
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１３日号：経済連　営業開発課

長雨の影響は残るものの入荷量少しずつ増加。特に、少なかった小松菜等葉物類の入荷が増え、徐々に活況。

　入荷増が目立つのは、小松菜、ピーマン、きゅうり、なす、ゴーヤ、オクラ、生姜、白芽里芋、果実の極早生ミカン。入荷が多いのはヘチマとミニ冬瓜で、急減している

のが南瓜。果実は、明らかに葡萄の入荷が峠を越えたが、レモン、ゆず、カボス、スダチが増えてきた。初入荷は、レンコン、辺塚デデス、新興梨、銀杏。仕入品のキャベツ

が瞬く間に売り切れ、胡瓜や玉ねぎ、白ネギに殺到するお客様も多く、好調な販売継続中。

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）

小松菜 並み、増 210-148-120 やや下げ 283-224-166ｇ 小玉南瓜 少、減 200-178-150 横這い 827-540-367ｇ

水菜 少、増 180-156-130 やや下げ 330-218-163ｇ ヘチマ 多、横這い 160-109-50 横這い 829-448-296ｇ

なっぱ 極少、増 140,130 やや下げ 238,300ｇ ヘチオク 稀 110,100,100 1,2,2本/294,329,324ｇ

大根葉 極少、増 150,130,110,100 やや下げ 127,180,231,122ｇ ミニ冬瓜 多、横這い 250-170-100 横這い 2.54ｋ-1.70ｋ-686ｇ

ルッコラ 稀 150 141ｇ インゲン 稀 150 95ｇ

ケール 稀 110 横這い 43ｇ 四角豆 少、増 100 横這い 113-74-33ｇ

空芯菜 並み、減 110-101-100 横這い 261-165-99ｇ 落花生 少、増 450-390-300 横這い 511-356-296ｇ

モロヘイヤ 並み、減 110-102-100 横這い 131-92-69ｇ 刀豆 極少、増 120 横這い 5,4,3本/198,200,161ｇ

つる紫 少、減 120-104-100 横這い 289-219-156ｇ 長豆 稀 100 横這い 134ｇ

ハンダマ 少、減 120,120,120,110 横這い 205,81,49,154ｇ 玉ねぎ 少、横這い 170,150,120 横這い 6,3,3個/940ｇ、638ｇ、1.26ｋ

おかわかめ 極少、減 100 横這い 285,66ｇ ラディッシュ 極少、横這い 130,120 横這い 211,344ｇ

パセリ 少、減 100,90,80,70 横這い 32,18,16,16ｇ 人参 少、横這い 130 横這い 4本/720ｇ

イタリアンパセリ 稀 150 24ｇ 洗いごぼう 並み、増 170-154-130 横這い 5-3.4-2本/332-288-235ｇ

大葉シソ 少、減 100-92-80 横這い 18-13-10ｇ 土ごぼう 極少、横這い 200,100 横這い 3,6本/280,294ｇ

大葉シソ枝 少、横這い 100 横這い 149-69-20ｇ じゃがいも 少、減 400-184-120 横這い 1.14ｋ-667-503ｇ

穂紫蘇 少、横這い 110-101-100 横這い 75-41-15ｇ にんにく 並み、横這い 450-238-100 横這い 256-111-50ｇ

赤しそ 極少、横這い 110,100,100 横這い 87,107,102ｇ ジャンボニンニク 稀 500 横這い 332ｇ

赤しそ束 極少、減 250,150 横這い 349,273ｇ 生姜 稀 120 横這い 149ｇ

えごま 稀 90 横這い 24ｇ 新生姜 多、増 500-217-100 横這い 532-246-105ｇ

バジル 少、減 180-126-100 横這い 88-47-26ｇ レンコン 初 320-234-160 382-278-174ｇ

ミント 少、減 140,120,100,90 横這い 17,20,21,21ｇ 紅さつま 並み、横這い 400-241-200 横這い 771-536-416ｇ

パクチー 稀 130 横這い 77ｇ 紅はるか 多、増 370-243-150 横這い 856-595-405ｇ

ローリエ 稀 180 横這い 22ｇ シルクスィート 少、増 380-251-180 横這い 1.10ｋ-621-391ｇ

といもがら 少、減 120-113-100 横這い 544-415-149ｇ ひめあやか 稀 250 横這い 560ｇ

みがしき 極少、減 120,100 横這い 186,464ｇ 安納芋 少、横這い 300,200,200,180 横這い 387,721,660,563ｇ

みょうが 並み、横這い 160-141-130 横這い 123-72-38ｇ こがねいも 少、増 250,250,200,200 横這い 1.14ｋ、995,742,604ｇ

