 稀 100 横這い 116ｇ 安納芋 少、増 250,200,200,180 横這い 512,690,623,583ｇ

といもがら 並み、増 120-108-100 横這い 632-394-169ｇ こがね芋 極少、横這い 250,150 横這い 1.01ｋ、538ｇ

みがしき 少、横這い 130,120,120,100 横這い 297,392,198,366ｇ マロンゴールド 稀 120 484ｇ

みょうが 並み、横這い 160-139-100 横這い 102-72-34ｇ パープルスィートロード 稀 330 508ｇ

サラダ菜 稀 110 横這い 85ｇ 紫芋 少、横這い 200,160 横這い 526,461ｇ

白ネギ 少、増 220-146-110 やや下げ 8-4.6-2本/455-266-119ｇ 白芽里芋 多、増 260-216-140 やや下げ 606-457-218ｇ

九条ネギ 稀 100 109ｇ 赤芽里芋 極少、増 250 横這い 452,401ｇ

小ねぎ 並み、横這い 180-129-100 やや下げ 107-82-55ｇ 極早生ミカン 少、増 380-303-180 やや下げ 11-8.7-5個/1.03ｋ-700-319ｇ

ニラ 並み、横這い 120-100-90 横這い 133-105-75ｇ グリーンハウス 稀、横這い 330 横這い 13個/555ｇ

マコモタケ 稀 300 4本/270ｇ グリーンレモン 少、増 150,130,130,100 横這い 2,1,1,1個/121,117,101,97ｇ

ピーマン 少、増 140-111-70 横這い 414-271-181ｇ カボス 少、増 180,130,100 横這い 3,2,2個/242,137,108ｇ

カラーピーマン 稀 200 横這い 163ｇ すだち 稀 150 横這い 3個/213ｇ

パプリカ 少、減 150-112-80 横這い 4-1.7-1個/288-158-97ｇ シークヮーサー 稀 120 横這い 107ｇ

ミニパプリカ 稀 250 横這い 8個/156ｇ 葡萄 稀 300 横這い 239ｇ

ししとう 少、減 110,100,100 横這い 99,133,90ｇ 種無し葡萄 稀 360 横這い 202ｇ

甘とう美人 少、減 100,100,80 横這い 168,146,283ｇ マスカット 稀 650 横這い 312ｇ

とうがらし 並み、横這い 280-122-93 横這い 182-83-23ｇ シャインマスカット 並み、減 1600-929-450 横這い 690-433-291ｇ

ハバネロ 稀 100 横這い 75,56ｇ ピオーネ 並み、横這い 950-579-330 横這い 589-426-300ｇ

きゅうり 並み、増 260-203-100 やや下げ 3-2-1本 種無し巨峰 稀 500 横這い 333ｇ

なす 並み、増 250-167-100 やや下げ 5-2.5-1本/568-355-163ｇ 巨峰 稀 400 横這い 325ｇ

白ナス 稀 180 横這い 3本/764ｇ ブラックビート 少、減 950-658-450 横這い 515-418-305ｇ

縞ナス 少、減 180,150,130,80 横這い 3,2,2,1本/509,489,389,217ｇ ロザリオビアンコ 少、横這い 900,800,550 横這い 537,462,267ｇ

ゴーヤ 並み、増 230-149-100 横這い 5-2-1本/572-322-136ｇ かおり梨 少、横這い 500-367-250 横這い 2-1.1-1個/944-719-450ｇ

オクラ 並み、増 150-115-100 横這い 15-10-6本/218-126-65ｇ 栗 並み、減 700-467-300 横這い 1.01ｋ-510-269ｇ

トマト 極少、横這い 220,170 横這い 5,2個/485,407ｇ 柿 並み、横這い 200-150-110 横這い 9-5.9-3個/814-552-245ｇ

ミディートマト 極少、横這い 210,200,200 横這い 299,345,262ｇ 無花果 稀 100 75ｇ/1個

ミニトマト 少、増 200-180-150 横這い 241-184-126ｇ パイナップル 少、減 2000,1400,1200,900 横這い 1.97ｋ、1.45ｋ、1.20ｋ、1.03ｋ

スィートコーン 稀 130 295ｇ

ズッキーニ 稀 150 155ｇ

南瓜 並み、減 600-354-150 横這い 1.75ｋ-1.26ｋ-700ｇ

※入荷動向：入荷量の多少と今後の見通し、価格動向：今後の見通し、重量は風袋込み

２．お願い

　・長雨の影響もあり、夏の端境期真っただ中です。出荷物お持ちの方は、積極的な出荷をお願いします。

３．催事、イベント：9月：新型コロナウイルス感染症蔓延防止等重点措置が本県にも適用されることから、当面、催事は中止。
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