
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11日号：経済連　営業開発課

ほうれん草、小松菜、大根葉等葉物類やキャベツ、白菜の入荷が増え、みかんの入荷が本番を向え、売場は秋バージョンへ！

　ほうれん草や小松菜、大根葉、水菜、菜っ葉、チンゲン菜等葉物類の入荷が増え、高菜やわさび菜の入荷も始まった。キャベツや白菜は出荷者が3名に増え、来週

以降、増量の気配。ブロッコリーや大根の入荷も増えてきた。果菜類は、ナスの入荷が多く、胡瓜やピーマンもしっかり入荷中。土物では生姜が着実に増加中も、さ

つまいもは入荷は多いが増え切らない。果実は、みかんが本番で、レモンやカボス等もしっかり入荷中も他の品目は多くない。

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 少、増 200-173-100 やや下げ 239-186-155ｇ ミニ冬瓜 多、減 320-184-60 横這い 2.44ｋ-1.68ｋ-990ｇ

小松菜 並み、増 160-121-100 やや下げ 312-212-157ｇ 隼人うり 初 100 2個/449ｇ

水菜 少、増 160-134-100 やや下げ 330-214-147ｇ インゲン 少、増 130-118-100 横這い 103-97-86ｇ

なっぱ 少、増 150-130-100 やや下げ 279-224-157ｇ ジャンボインゲン 極少、横這い 140,140,120 横這い 120,107,144ｇ

大根葉 並み、増 150-115-100 やや下げ 450-238-127ｇ 枝豆 稀 180 154ｇ

チンゲン菜 少、増 130-116-100 やや下げ 324-225-131ｇ 四角豆 並み、増 150-105-80 横這い 119-74-43ｇ

春菊 稀 180 横這い 214ｇ 落花生 極少、減 250 横這い 202,175ｇ

高菜 少、増 150-120-100 483-221-127ｇ 長豆 稀 100 横這い 184ｇ

わさび菜 極少、増 110,100,100 63,109,71ｇ 刀豆 極少、横這い 120 横這い 5,4本/188,235ｇ

ルッコラ 少、増 150-128-100 横這い 148-88-49ｇ 玉ねぎ 少、横這い 220,170 横這い 3,4個/959,1.01ｋ

ケール 稀 100 横這い 59ｇ 大根 少、増 220,220,210,200 横這い 1.45ｋ、1.29ｋ、1.18ｋ、1.31ｋ

クレソン 稀 150 横這い 90ｇ ラディッシュ 極少、横這い 130,120 横這い 167,220ｇ

空芯菜 少、減 120-102-90 横這い 222-175-113ｇ 人参 少、横這い 130 横這い 4本/858ｇ

モロヘイヤ 極少、減 100,90 横這い 84,91ｇ 洗いごぼう 少、増 170-154-130 横這い 9-6-2本/293-245-214ｇ

つる紫 少、減 120-102-80 横這い 239-215-181ｇ 土ごぼう 極少、横這い 200,100 横這い 6,4本/290,271ｇ

ハンダマ 極少、減 120,120,110,100 横這い 211,48,109,292ｇ じゃがいも 極少、減 400,200,120 横這い 1.13ｋ、502,529ｇ

穂紫蘇 少、減 100 横這い 115-46-15ｇ にんにく 少、減 300-231-120 横這い 160-76-30ｇ

バジル 極少、減 150,130,100 横這い 37,50,72ｇ 新生姜 多、増 650-254-100 横這い 1.09ｋ-325-111ｇ

ミント 極少、減 150,120,100 横這い 19,20,19ｇ レンコン 並み、横這い 320-208-100 横這い 387-251-134ｇ

パクチー 稀 130 横這い 73ｇ むかご 初 300-199-110 363-149-102ｇ

といもがら 少、減 110-97-80 横這い 513-296-212ｇ 紅さつま 少、横這い 400,280,210,200 横這い 511ｇ、1.27ｋ、489,390ｇ

みょうが 少、減 180,150,130,120 横這い 110,78,76,55ｇ 紅はるか 多、横這い 400-230-100 横這い 861-601-394ｇ

キャベツ 少、増 240,200,190,180 横這い 908ｇ、1.18ｋ、1.15ｋ、1.10ｋ シルクスィート 並み、増 380-250-180 横這い 755-597-407ｇ

ミニ白菜 少、増 250-199-150 横這い 1.49ｋ-690-466ｇ ひめあやか 稀 220 横這い 465ｇ

ブロッコリー 極少、増 250,230,200,180 横這い 260,211,197,171ｇ 安納芋 少、横這い 400-306-200 横這い 709-569-409ｇ

