
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10月 4日号：経済連　営業開発課

春菊、ミニ白菜、ブロッコリー、玉レタス、ヤングコーン等この秋初入荷の品目が増え、売場は少しずつ秋バージョンへ。

　この秋初入荷の品目が増え、ほうれん草や小松菜、大根葉などの葉物の入荷も徐々に増え、秋ナスやさつまいも、里芋の入荷も多く、果実も極早生ミカンの入荷が

本格化して、売場は少しずつ秋の装い。一方、つる紫やモロヘイヤ、といもがら、ミョウガ等は減少中。お客様から要望の多い白ネギやキャベツは入荷はあるものの

依然少ない。

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 200,160,150 やや下げ 178,165,153ｇ ヤングコーン 初 250 7本/572ｇ

小松菜 並み、増 170-133-100 やや下げ 312-240-162ｇ スィートコーン 稀 150 横這い 2本/542ｇ

水菜 少、横這い 150,130,130 横這い 220,253,206ｇ コリンキー 稀 270,210,190,110 1.08ｋ、916,825,571ｇ

なっぱ 極少、横這い 170,150 横這い 351,211ｇ ズッキーニ 極少、増 200,200,180,150 279,257,187,299ｇ

大根葉 少、増 170-130-100 やや下げ 277-194-145ｇ ヘチマ 並み、減 160-116-80 横這い 2-1.3-1本/729-449-224ｇ

チンゲン菜 極少、横這い 150,130,130 横這い 230,154,102ｇ ミニ冬瓜 多、横這い 250-184-120 横這い 2.63ｋ-1.60-911ｇ

春菊 初 180 219ｇ インゲン 少、増 130,130,120,100 横這い 106,95,93,101ｇ

ルッコラ 極少、横這い 100 横這い 62,51ｇ ジャンボインゲン 初 140,140,120 横這い 154,132,151ｇ

ケール 稀 100 横這い 52ｇ 四角豆 並み、増 150-119-90 横這い 155-77-33ｇ

クレソン 初 150 102ｇ 落花生 少、横這い 550-410-230 横這い 567-391-172ｇ

空芯菜 少、減 120-104-90 横這い 203-164-106ｇ 長豆 極少、横這い 100 横這い 205,97ｇ

モロヘイヤ 極少、減 110,100,100 横這い 109,85,72ｇ 玉ねぎ 少、横這い 170,160 横這い 4,3個/987,610ｇ

つる紫 少、減 120-102-90 横這い 231-208-178ｇ ラディッシュ 極少、横這い 130,120 横這い 127,320ｇ

ハンダマ 稀 110 横這い 137ｇ 人参 少、横這い 130 横這い 3本/674ｇ

大葉シソ 極少、減 100,90,80 横這い 8,7,11ｇ 洗いごぼう 少、増 190-166-150 横這い 8-5.2-2本/251-236-202ｇ

穂紫蘇 少、減 100 横這い 141-50-13ｇ 土ごぼう 極少、横這い 200,100 横這い 10,8本/253,291ｇ

バジル 極少、減 150,100 横這い 23,28ｇ じゃがいも 極少、減 400,200 横這い 1.08ｋ、476ｇ

ミント 稀 100 横這い 17ｇ にんにく 並み、減 300-217-120 横這い 144-72-19ｇ

パクチー 稀 130 横這い 78ｇ 新生姜 多、増 650-264-100 横這い 1.10ｋ-349-115ｇ

ローリエ 稀 180 横這い 17ｇ レンコン 並み、増 280-198-100 横這い 402-273-192ｇ

といもがら 少、減 120-108-100 横這い 535-399-258ｇ 紅さつま 少、横這い 400-247-200 横這い 1.06ｋ-661-378ｇ

みょうが 少、減 180,150,130,120 横這い 110,78,76,55ｇ 紅はるか 多、増 370-231-120 横這い 1.09ｋ-602-390ｇ

