
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27日号：経済連　営業開発課

徐々に増える品目は多いものの減る品目もあり全体的には微増傾向。そんな中、極早生ミカン入荷急増。

　ほうれん草や小松菜などの葉物類やキュウリ、ナス、生姜、さつまいも、里芋等増える品目も増えてきたが、空芯菜等夏葉物や大葉、ピーマン、ししとう、南瓜、冬瓜、じ

ゃがいも、にんにく等減る品目もあり、全体的には入荷微増。果実は、極早生ミカンの入荷が本格化しているもののブドウ類の入荷が終盤を向え、梨の入荷も少ない。

初入荷は、センモト、コリンキー、辺塚だいだい(200円/3個/293ｇ)、竜眼(800円/293ｇ)。

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 極少、増 230,230,220 横這い 159,155,179ｇ 南瓜 少、減 700-501-300 横這い 2.20ｋ-1.66ｋ-1.04ｋ

小松菜 並み、増 170-138-100 やや下げ 294-222-172ｇ 小玉南瓜 極少、減 200,150,120 横這い 512,486,202ｇ

水菜 少、増 150-135-120 横這い 242-206-160ｇ コリンキー 初 140,130,120 771,595,499ｇ

なっぱ 極少、増 170,150,130,120 横這い 331,222,165,168ｇ ヘチマ 並み、減 140-107-80 横這い 729-458-233ｇ

大根葉 少、増 130-109-90 やや下げ 249-190-122ｇ ミニ冬瓜 並み、減 250-183-70 横這い 2.92ｋ-1.59ｋ-918ｇ

チンゲン菜 稀 140,130 横這い 263,155ｇ インゲン 極少、増 150,150,90 横這い 107,85,52ｇ

ルッコラ 稀 100 41ｇ 四角豆 並み、増 200-123-90 横這い 110-70-41ｇ

ケール 稀 100 横這い 46ｇ 落花生 少、増 550-410-250 横這い 367-280-195ｇ

空芯菜 並み、減 100 横這い 215-136-88ｇ 長豆 稀 110 83ｇ

モロヘイヤ 並み、減 110-101-100 横這い 125-98-55ｇ 玉ねぎ 少、減 170,160 横這い 4,3個/1.13ｋ、646ｇ

つる紫 並み、減 120-106-90 横這い 251-196-115ｇ ラディッシュ 極少、横這い 130,120 横這い 115,258ｇ

ハンダマ 極少、減 120,110,100 横這い 54,155,201ｇ 人参 極少、横這い 130,120 横這い 3,5本/818,289ｇ

おかわかめ 稀 100 横這い 66ｇ 洗いごぼう 少、増 210-170-130 横這い 6-3.3-2本/396-272-199ｇ

パセリ 稀 100,90,80 横這い 21,19,17ｇ 土ごぼう 極少、横這い 200,100 横這い 4,8本/236,253ｇ

大葉シソ 極少、減 90,90,80,80 横這い 12,9,11,11ｇ じゃがいも 極少、減 400,200,180 横這い 1.09ｋ、445,525ｇ

大葉シソ枝 極少、減 100 横這い 53,23ｇ にんにく 並み、減 350-234-120 横這い 206-103-51ｇ

穂紫蘇 並み、横這い 100-96-80ｇ 横這い 85-47-16ｇ ジャンボニンニク 極少、減 500,300,200 横這い 335,123,50ｇ

赤しそ束 稀 250 横這い 308ｇ 生姜 極少、減 280-164-110 横這い 416-253-170ｇ

えごま 極少、減 100,100,90,90 横這い 18,13,24,19ｇ 新生姜 多、増 1000-298-130 横這い 885-332-114ｇ

バジル 極少、減 150,100,100,100 横這い 26,64,52,41ｇ レンコン 並み、増 380-244-150 横這い 483-314-186ｇ

ミント 極少、減 150,100,90 横這い 18,18,17ｇ 紅さつま 少、横這い 400-248-200 横這い 1.07ｋ-614-362ｇ

パクチー 稀 130 横這い 68ｇ 紅はるか 多、増 370-237-150 横這い 878-593-431ｇ

ローリエ 稀 180 横這い 24ｇ シルクスィート 極少、横這い 380,250,250,150 横這い 792,601,542,685ｇ

といもがら 並み、減 120-104-80 横這い 532-341-140ｇ ハローウィンスィート 稀 250 横這い 699ｇ

みがしき 稀 120 横這い 719ｇ ひめあやか 稀 220 横這い 491ｇ

みょうが 並み、横這い 180-147-120 横這い 139-87-50ｇ 安納芋 少、増 380-282-230 横這い 716-601-406ｇ

キャベツ 少、増 200-160-100 横這い 985-741-486ｇ こがね芋 少、増 200,150,150,120 横這い 722,596,519,624ｇ