サニーレタス 稀 100,90 横這い 121,91ｇ こがね芋 少、横這い 150,130,100 横這い 452,703,406ｇ

リーフレタス 少、増 220-140-80 横這い 268-131-70ｇ マロンゴールド 極少、横這い 280,100 横這い 1.82ｋ、496ｇ

フリルレタス 少、増 230,220 横這い 201,134ｇ パープルスィートロード 極少、横這い 380,300,200,200 横這い 713,406,538,483ｇ

サラダ菜 稀 80 横這い 56ｇ 白芽里芋 並み、減 260-198-100 横這い 626-448-192ｇ

白ネギ 少、増 180-140-120 横這い 7-4.9-3本/307-220-104ｇ 赤芽里芋 多、増 290-260-200 横這い 642-487-376ｇ

九条ネギ 稀 100 横這い 123ｇ 親芋 少、横這い 150-115-80 横這い 1.23ｋ-856-523ｇ

小ねぎ 極少、減 110,100,100 横這い 82,113,61ｇ みかん 多、増 350-273-120 やや下げ 1.11ｋ-840-391ｇ

ニラ 少、減 100-95-80 横這い 153-121-88ｇ グリーンレモン 並み、増 180-136-100 横這い 2-1.5-1個/305-185-100ｇ

マコモタケ 稀 300 横這い 5本/385ｇ ライム 初 180,150 2,1個/200,118ｇ

ピーマン 並み、横這い 150-117-70 横這い 293.-206-124ｇ カボス 並み、横這い 180-124-100 横這い 5-3.6-2個/383-260-141ｇ

子供ピーマン 稀 100 横這い 155ｇ ダイダイ(辺塚込） 極少、横這い 150,120,100 横這い 3,2,2個/303,261,404ｇ

カラーピーマン 極少、横這い 200,200,130,120 横這い 204,150,170,186ｇ シークワーサー 少、増 200,180,100,90 横這い 308,252,170,120ｇ

パプリカ 少、減 250-170-120 横這い 6-2.6-1個/267-166-74ｇ 巨峰 極少、横這い 500,200 横這い 629,226ｇ

ししとう 少、減 130-115-100 横這い 218-120-54ｇ シャインマスカット 並み、横這い 1800-1261-800 横這い 764-551-409ｇ

甘とう美人 極少、減 130 横這い 253,238ｇ 種子有シャインマスカット 極少、横這い 798,300 横這い 695,224ｇ

とうがらし 少、減 150-116-90 横這い 145-91-36ｇ ピオーネ 稀 520 横這い 640ｇ

きゅうり 多、増 190-146-100 やや下げ 4-2.3-2本 クインニーナ 稀 360 横這い 199ｇ

なす 多、増 240-149-80 やや下げ 4-2.4-1本/448-318-208ｇ 新高梨 少 700,650,600,550 横這い 1,1,2,1個/930ｇ、1.01ｋ、1.04ｋ、838ｇ

白ナス 並み、増 170-133-110 やや下げ 5-2.6-1本/603-387-161ｇ 柿 少、増 200-141-100 横這い 6-3.9-2個/644-497-290ｇ

縞ナス 少、横這い 150-133-110 やや下げ 2-1.8-1本/503-386-187ｇ あおし柿 稀 350 横這い 10個/748ｇ

ゴーヤ 多、横這い 240-151-100 横這い 5-1.8-1本/500-294-171ｇ キウイフルーツ 稀 280 横這い 4個/502ｇ

オクラ 多、横這い 120-102-90 横這い 16-11-8本/195-138-88ｇ パイナップル 少、減 870-530-350 横這い 1.44ｋ-870-562ｇ

ミディートマト 極少、増 200 横這い 278,149ｇ 青パパイヤ 並み、増 550-378-150 横這い 1.10ｋ-805-511ｇ

ミニトマト 少、増 300-210-170 横這い 222-147-104ｇ リュウガン 稀 800 横這い 300ｇ

スィートコーン 稀 150 横這い 2本/514ｇ バンジロウ 少、横這い 250,180,100 横這い 287,263,162ｇ

コリンキー 少、横這い 250-169-100 横這い 1.14ｋ-823-495ｇ グァバ 少、増 300,200,120 横這い 5,2,3個/430,373,362ｇ

ズッキーニ 少、増 200-166-150 横這い 349-269-167ｇ ドラゴンフルーツ 少、増 530-387-200 横這い 3-1.6-1個/531-455-388ｇ

ヘチマ 並み、減 130-104-80 横這い 695-412-246ｇ 銀杏 小、増 250-193-120 横這い 218-154-107ｇ

※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、11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、11/6：ＪＡあいらフェア、11/13,14：きもつきフェア

ケーキハウスSin、梅木商店、サクラカネヨ、ヨネモリ、麦のはな、アキバ雑貨等販売会

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

野

菜

果

実