キャベツ 極少 180,160,150,130 1.01ｋ、894,412,386ｇ マロンゴールド 稀 120 横這い 497ｇ

リーフレタス 極小 200,180,180 128,176,123ｇ 白芽里芋 多、増 260-221-120 やや下げ 616-457-272ｇ

フリルレタス 極小 190,180,150 158,77,49ｇ 赤芽里芋 極少、増 280,250,180 やや下げ 468,444,607ｇ

サラダ菜 稀 100 横這い 89ｇ 極早生ミカン 並み、増 380-292-180 やや下げ 1.04ｋ-719-295ｇ

白ネギ 極小、横這い 150,100,100 横這い 4,8,4本/317,253,176ｇ グリーンハウス 稀、横這い 300 やや下げ 6個/604ｇ

九条ネギ 稀 100 横這い 177ｇ グリーンレモン 少、増 180,130,130,100 横這い 2,1,1,1個/138,119,102,108ｇ

小ねぎ 少、横這い 130-108-100 横這い 89-78-73ｇ カボス 少、増 180-135-100 横這い 4-2.8-2個/289-232-148ｇ

ニラ 少、横這い 100 横這い 159-124-104ｇ すだち 少、増 200,130,120,120 横這い 276,149,210,150ｇ

マコモタケ 稀 300 横這い 4本/435ｇ ゆず 極小 120 横這い 3,2個/314,164ｇ

ピーマン 並み、増 150-129-110 横這い 299-217-148ｇ 辺塚デデス 初 120 横這い 3個/239ｇ

カラーピーマン 極小、横這い 200,140 横這い 124,235ｇ 葡萄 稀 300 横這い 250ｇ

パプリカ 極少、減 160,130,130 横這い 1,2,3個/145,95,147ｇ 種無し葡萄 稀 380 横這い 218ｇ

ミニパプリカ 稀 250 横這い 8個/167ｇ シャインマスカット 並み、減 1700-1545-380 横這い 727-676-190ｇ

ししとう 少、減 120-102-80 横這い 105-97-85ｇ 種無しピオーネ 少、減 850,800,750,400 横這い 522,492,466,325ｇ

甘とう美人 少、減 120,120,110,100 横這い 207,207,155,184ｇ 巨峰 少、横這い 400 横這い 336ｇ

とうがらし 並み、横這い 250-124-90 横這い 159-100-34ｇ ロザリオビアンコ 少、増 1000-840-550 横這い 616-499-305ｇ

ハバネロ 極少、横這い 100 横這い 69,38ｇ 新興梨 少、横這い 500,500,500,400 横這い 4,3,1,2個/1.01ｋ、952,886,837ｇ

きゅうり 多、増 250-177-80 やや下げ 3-2-1本 栗 少、横這い 500-382-200 横這い 615-406-231ｇ

モーウィ 極少、減 150,110,100 横這い 1.13ｋ、817,689ｇ 柿 少、減 200-158-110 横這い 7-3.8-3個/793-465-261ｇ

ナス 多、増 200-155-70 横這い 4-2.6-1本/483-319-194ｇ 無花果 稀 100 横這い 1個/91ｇ

白ナス 稀 150,100 横這い 3,1本/388,243ｇ パイナップル 少、減 1500-983-680 横這い 1.53ｋ-1.12ｋ-892ｇ

縞ナス 少、横這い 180-136-90 横這い 3-2-1本/532-374-210ｇ 島バナナ 稀 750 6本/448ｇ

ゴーヤ 並み、増 200-153-100 横這い 3-1.8-1本/496-332-194ｇ パッションフルーツ 稀 490 横這い 8個/522ｇ

オクラ 多、増 120-103-80 横這い 13-10-5本/213-134-58ｇ 青パパイヤ 初 250,150 953,561ｇ

ミディートマト 稀 200 240ｇ バンジロウ 稀 200 横這い 134ｇ

ミニトマト 少、横這い 230-190-160 横這い 214-144-108ｇ ドラゴンフルーツ 極少 200,100 222,170ｇ

南瓜 並み、減 600-341-100 横這い 1.80ｋ-1.30ｋ-608ｇ 銀杏 初 300,250 213,151ｇ

※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

　・特に、キャベツ、白ネギ、レタス類が足りません。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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