サニーレタス 稀 180 108ｇ マロンゴールド 極少、横這い 280,120 横這い 1.92ｋ、492ｇ

リーフレタス 稀 180 111ｇ 白芽里芋 多、増 270-217-150 横這い 727-461-284ｇ

サラダ菜 稀 100 横這い 60ｇ 赤芽里芋 並み、増 300-255-230 横這い 667-468-310ｇ

サンチュ 稀 180 横這い 213ｇ 極早生ミカン 多、増 380-297-250 やや下げ 1.16ｋ-859-612ｇ

白ネギ 極少、横這い 150 横這い 4,3,3本/247,168,127ｇ グリーンハウス 稀、横這い 300 横這い 599ｇ

九条ネギ 稀 100 横這い 87ｇ グリーンレモン 並み、増 210-148-100 横這い 3-1.6-1個/313-186-81ｇ

小ねぎ 少、減 180-118-100 横這い 108-86-72ｇ カボス 少、横這い 130-120-100 横這い 4-2.8-2個/396-242-146ｇ

センモト 初 180 188ｇ すだち 小、横這い 200,150,150,110 横這い 279,303,296,162ｇ

ニラ 並み、横這い 120-103-100 横這い 157-117-64ｇ ゆず 極少、横這い 160,120 横這い 6,4個/428,177ｇ

マコモタケ 稀 300 横這い 5本/543ｇ だいだい 稀 100 横這い 2個/316ｇ

ピーマン 並み、減 130-111-80 横這い 259-202-163ｇ 辺塚デデス 稀 120 横這い 3個/257ｇ

子供ピーマン 稀 110 横這い 179ｇ シャインマスカット 少、減 600,550,480,380 横這い 325,324,311,202ｇ

カラーピーマン 極少、横這い 200,130 横這い 172,206ｇ 種無しピオーネ 並み、減 950-712-370 横這い 641-499-313ｇ

パプリカ 少、減 250-170-100 横這い 3-1.3-1個/292-156-95ｇ ロザリオビアンコ 稀 550 横這い 314ｇ

ししとう 極少、減 130,110,100 横這い 117,119,108ｇ クインニーナ 稀 360 横這い 226ｇ

甘とう美人 稀 120 横這い 176ｇ 新興梨 稀 550 3個/975ｇ

とうがらし 並み、横這い 130-109-90 横這い 158-82-37ｇ 栗 極少、減 1100,500,400 横這い 998,525,513ｇ

きゅうり 並み、横這い 220-162-100 やや下げ 3-2.1-1本 柿 並み、増 200-178-140 横這い 6-4.4-2個/1.08ｋ-588-325ｇ

モーウィ 稀 100 横這い 2,1本/1.34ｋ、859ｇ あおし柿 極少、増 350,180 横這い 10,6個/747,610ｇ

なす 並み、増 200-160-100 やや下げ 5-2.5-1本/447-334-137ｇ キウイフルーツ 稀 300 3個/491ｇ

白ナス 少、増 150-122-100 横這い 3-2-1本/483-376-211ｇ パイナップル 少、横這い 1100-750-480 横這い 1.34ｋ-1.11ｋ-783ｇ

縞ナス 極少、減 180,170,130 横這い 2本/488,349,886ｇ 青パパイヤ 極少、横這い 200,160,100 横這い 858,678,668ｇ

ゴーヤ 並み、増 200-147-100 横這い 3-1.7-1本/494-272-150ｇ バンジロウ 極少、増 300,300,200,110 横這い 151,138,140,186ｇ

オクラ 並み、減 130-102-80 横這い 15-11.1-6本/175-137-85ｇ グァバ 極少、増 300,250,250,200 横這い 2,7,5,3個/407,426,357,362ｇ

ミニトマト 極少、横這い 180,180,160 横這い 140,93,103ｇ ドラゴンフルーツ 稀 200,100 横這い 212,121ｇ

スィートコーン 稀 100 1本/281ｇ 銀杏 小、増 250,200,200,100 やや下げ 151,216,208,153ｇ

※入荷動向：入荷量の多少と先週との比較、価格動向：先週との比較、重量は風袋込み

２．お願い

　・増えては来ましたが、まだ足りません。積極的な出荷をお願いします。特に、キャベツ、白ネギ等お待ちしております。

３．催事、イベント：10月：新型コロナウイルス感染症の関係から、当面、催事は見合わせ
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