キャベツ 稀 190 横這い 948ｇ シルクスィート 並み、増 380-271-200 横這い 762-609-505ｇ

ミニ白菜 初 230,200,180 1.27ｋ、1.22ｋ、855ｇ ハローウィンスィート 稀 260 横這い 596ｇ

ブロッコリー 初 250,230,200 248,216,156ｇ ひめあやか 稀 220 横這い 538ｇ

レタス 初 140 342ｇ 安納芋 少、横這い 380-298-200 横這い 696-597-403ｇ

サニーレタス 稀 130 横這い 96ｇ こがね芋 少、増 200,150,150,120 横這い 722,596,519,624ｇ

リーフレタス 少、増 200-155-120 横這い 256-121-72ｇ マロンゴールド 極少、横這い 280,120 横這い 1.91ｋ、492ｇ

サラダ菜 稀 100,80 横這い 77,57ｇ パープルスィートロード 極少、横這い 500,300,200 横這い 858,409,560ｇ

白ネギ 少、増 180-140-100 横這い 8-4.5-2本/302-227-133ｇ ジェイレッド 初 270 横這い 648ｇ

九条ネギ 稀 100 横這い 151,121ｇ 白芽里芋 多、横這い 260-207-100 やや下げ 1.13ｋ-500-191ｇ

小ねぎ 少、減 110-102-100 横這い 90-76-59ｇ 赤芽里芋 並み、増 300-258-200 横這い 686-493-314ｇ

ニラ 少、減 120-103-100 横這い 149-112-100ｇ 親芋 少、横這い 120,100,80 横這い 690,788,458ｇ

マコモタケ 稀 300 横這い 4本/506ｇ 極早生ミカン 多、増 350-295-180 やや下げ 1.04ｋ-846-584ｇ

ピーマン 並み、横這い 180-121-90 横這い 298-194-142ｇ グリーンハウス 稀、横這い 300 横這い 603ｇ

子供ピーマン 稀 110 横這い 183ｇ グリーンレモン 並み、増 200-147-100 横這い 3-1.6-1個/279-194-95ｇ

カラーピーマン 稀 200 横這い 149ｇ カボス 並み、横這い 180-127-100 横這い 5-2.3-1個/377-205-123ｇ

パプリカ 少、減 250-194-150 横這い 5-2.6-1個/293-215-119ｇ すだち 小、横這い 200,160,150,110 横這い 309,241,285,150ｇ

ミニパプリカ 稀 250 横這い 6個/162ｇ 辺塚だいだい 稀 200 横這い 3個/265ｇ

ししとう 少、減 130,120,100,100 横這い 122,110,100,89ｇ シャインマスカット 並み、横這い 1800-1202-380 横這い 776-516-205ｇ

甘とう美人 少、減 130,130,130,100 横這い 184,166,148,168ｇ 種子有シャインマスカット 初 780-442-250 731-425-220ｇ

とうがらし 少、減 120-102-90 横這い 149-114-62ｇ 新高梨 稀 750-625-500 1.19ｋ-1.01ｋ-812ｇ

万願寺とうがらし 稀 130,100 横這い 140,115ｇ 新興梨 稀 550,550,260 横這い 3,2,1個/1.10ｋ、972,489ｇ

伏見とうがらし 稀 110,100 横這い 104,44ｇ 栗 極少、減 500,350,350 横這い 594,510,500ｇ

きゅうり 並み、横這い 210-147-100 やや下げ 4-2.3-1本 柿 並み、横這い 300-171-130 横這い 6-4.3-2個/907-535-282ｇ

モーウィ 極少、横這い 150-126-80 横這い 3-1.8-1本/1.37ｋ-1.07ｋ-812ｇ あおし柿 稀 350 横這い 10個/823ｇ

なす 多、増 250-156-100 やや下げ 6-2.6-1本/595-333-146ｇ パイナップル 少、減 1400-1024-700 横這い 1.58ｋ-1.16ｋ-693ｇ

白ナス 少、増 200-138-80 横這い 3-2-1本/610-401-226ｇ 青パパイヤ 少、横這い 540-422-150 横這い 1.09ｋ-911-659ｇ

縞ナス 少、横這い 180-133-100 横這い 3-2.1-1本/652-397-219ｇ リュウガン 稀 800 横這い 300ｇ

ゴーヤ 並み、横這い 220-146-100 横這い 3-1.6-1本/447-281-177ｇ バンジロウ 少、増 250,200,150,120 横這い 205,150,186,271ｇ

オクラ 多、横這い 130-104-90 横這い 17-11.1-7本/235-138-55ｇ グァバ 少、増 300,250,250,200 横這い 3,6,4,2個/402,415,384,341ｇ

ミディートマト 稀 200 241ｇ ドラゴンフルーツ 稀 300 297ｇ

ミニトマト 少、増 280-220-180 横這い 231-150-87ｇ 銀杏 小、横這い 250,200,200,120 横這い 153,218,205,109ｇ

※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

野

菜

おいどん市場いしき店

催事、イベント内容

10/9：ＪＡ肝付吾平町フェア、10/16-17：リニューアルオープン1周年フェア、10/23：新米祭り

店舗名

おいどん市場与次郎館

おいどん市場谷山館

ふるさと物産館
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